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1990年4月～2000年3月 営業職として全国の大手ホームセンターを担当
2000年4月～2010年11月企画開発室にてマーケティング、商品開発、お客様対応の各責任者を兼任
2010年12月 同社退社後、株式会社ケンアンドマイケルベリーカンパニー取締役就任

（株式会社ケンアンドマイケルベリーカンパニーはブルーベリー生産・加工・販売）
2012年9月 同社代表取締役就任
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商品化後のマーケティング

• 理想とされる商品開発はマーケットイン発想

– 自社のシーズ、世間のニーズをとらえ企画・開発
した商品を投入する

• 特に農業の場合、プロダクトアウトにならざる
を得ない場合が多々あるのが現実

– 基になる原資は農作物が基本

– 例えば、果樹園はトレンドに合わせて新しい品種
や他の果樹に入れ替える事が困難

マーケットインとプロダクトアウト



プロダクトアウトのマーケティング

• 「製品ありき」のプロダクトアウトの場合でも、
マーケティング手法も用いて状況を整理する
ことで、新たな価値の創造、そして販路の拡
大は可能。

• すでに開発されつくした市場に当たり前とも
思える商品で勝負しないとならない場合もあ
る。（レッドオーシャンにコモディティ化した商
品で切り込む）



実例：国内で「梅干し」を売りたい

• 梅干しの現状

– スーパーマーケットではおよそ10種類程度の梅
干しが常時販売されている。

– 日本人にとっては大変ポピュラーな食材

– 商品価格は低下の一途

– 日本食ブームの半面、減塩傾向により需要も頭
打ち

– 「調味梅干し」の普及



京都府城陽市青谷

京都府

城陽市

京都府自治体情報化推進協議会



実例：青谷の梅

• 京都府城陽市青谷地区の梅干しを広めたい

• 江戸時代の文献に梅の名所として記されて
いて、その起源は鎌倉時代とも言われている。

• 青谷では「城州白」と言う品種が昔から栽培さ
れていて、大粒で大変香りが良く、全国でも
ほぼ青谷だけで栽培されている希少種。

• 現在では50件程度の梅農家が栽培している
が、安値で取引されている。



青谷梅工房

• 青谷梅林、城州白、そして地域の梅農家を守っ
ていきたいと、城陽市で小学校教諭をしていた
田中さんが青谷梅工房を個人で設立し、地域の
梅を仕入れて梅干しやその他加工品を製造し販
売を開始した。

