とっとり・おかやま新橋館

アンテナショップレポート

アンテナショップを活用した事業、おかやまマーケティング・ラボ実施中！
2021年2月発行

おかやまマーケティング・ラボ事業とは

岡山県のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の立地、機能を生かした「売れる商品づくり」「新たな話
題づくり」を図るため、マーケティングを重視した調査、分析、提案を一体的に行う取組みです。

今回のラボは２テーマ！

１

２

県産お菓子類の
マーケティングと
売上向上策について

コロナ禍の
アンテナショップ（物販店舗）の
魅力UPについて

次号で紹介します！

Step１
・「とっとり・おかやま新橋館」を含めた都内アンテナショッ
プで人気のお菓子やロングセラーお菓子について、「価格×
用途」「パッケージデザイン×用途」「パッケージデザイン
×商品名」のマトリックスを作成し、分析。（右図参照）
・分析結果をもとに、「売れ行き良好な商品をさらに売り伸ば
す方法」や「新たな名物を見つけ、人気商品へ育てる方法」
を探るため、岡山県内の事業者を募集。

8事業者の参加が決定！※（）内は事業者名
１ 倉敷おからクッキー

５ 醤油屋せんべい市米

米粉プレーン（もとや）
２

（鷹取醤油）

５
１

みんせん（卵娘庵）

6
２

３
３ 桃子のひと時 どら桃子
（岡山県青果物販売）
４ はれまーじゅ 苺

（廣榮堂）

６

でぇれぇ古墳クッキー
（シャルマン）

７ 備前焼みるく饅頭

（小倉産業）
８
４

７

８ 大手まんぢゅう

（大手饅頭伊部屋）

Step ２
女性300名を対象に８商品とアンテナショップについての消費者意識調査をWebアンケートで実施
■各商品について
・認知度
・喫食経験有無
・購入意欲 ・贈答意欲
・パッケージの印象 ・商品名
・価格設定 ・内容量 etc

■アンテナショップについて
・地方自治体のアンテナショップへの訪問頻度
・アンテナショップに行ってよかったと思った
こと、不満だったこと
・お気に入りのアンテナショップとその理由 etc

ワーキンググループインタビューの様子

Step ３
生活情報誌「ESSE」読者の中
から、今回の事業活動の協力者10名を選抜し、
“おかやま銘菓アンバサダー”を結成。上記８
商品とアンテナショップについて、
印象や意識を深堀りするため、
ワーキンググループインタビュー
（オンライン）とWebアンケートを実施。

Step１～３を経て抽出した感想と課題を各事業者に報告

倉敷おからクッキー・米粉プレーン
（もとや）
・おからのイメージを覆す
おいしさが、おしゃれな
パッケージからは伝わらない
・倉敷のご当地感がない

みんせん

（卵娘庵）
・自然な甘味で、子どもやお年
寄りにも安心なやさしい味
・自宅用として選びやすいが
岡山県産卵の使用やヘルシー
な面の強調が必要

桃子のひと時 どら桃子
（岡山県青果物販売）
・高級感のあるパッケージで
お土産にしやすい
・皮がもちもちでおいしい
・サイズを小さくして、価格が
お手頃になると嬉しい

はれまーじゅ苺

（廣榮堂）
・パッケージが可愛いけれど
中身がわからない
・ご当地感がわかりにくい
・イチゴのしっかりとした
味わいがおいしい

醤油屋せんべい市米

（鷹取醤油）

・食感も味も良く、少し高めの
価格設定も納得
・パッケージでおいしさと高級感
が訴求できていない
・老舗醤油屋さんが作っている
ことは強調した方がよい

でぇれぇ古墳クッキー

（シャルマン）

・商品名が岡山と結びついていない
・パッケージでお煎餅かと思った
・バター風味豊かでサクサクして
美味しいが、パッケージでその
おいしさを伝えきれていない

備前焼みるく饅頭

（小倉産業）

・箱のデザインも良く、
お土産にしやすい
・ミルクの風味がやさしく
おいしいので、ジャージー
牛乳を強調した方がよい
・備前焼と商品自体の関連が
わかりにくい

大手まんぢゅう

（大手饅頭伊部屋）

・こしあんが上品でおいしい
・味や量に対して価格が良心的
・パッケージは高級感があり
お土産にしやすいが中身が
わからない
・商品名が岡山と結び付かない

各商品の課題が解決でき、即実現できる策としてPOPを制作。
2021年2月にそのPOPを設置したテスト販売を実施！次号でご紹介。

とっとり・おかやま新橋館

アンテナショップレポートⅡ
2021年３月発行

今回はStep４となる『テスト販売・検証』と、テーマ２のまとめ、展開したプロモーションを紹介します。

テーマ

１

Step４
「とっとり・おかやま新橋館」にて、8商品を販売
する『ESSE×岡山 お菓子フェア』を開催。
ESSEおかやま銘菓アンバサダーの消費者目線の
意見もふまえて制作したオリジナルPOPを設置し、
売り上げ向上を図りました。

