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また、各会場の「ビジネスゲーム（実習）」「先進事例の調査・フィールドワーク（実地）」

のアウトプットは以下のとおりである。 
 

図表 26 「ビジネスゲーム」のアウトプット例（仙台会場） 

 
 

図表 27 「ビジネスゲーム」のアウトプット例（東京会場①） 

 

  

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

日本一のマガンのふるさとを自分
だけのふるさとのする体験ツアー

いのちを頂く、親子、地元料理、
お母さんも楽しめる

伊豆沼までの旅費・宿泊費を考えると、
30代の夫婦では負担が難しいため、祖父母
を巻き込んで体験ツアーを企画する。
（孫に自慢したい、おじいさんがお金を出す）
（JR大人の休日６５歳以上割引なども活用）

首都圏の家族（小学校４、５年）

• 冬のメニュー
マニアックなカメラ親子向けの撮影会
（白鳥、ガン、カモ、鉄道）

• 冬以外のメニュー
ハス見学ボート
羊、ヤギ、ウサギとの触れ合い
虫（クワガタ、カブトムシ）との触れ合い

•旅費 ２４０００円
•宿泊（民泊） ６０００円
•体験資材 ２０００円
•保険料他 １０００円（土産付）

３３０００円
× ４

１３２０００円

伊豆沼農産とその周辺

• アウトドア系雑誌
• 写真や動画（ユーチューブ）
• カメラ雑誌
• 料理本

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

PLACE（流通）

PROMOTION
（プロモーション）• 夜空の星鑑賞

• 地元のおじいさん、
おばあさんとの触れ合い

車コース
高速 １５０００円

宿泊 ２４０００円
体験資材８０００円
保険料 ４０００円

５１０００円

（４人分）

・飼育と殺体験による食育（食べる）

・母親向け体験

伝統野菜を作ったハット漬け物作
り教室
甘酒作り（美容）
手作りハム、ソーセージ作り体験
ぬか釜でご飯を炊く

ネイチャーレストラン（自分で食材
調達する）

体験メニュー（案）

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

THE FARM平日一泊二日
いきいきFarm 実年齢５歳down♪

心身ともにリフレッシュ（心身ともに毒を抜く）

・40～60代女性（ご夫婦OK)
・倦怠期夫婦（女性のみ）

・ハイキング・サイクリング
・6月あじさい祭り 11月22日いい夫婦の日
・かりんの湯・vegetable 風呂 －トマト、かりんなど浮かべる
・収穫－自分で 料理－プロ（調理師）
・野菜パウダー
→乾燥菜・牛乳屋連携

・マイクロバス 40人
・帰り道アウトレット

・18,000円/人
vegeパウダー30日分
30日後ドクターチェック

・東京→ハイキング・サイクリング
→収穫
→夕食（調理師）
→野菜風呂

・チャネル
oisixコラボ 近畿ツーリスト 山梨からアスリートフードマイスター

・年齢チェック → 5歳ダウンなら次回無料
・スポーツ選手サポート
・地元ドクター －血圧・脂肪・美肌チェック

◎イベント 6月 あじさい祭→ １回
11月22日 いい夫婦の日→ ２回

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

PLACE（流通） PROMOTION
（プロモーション）
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図表 28 「ビジネスゲーム」のアウトプット例（東京会場②） 

 
 

図表 29 「ビジネスゲーム」のアウトプット例（大阪会場①） 

 
 

  

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

小田原片浦レモンオイルサーディン

小田原の特産品から生まれた大人サーディン

30～40代の主婦
（都心のアッパー層）

・小田原・箱根の有名シェフ・店とコラボしたオイルサーディン
・６種類くらいから選べる
・神奈川のモノをつかう→主原料小田原イワシ・レモン

①土産・トライアル品として三缶セッ ト80ｇ/個 キモ入り 形状は丸
②200ｇ/個 ワタ入りか、ワタなし→青レモントッピング

①700～800円／個 セット2,400円程度

②2000円くらい

・観光地、ホテル、宿
・高級スーパー（紀伊国屋等） → ②

・通販（リピーターの受け○）
→お取り寄せでOK 既存のもの使う

・｢のもの｣やおしゃれなファーマーズマーケット
・媒体（ネット、雑誌…）シェフとコラボ
・食べ方（地元料理研究家 シェフのレシピ付）
→レモン煮
→複数食べ方提案 合うお酒も提案