• 「梅干し」は昔ながらの天日干しで、城州白の香
りを生かした梅干しにこだわっている

• 現在では一部農地を借り受け、梅の栽培も行っ
ている。

• 今後も仕入れ、生産及び加工品製造販売を行っ
ていきたい。



青谷梅工房



（青谷梅工房の命題）

自社のみならず青谷地区梅農家全体の発展に貢献
する。

課題

１．利益率が低い→梅農家の経営安定化のために買い上げ価格は維持

２．首都圏への販路拡大→売上金額が少ないので大きな市場に進出

３．求められる梅干しとはなにか→低迷する梅干しの売り上げを上げたい

４．青梅の販売→すべての梅を加工する人でがないので青梅も販売したい

現在の販売先①

委託販売

じねんと市場、フレン
ドフーズ、京都生協、
京フーズ、極楽湯、ひ
じりの湯

現在の販売先②

イベント販売

地域イベント

現在の販売先③

ネット販売

楽天市場、アマゾン、
自社ホームページ

現在の販売先④

店舗販売

毎週の野菜販売、土
曜朝一、ダイレクト
メールでの宣伝販売



商品仕様を決める

差別化・特徴 価格建て ラインナップ 販売先を決める

ターゲットを決める

ニーズの検討 価格の検討 ポジショニング 競合分析 販売先検討

自分を知る、相手を知る

Social分析 ５Forces分析 SWOT分析

今回は「京都青谷城州白」とそれに伴うストーリーはすでにできて
いるので、これを流通市場に当てはめて行く方法を取った。



Social分析：外部環境分析（マクロ）

• ニュース等のメディアや業界誌などから得て
いる情報をまとめ、傾向をとらえる。

• 社会全般に起きている事を捉える事を目的
にしていますが、今回は「食」と「一般消費」に
絞って考えた。

• 目的としている事柄に関して公表されている
数値やデータをもとに仮説を立て、さらにアン
ケートやインタビュー調査などを行い仮説を
検証し結論を出す。



高齢化、団塊の世代、そして飽食の時代であるため、食生活の乱れに伴い健康
に気を使う家庭が増えている。

そのため「健康」がキーワードとなる場面が増えている。

健康志向により特に塩分、糖分、炭水化物、肉類は摂取控える傾向にあるなか、
健康的なイメージのある和食は世界無形遺産に登録されるなど見直されている。

一方で消費の傾向は上向き加減でデフレ脱却の傾向にあるが、脱却しきれない
不景気の影響で消費の2極化傾向は続いている。
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５Forces分析：外部環境分析（ミクロ）

1. 敵対関係の強さ

2. 新規参入の脅威

3. 代替製品・サービスの脅威

4. 売り手の競争力

5. 買い手の交渉力

取引環境を構成する力関係の把握



５Forces分析：①敵対関係の強さ

• ライバルは紀州「南高梅」

• 圧倒的な知名度、ブランド力、そして高品質

• 梅干しと言えば「南高梅」

• 高級品、贈答品から「つぶれ梅」などのお買
い得品まで幅広いラインナップ

• ただし「南高梅」の名前に乗っかっただけのフ
リーライド（タダ乗り）商品も見受けられる



５Forces分析：②新規参入の脅威

• 梅は日本全国で栽培されており、各地で「梅
の名産地」と名乗りを上げている。

• 梅は加工品をはじめ、比較的製品化をしやす
い素材と言える。

• 地域を挙げてブランド戦略をとり、さらに大規
模なプロモーションをかけられると、大きな脅
威となる。



５Forces分析：③代替品・ｻｰﾋﾞｽの脅威

• すでにスーパーマーケットやコンビニエンスス
トアでは「調味梅干し」が安価に販売されてお
り、認知されている。

• 「調味梅干し」は「減塩」で食べやすく、かつ健
康イメージで販売している。

• その他風味づけ調味料の開発。



５Forces分析：④売り手の競争力

• 現段階では、青谷地区では価値の訴求ができて
いないため今後の自由度はあるが、地域発展が
目的のため仕入れについて大幅な値引きを求
めることができない。→仕入れ値が高い