県産お菓子類の
マーケティングと
売上向上策について
•
•

オリジナルPOPが好評！
売り上げもアップ！
※ワーキンググループインタビューと
購入者を対象にした店頭調査より

実施期間：2021年2月8日（月）～14日（日）
店舗入り口付近のプロモーションスペースにて、8商品とオリジナルPOP、ESSE
掲載誌を陳列。一部定番棚にもPOPを設置。

商品内容が
分かりやすく
買いたくなる！

お菓子をカゴに
入れた陳列が
かわいい！

雑誌とのコラボは
目に留まる！

本事業から提案した
改善点を実現した２商品！

一目でクッキーとわかるように
シールを貼り付け

倉敷のお菓子と
わかるように
「倉敷」ハンコを押印

テスト販売で展開したオリジナルPOP
倉敷おからクッキー・米粉プレーン
（もとや）
倉敷発のヘルシーな商品である
こと、おからクッキーの概念を覆す
おいしさであることを主張

みんせん

（卵娘庵）

岡山県産のおいしい卵を使用して
いること、「ダイエット」「低糖質」を
強調することでご当地感と
ヘルシーさを主張

桃子のひと時 どら桃子
（岡山県青果物販売）
高級品種の「清水白桃」を餡に練り
こんでいること、小麦粉や米粉に岡山
県産を使用していること、
もちもちの皮のおいしさを強調

はれまーじゅ苺

（廣榮堂）

瀬戸内産のおいしいイチゴを
使用していることを説明し、
パッケージではわからない
箱の中身をしっかり見せる

醤油屋せんべい市米

（鷹取醤油）

店舗の写真やロゴを入れることで
老舗のしょうゆ屋さんが岡山の
お米でつくったこだわりの
せんべいであることを強調

でぇれぇ古墳クッキー （シャルマン）

サクサク食感のクッキーである
ことを強調し、モチーフの古墳
が、岡山にたくさんあることを
説明

備前焼みるく饅頭

（小倉産業）

「備前焼」や「蒜山ジャージー
牛乳」など、岡山ならではの
特徴を強調することで類似品
と差別化

大手まんぢゅう

（大手饅頭伊部屋）

岡山県を代表する銘菓であること
を強調。
商品の断面写真や個包装の中身
をしっかり見せる

今回のテスト販売を通して、POPの設置が売り上げアップ、購買意欲のアップに
つながったことが明確になりました。

テーマ

２
コロナ禍の
アンテナショップ（物販店舗）の
魅力UPについて

Part１

コロナ禍におけるアンテナショップの魅力向上策について、
① 他県アンテナショップへのリサーチ
② ESSEインフルエンサーへのアンケート
③アンバサダーによるグループインタビュー
を実施しました。

「とっとり・おかやま新橋館」を含む都内アンテナショップ（11店舗）を対象に、
新型コロナウイルス流行による商品や客層への影響について調査。

「とっとり・おかやま新橋館」と同様に他県アンテナショッ
プでも外国人観光客や高齢者の減少という客層の変化や、
贈答品などが売れなくなり「おうちご飯」「家飲み」関連商
品の需要が増加するなどの傾向が明らかになった。
「お家ごはん」「家飲み」関連商品の
需要の高まり

Part 2

ESSEプラチナインフルエンサー300人を対象に「地方自治体のアンテナショップ」に希望すること、
行って良かったことなど、消費者意識調査を実施。

「旅行気分が楽しめる」「地方の目新しいものが見つかる」
という特別感やレジャー的な訪問理由がアンテナショップに
あるとわかった。
また「価格が高い」「混んでいて商品が見づらい」といった
マイナス意見もみられ、注意すべき点も明らかになった。

「旅行気分を楽しむ」「目新しいものを
見つけたい」というニーズが高い

Part 3

「とっとり・おかやま新橋館」についてESSEおかやま銘菓アンバサダーへの
ワーキンググループインタビューによるヒアリングを実施。

「商品が充実」「ジャンル分けされ探しやすい」など好印象
だったが、商品内容を伝えるための「試食」や「POP」が
より重要であるとわかった。
通販サイトに「お試しセット」「割引」「送料無料」など
サービスを求める意見が多く、オンラインショップでの販売
を促進する際のポイントが明らかになった。
実店舗は「商品の充実」「試食」「POP」、
ネット通販は「送料無料」「割引」がカギに

コロナ禍でのアンテナショップに対する主なニーズは、「旅行に行けないので現地に
出かけた気分を味わえる店内の演出」「自宅でショッピングを楽しめるオンラインショップ
の拡充」。それらを強化することが魅力向上につながる！

PR展開

8商品の紹介とフェアの告知を雑誌、Webメディア、SNS、TVで行いました。

Instagram

https://www.instagram.com/p/
CKVweVPAwmi/

https://esseonline.jp/pr/273744

https://esseonline.jp/pr/275849

https://colorfuru.jp/go
urmet/11790

https://colorfuru.jp/gour
met/11814

ESSEおかやま銘菓アンバサダー SNS投稿

https://tennenseikatsu.jp/
_ct/17424533

OHK岡山放送「なんしょん？」での紹介

http://platinum-reporters.fusosha.co.jp/XP/fn0259000000.html

2月24日（水）
17:30～17：33に紹介
ブログ

30記事

Instagram

27投稿

ESSE3月号と共に、
4商品を紹介し、「はれまーじゅ苺」
を試食いただきました。