・レシピコンテスト

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

PLACE（流通） PROMOTION
（プロモーション）

トレーサ
ビリティ
安心安全

仕入れ
イワシ １ｋｇ 200円
レモン １kg 350円

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

龍神梅酒

一生に一度の記念日

・有機＝毎年コンディションが変わる。毎年が勝負→一生に一

度のタイミングでしか味わえない。出来が悪い年はあえて出さ
ない。
・小売→箱・ビンにこだわる。ファルカタ素材。

・オープン価格（priceless）

・ホテル、旅館、レストラン等、ストーリーを伝えられる店の食前
酒として。
・記念日を演出するシーンのあるお店

・梅酒の日を作る
・毎年評価（ワイン）
・記念日に語れるもの
・営業力→料理人の舌をうならせる

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

PLACE（流通） PROMOTION
（プロモーション）
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図表 30 「先進事例の調査・フィールドワーク（実地）」のアウトプット例（仙台会場） 

 

 
図表 31 「先進事例の調査・フィールドワーク（実地）」のアウトプット例（東京会場①） 

 
 

  

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

親子ものづくりエコ体験ツアー

あなたに田舎はありますか？

小学校高学年の子供+親

・後で売れる仕組み
・ふるさと納税

・ターゲット 10,000円

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

･
●イベントをきっかけに、伊豆沼へ！！

－交流プログラム：百姓体験／しめなわ・かどまつ／
ウナギ釣り・ブルーベリー／陶芸

･
－食体験プログラム：地元野菜の食材朝食／

生ハム、ウィンナー、チーズ

－宿泊：キャンプ場／廃校利用／
トレーラーハウス（冬場のみ）他からレンタル。
新規500万円。冬のみで安くに

・コーディネーター：伊豆沼農産社員、農家さん

・本を作る
・福利厚生サービスの中に
・Facebook,Youtube
・情報番組

PLACE（流通）

PROMOTION
（プロモーション）

･
伊豆沼を活かしたイベントを開催して、集客する。

まずは伊豆沼を知ってもらうことからはじめる。

－イベント（案）：トライアスロン／鉄人マラソン／
ボート大会／ロードレース

⇒ ここから、ファンになってもらう。

課題

・よい宿泊施設がない（朝食も残念）
・東京からだと交通費が高い

・登米市のＰＲ不足（周りと比較して）

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

THE Farm&Country
～シルバーのリフレッシュ体験～

食と地域密着型 体験活動

50代以上のシルバー
関東近郊、都市部、個人

①食事 ・食事の強化を ・野菜を ・和郷園の野菜
・海の幸／野菜／牛、豚

②地域密着体験 ・農作業体験 、セリの見学、九十九里

・オススメコースを選ぶ

・ベース（朝･晩） 1.5万＋α

・朝2000／夜4000～6000 ベース15,000（1泊2食）
体験オプション：農作業（¥1,000以上）

・農作業1,000円
・競り見学0円

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

・WEB広告主

・T－GATE  着地型観光

・楽天トラベル・じゃらん・近ツー個人・Y！トラベル

・リスティング広告
・雑誌タイアップ
・チラシ
・新聞折込

PLACE（流通）
PROMOTION
（プロモーション）



46 
 

図表 32 「先進事例の調査・フィールドワーク（実地）」のアウトプット例（東京会場②） 

 
 

図表 33 「先進事例の調査・フィールドワーク（実地）」のアウトプット例（大阪会場） 

 
 
 

  

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

健康だけでなく
オリンピックの体力を!! ツアー

Sasuke@the Farm
楽しめると思うなよ

・若い人
・ヒルズ族（IT含め金がある人）
・暇を持て余した人

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

PLACE（流通）
PROMOTION
（プロモーション）

周辺に山谷あり →サスケ
静かな所である →戦いの後、休める

戦士の休息
「健康」だけでなく体力を

地理的環境を有効利用 →サスケを作る
1日目 トレーニング→日本代表級のストレッチ・ウォーム
アップ→サスケ
２日目おいしい食事（収穫→サラダの調理）

日本代表が合宿等で提供される食事を再現

ターザン等で取り上げてもらう
Business誌→WEBはだめ！読み飛ばす

オリンピックの開催に紐づけてＰＲする

１日目：参加費８万円 宿２万円
２日目：1万5千円（１日目をクリアした人のみ）

素材の提供は農家から

商品・サービス名

商品・サービスのコンセプト
（キャッチフレーズ）

ターゲット

龍神 梅酒 たる仕込 梅酒

お金を出すだけでは買えない体験参加型商品
•来てみて初めて分かる
•お客様を呼び込む視察ツアー
•松竹梅酒

•和歌山の木材を使ったたる（森林資源を活
かす）

既存のお客様、シニア世代、３０～
４０代の女性

•万単価
•￥11,220/１本

商品・サービスの概要

PRODUCT（製品） PRICE（価格）

･
●たる詰め ボトルに竹をらせん状に巻く ※龍が昇る様子･

●箱が松、竹の器
●木箱に化粧組 パカッとあける形の木箱
●ビンのラベルに龍の絵 ※龍神が連想できる

•ここ（龍神）に来ないと買えない

•旅館限定（県内）

•体験型
•「健康」という付加価値
•自分が大切な人に送る

PLACE（流通）
PROMOTION
（プロモーション）