• 地域をまとめ青谷をけん引する役割のリーダー
が生産者の中では不在→生産者間連携が弱い

• 経営基盤が小さいため、大規模なマーケティン
グ調査、プロモーション戦略等を行うことができ
ない。

• 「城州白」は品質も良く希少性が高いため、商品
差別化の要因となり得る。



５Forces分析：⑤買い手の交渉力

• 成熟市場であるため、目安となる価格が決
まっている。

• 日常食としての「梅干し」は価格低下傾向。

• 単なる高級梅では南高梅に据え変える必要
性を感じられない。→意識は南高梅志向

• スーパーマーケット、百貨店、通販業者等い
ずれも顧客をしっかりととらえているため交渉
力は強い。



買い手の流れ（一般流通）

• メーカー→卸・商社→小売店→消費者

• 卸には一次卸、二次卸が存在する場合あり

メ
ー
カ
ー

一
次
卸

（
物
流
・
帳
合
）

二
次
卸

（
物
流
・
帳
合
）

小
売
店

消
費
者



卸・商社

スーパー・
コンビニ等

チェーン店

百貨店・
専門店

自社

販売

販売量多

販売量少

利益幅小

利益幅大

取引先による販売イメージ



流通に伴う価格建て

• 一般流通に乗せる場合には「価格建て（かかく
だて）」を設定する

• 流通業者の利益を想定し、積み上げて小売価
格を決定

• 流通業者の利益はそれぞれ当然必要な経費
であるので、そこから計算される小売価格に
見合う商品に仕立てる



仕切価格

• 480円

• 問屋への卸価格

卸売価格

• 600円

• 小売店への卸価格

小売価格

• 1,000円

• 店頭販売価格

小売価格 1,000円

製造原価

240円

メーカー

利益

240円

50％

卸・商社

利益

120円

20％

小売店

利益400円

40％

価格建て



①マンモス競合
南高梅

高級梅として全国で
圧倒的知名度を誇
るブランド梅。
肉厚で質も良い。

④売り手の競争力

青谷地区では価値の訴
求ができていないため
自由度はあるが、地域
発展が目的のため、仕
入れについて大幅な値
引きは求めない。

②新規参入の脅威

梅は全国で有名ところがあり、地域ブランド戦略をとる可能性が
高い。

③代替製品・サービスの脅威

既にスーパーマーケットでは「調味梅干し」が安価で販売されて
おり、認知されている。
「減塩」で健康志向を訴求。

⑤買い手の交渉力

成熟市場であるため、
目安となる価格は決
まっている。

日常食としての梅干し
は価格低下傾向。

単なる高級梅では南高
梅に据え変える必要性
を感じられない。



SWOT分析

SWOT分析で事実を客観的に浮かび上がらせ
整理して、それを基に対応策を考える。

Strongth ：強み Opportunity：機会

Weakness：弱み Threat ：脅威

良
い
要
因

悪
い
要
因

内部環境 外部環境



・京都青谷でしか栽培されていな
い「城州白」の希少性

・伝統的な本格「梅干し」

・城州白独特の豊かな香り

・青谷は古くからの有名梅林として
の歴史ストーリー

・「城州白」の認知度が低い

・一般流通の梅干しに比べて価格

が高い
・大粒だが南高梅よりも果肉が薄
いため

・「梅」の健康に対する機能性

・本物志向の消費者需要

・食文化としての「梅干し」の復権

・他府県民の京都への思い、憧れ

・地域ブランドの確立

・他産地のブランド化戦略

・「梅干し」全体の陳腐化

・食文化の衰退

・さらなる減塩傾向

S：強み

W：弱み

O：機会

T：脅威

内部環境要因 外部環境要因

良
い
要
因

悪
い
要
因



自社販売→百貨店ギフト→お取り寄せカタログ→こだわりの
スーパーマーケット

直売所

自社サイト

百貨店お中
元・お歳暮

お取り寄せカ
タログ

こだわりの
スーパー

高級路線で青谷「城州白」の知名度を上げる

こだわり・品質 希少性 歴史ストーリー

ターゲットは本物志向の人

昔の「梅干し」を知っている中
高年以上

価格が高くても高品質な物を

選択する富裕層



昔ながらの手をかけた製法であるので原価は高くなり、必然的に
「高級路線」になりますが、単なる「高い梅干し」ではなく、希少性を
訴えながら消費者のニーズに直接訴えかける商品に仕立て上げな
ければなりません。

そして目の前に高くそびえ立つマンモス競合「紀州南高梅」の知名
度を利用した戦略をとることも有効であると考えます。そのために
「京都青谷城州白」の特徴を再度見直し、比較戦略をとれるよう準
備しましょう。

高級路線をとるにあたり、必要なパッケージを含めた原価の見直し
と価格設定、品質については裏付けを行い、同時に供給可能量か
ら販路に優先順位をつける必要があります。
供給量から優先順位は

自社販売→百貨店ギフト→お取り寄せカタログ→高級スーパー
の順番になります。

自社販売が優先順位の上位になりますが、将来を見据え一般流通
に乗せた価格建て設定を行う必要があります。



• 高級路線をとることによる利益確保

• ギフト、お取り寄せ商品として耐えうる品質、仕様

• お中元小売価格3,000～5,000円、販売数量100
～400セット程度（百貨店1店舗あたり目安）

• お歳暮小売価格4,000～8,000円、販売数量400
～800セット程度（百貨店1店舗あたり目安）

課題１

利益率が低い

課題１の「利益率が低い」事の解決策は、「原価を下げる」か「売価を上げる」の2種類しかなく、当然その2種類の
方法は同時に行います。

原価を下げる手段の一つである材料費を抑える場合、状況的に梅の原価を抑える事は可能です。しかし本来の
目的が「青谷梅農家の発展」であるため、梅の仕入れ代は据え置きを前提とします。将来的に販売量が増加し自
園産では間に合わず、梅の仕入れが増えた場合でも仕入れ先農家に利益を還元できる体制をあらかじめとりま
す。さらなる仕組みは後々考えましょう。
仕入れ先農家に利益を還元できる体制を維持するために、商品は高級品でなければなりません。
高級品の代表は「ギフト」と「お取り寄せ」です。
ギフトは「大切な方に差し上げたい物」、お取り寄せは「自分のために高いお金を出しても欲しい物」です。
似ていますが商品を選ぶ観点が異なる点に注意が必要です。
ギフトで狙うのは「お中元」と「お歳暮」です。自社販売と百貨店カタログが対象となります。

百貨店カタログの企画はその時期の半年前には決定していますので、今からであれば来年のお歳暮を狙った商
談になります。
それぞれの相場は百貨店1店舗あたりお中元小売売価3,000～5,000円で100～400セット、お歳暮小売売価4,000
～8000円で400～800セットが基準となります。
お取り寄せカタログもほぼ同様な数字になりますが、期間が1年間であり欠品をすると大きな問題になりかねない
ので、供給可能量はしっかりと把握する必要があります。



• 展示会への参加

• バイヤーは商材を探してる

• 商談会への参加

• 回数は力なり

• 直接アプローチ

• バイタリティを持って

• 行政、金融機関の紹介

課題２

首都圏への

販路拡大

課題2の「東京への販路拡大」として ①展示会 ②商談会 ③直接アプローチ ④紹介 があります。
特に商談会や展示会の利用をお勧めします。
商談会は積極的に参加しましょう。上手くいかない事を気にかける必要は全くありません。

特にバイヤー商談の場合バイヤーが担当替えになれば、上手く進んでいた話も最初からになる位ですので、断ら
れても次のチャンスは必ずあります。バイヤーが変わらなくても、仕様を少し変えただけでも商談の材料になりま
す。また商談の回数を重ねるうちに端的に散乱していた情報が線でつながり、今まで見えていなかったニーズが
浮き上がります。
最も有効な展示会は2月「スーパーマケットトレードショー」、3月「フーデックス」です。既に次回の申し込みは締め
切られていますが、京都府でも何かしらのブースを出すはずなので、商品だけでも出せるよう働きかけてください。
どちらも全国のバイヤーが終結しますので、名刺交換だけでもできれば次につなげやすくなります。
③直接アプローチはバイタリティーのある方は可能であればどんどん行ってください。

④紹介は行政と銀行の紹介をお勧めします。理由はいたって明白で、バイヤーは常に売り込まれており、紹介の
場合は相手が何者かわからない場合が多いです。その点、行政（都道府県関連機関、省庁関連機関）や金融機
関の紹介であれば、「いい加減な業者は紹介しない」意識が働きますので、身の潔白を晴らす障壁がなくなり、す
んなりビジネスの話しに入れます。その点でも、①展示会 ②商談会 はバイヤーが自ら商材を探している意味合
いが強く、興味がなければ名刺の交換もしないので、接触ができれば大いに脈ありと言えます。
また東京をはじめ首都圏の有力店を狙う場合の前提として、地元で実績を作る事は大変重要です。
地元で相手にされない物を遠くの、しかも大消費地のバイヤーが信頼をする訳はありません。
小さな実績で良いので、必ず「地元で愛されている」と言える実績を作ってください。

必ず
「地元での実績」
を引っ提げて

乗り込みましょう



•商品ラインナップ重要

•オーソドックスな「しそ梅」は象徴的商品として

•月日の必要なヴィンテージ物には早々に着手する

•価格に見合った装いを合わせて
•価格と見た目で価値を伝える

•高級品は見栄え良く、廉価品はそれなりに

課題３

求められる

梅干しとは

課題3の「求められる梅干し」については、考え方のアプローチとして ①世間のニーズ ②ターゲット別 ③販売戦
略 の3点から考える必要があります。

①世間のニーズとしてはソーシャル分析で想定したように、世間は減塩傾向にあるので既存商品の中では「白漬
梅」がメインになってくると考えられます。
②及び③の観点からは、いくつかの商品ラインナップが必要です。
例えばギフトとして贈る場合でも、贈られる先方を気遣い減塩「白漬梅」をセットに入れる必要があるでしょう。

高級路線を敷き「本物志向」をターゲットとしているため、オーソドックスな「しそ
梅」も外せず、一般に人気の小梅もラインナップが必要です。
これらは左図の基幹商品とその派生商品にあたります。

販売戦略上は入口商品としての廉価品があると、経営上売上の確保がしやす
くなります。

さらにプレミアム商品を持つ事により、廉価品販売による基幹商品の価格はも
とより自社価値の陳腐化を防ぎ、さらに価値を引き上げます。
考えられるプレミアム商品のひとつに「○○年物」ヴィンテージがあります。

極々ありふれてはいますが、月日を戻す事ができないので早々に取りかからな
ければ、来るべき時に打つ手がなくなります。月日を味方につけておきましょう。

また新しい製造方法による高品質もしくは差別化された物もプレミアム商品に
なりますが、これは全く不確定な要素ですので、ヴィンテージ物には必ず着手
する事をお勧めいたします。

そして高品質の物はきちんと高価格で販売しましょう。良い物に対する語彙は
少ないので各社も同じような言葉を使います。価値＝価格でアピールしましょう。
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• スーパーマーケットで梅酒の時期に販売

• 青梅としては最後に出るので施策が必要

• 青谷の城州白を他の青梅が販売されると同時に入荷
予告

• 梅酒の出来上がりの特徴をつかみ差別化

• 梅酒自体を販売して理想形をアピール

課題４

青梅の販売

課題4の「青梅の販売」は青果になりますので、最も販売しやすいのはスーパーマーケットです。

しかし城州白は青梅としては最晩生種となるので、発売が可能になる頃には例年青梅を購入するお客様は、既
に購入を終えてしまっています。

そこで、①お客様に待ってもらってでも購入してもらう施策と、②既に青梅を買ってしまったお客様に更に青谷城
州白も購入してもらう ③新規客獲得 の施策をとる必要があります。
そしてそれが、バイヤー商談の時の提案になります。
①お客様に待ってもらってでも購入してもらう施策としては、入荷予告が効果的です。
青谷城州白の魅力を存分に伝えるキャッチコピー、店頭POPはもちろんですが、お客様がネットで検索しやすい
ように、ホームページの整備が重要です。
ホームページの内容はもちろんですが、検索しやすいようなSEM（Search Engin Manegment）が必要で、日本
語ドメイン（例：青谷梅.jp）も有効な手段のひとつです。数ページで十分ですので専用ページがあると良いです。

①でとった施策は、そのまま②「既に青梅を買ってしまったお客様に更に青谷城州白も購入してもらう」施策③新
規顧客獲得につながります。
①②③に共通して有効なのが、城州白で作った美味しい梅酒を販売する事です。
初めての物は誰もが警戒しますし、目新しいものに飛びつくのは青梅購入者全体の1割程度のはずです。

しかし例え梅酒を購入しなくても、高価で美味しそうな梅酒が売られており、それの原料と同じものが、情緒たっ
ぷりに背景となるストーリーと共に販売されていれば、つい欲しくなってしまいます。
そして梅酒は1年かけて飲むものですので、作りすぎても無駄にならないのでつい買ってしまってもあまり後悔は
しません。

もちろん青果と酒のバイヤーは異なりますが、果実・野菜売り場でジュースを販売すると相乗効果で両方の売り
上げが伸びる傾向があるので、チャレンジする価値は十分あります。



補足：消費者行動

• AISAS

– Attention 注意

– Interest 関心

– Serch 検索

– Action 行動（購買）

– Share 共有（ｼｪｱ）

• AIDMA

– Attention 注意

– Interest 関心

– Desire 欲求

– Memory 記憶

– Action 行動（購買）

商品の評判はShare（共有、シェア、拡散）され、Serch（検
索）されることを十分に念頭に置いて戦略を組むこと


	Slide Number  1
	Slide Number  2
	商品化後のマーケティング
	プロダクトアウトのマーケティング
	実例：国内で「梅干し」を売りたい
	京都府城陽市青谷
	実例：青谷の梅
	青谷梅工房
	青谷梅工房
	Slide Number  10
	Slide Number  11
	Social分析：外部環境分析（マクロ）
	Slide Number  13
	５Forces分析：外部環境分析（ミクロ）
	５Forces分析：①敵対関係の強さ
	５Forces分析：②新規参入の脅威
	５Forces分析：③代替品・ｻｰﾋﾞｽの脅威
	５Forces分析：④売り手の競争力
	５Forces分析：⑤買い手の交渉力
	買い手の流れ（一般流通）
	取引先による販売イメージ
	流通に伴う価格建て
	Slide Number  23
	Slide Number  24
	SWOT分析
	Slide Number  26
	Slide Number  27
	Slide Number  28
	Slide Number  29
	Slide Number  30
	Slide Number  31
	Slide Number  32
	Slide Number  33
	Slide Number  34
	補足：消費者行動

