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半島のお宝鑑定団         

 

１ 下北地域 NPO法人ぷらっと下北 『14歳の挑戦』 

 

［下北・間山 創氏］ 

みなさんよぐ来たのー。冷たい反応ありがとうございます。『14 歳の挑戦』とありますが、

これは下北半島に教育旅行を誘致したいというところから始まりました。教育旅行は数あれど、

修学旅行でみると下北半島は受入実績がゼロです。これではいけないと思い、ただ体験するだ

けの普通の教育旅行ではなく、“挑戦”をさせる教育旅行ということでまずモニターツアーを実

施しました。これはまだ商品化はされていません。 

今年の夏にやったモニターツアーの内容を発表します。この夏に２泊３日のツアーで、14 歳

中学２年生を約 20 名集めました。募集方法は、新聞掲載と、このチラシを直接学校に持って

行き先生方に渡して集めました。 

津軽地方のようにコメが取れる地域なら稲刈りをさせるのですが、下北はコメが取れない地

域なので、菜の花が有名な横浜町で菜種刈りをさせることにしました。菜種刈りをし選別をす

る作業をして菜種油をお土産にもたせました。ほかには下北のお寺で座禅体験をしました。目

隠しをしてご飯を食べる暗闇ごはん体験もしました。“挑戦”です。今年は東日本大震災があっ

たので、そのことについて中学生について考えてもらいたいと思い、防災ワークショップをし

ました。電気もガスも使えない状況で、なんとか生き延び、強くなってほしいという思いで空

き缶と牛乳パックで作るサバイバル飯、略してサバ飯と言っていますが、この体験をしました。

“挑戦”です。 

 参加者の反応はどうだったかというと、いい意見をもらえました。参加した子どものお母さ

んから、普段全然話さかなった子が『14 歳の挑戦』から帰ってきたら車の中で夢中で話し続け

ていたというありがたい意見をもらいました。 

 この『14 歳の挑戦』というのは、ただの体験観光ではなく挑戦という今までにない切り口で

考えてみました。昨日、宇土天草地域の子ども向け体験交流の様子を聞き、それと比べるとま

だまだ足りないなと思わされたのですが、この『14 歳の挑戦』も荒削りだけども良いものだと

思っています。 

今後の展開として、県内の中学校２年生を対象としていますが、子供たちだけでなく親や先

生たちなど、私たちの活動を理解してくれる人たちにもアプローチが必要だと考えています。

県内だけでなく、下北から近い函館や東北などの県外も考えています。ゆくゆくは、「挑戦させ

たければ下北に私を送り込めぇ」というイメージを作り出せたらいいなと思って、今後も活動

を続けたいと思っています。 

［コーディネーター・玉沖 仁美氏］ 

 ありがとうございました。先ほど大漁旗を振る時、下北半島の人以外に北海道の渡島半島の

人も見かけた気がしましたが。 

［下北］ 

青森県の下北、津軽と、北海道の渡島半島の３つの半島で交流連携をしています。 

［コメンテーター・竹田 邦弘氏］ 

今、世の中では子供の自立性を育むとか、親子の関係性の多角化などが言われていて、こう
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いうことを刺激する商品に仕立てられると思い、可能性を感じました。半島らしさというとこ

ろでいくと、さらにリファインの余地はあると思いますが、子供の自立性を育てていきたいと

考えている親はたくさんいます。ターゲットは青森県内の中学２年生とありますが、むしろ都

会にこのニーズはたくさんあるのではないかと思います。 

［コメンテーター・渡辺 均氏］ 

 今、半島も含め地元の人が地元のことを知らないという傾向が高まっています。地元のこと

を地元の人が学ぶということ、先生のなかでも地元のことを知らない先生が増えていますので、

先生も企画に巻き込んで共同取材のようにすると面白いと思います。 

 

 

 

２ 江能倉橋島地域 江田島市観光協会 『古の「宮島の御嶋廻り」船上体験』 

 

［江能倉橋島・末次文勝氏］ 

紹介するのは、江田島市観光協会が企画したツアーです。１月から NHK の大河ドラマで平

清盛がスタートするので、これになぞらえて古の「宮島の御嶋廻り」を船上体験してもらい、

船を使って１泊２日で島を周遊するという企画です。半島もいろいろありますが、江田島はぐ

るりと海に囲まれているので、これを活かさない手はないだろうということで、企画しました。 

みなさんは、宮島、厳島神社というと赤い鳥居がある絵を思い浮かべると思いますが、「御嶋

廻り」とは、もともと厳島神社の回りには 12 の神社があり、昔の人はこれを順番に回って

後に厳島神社に詣でるというのが流儀でした。これを現在の我々が船上から体験をするという

企画です。１泊目は江田島に泊まります。次の日は音戸の瀬戸という平清盛が開削をした瀬戸

を回ってもらい、瀬戸内の多島美も合わせて体験してもらうという流れになっています。 

ターゲットとしては、65 歳以上のシニア層をねらっています。この世代になると高血糖、高

血圧が多いということで、今試食してもらっている干物をお昼に炭火で焼いて食べてもらいま

す。つけた名前が控えめという意味で「こうけっとう」です。日持ちしない干物シリーズとし

て、今が旬のサヨリを食してもらいます。あえて日持ちしないと言っているのは、朝締めをし

ています。一夜干しじゃなくて、３時間干しです。さっと食べてもらい、高血圧の人にも安心

して食べてもらいます。炭火を起こしますので、あわせて焼きおにぎりも作ります。おにぎり

にはこのメバルの味噌を付けて食べてもらいます。このメバル味噌もシリーズ化をめざしてい

て、先日完成したものはここに山椒を加えた「目をみはる鮴・味噌ざんしょ」というのがあり

ます。その２種類をシリーズ化してお土産として販売していこうと考えています。 

１月 14 日からツアーがスタートします。計４回モニターツアーをして、４月からレギュラ

ーのツアーに切り替えていく計画です。12 月 1 日に 19,800 円のモニターツアーを発売しまし

た。レギュラーツアーは 29,800 円で始めます。お得ですので、ぜひ興味があれば JTB の窓口

で販売しますのでお越しください。私がナビゲーターをしています。よろしくお願いします。 

［コーディネーター］ 

 この味噌は何味ですか？ 

［江能倉橋島］ 

もろみ味噌を使っていて、メバルを素焼きにして身をほぐして入れています。あとは企業秘
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密になりますが、微妙な調味料を入れています。山椒の実をいれたバージョンもあります。今

日は試食だけで販売はしていません。 

［コメンテーター・竹田氏］ 

江能倉橋島は、旅行商品としてみたときにどうかというと、一番目の下北と対極にあって面

白いかと思います。ターゲットがどんな気持ちになりたいか、旅行の動機としては何か。旅行

の動機のところに触れてあげると、市場で流通する可能性は増していきます。 

お宝はあって、ツアーとしてはいいものに仕上がっていますが、これをさらに踏み込んで、

ターゲットのどんな気持ち、どんな旅行動機に訴える商品にしていくか、ネーミングを決めて

リファインするとぐっと売れる感じが出てくると思います。 

［コメンテーター・渡辺氏］ 

“なんとか巡り”というのは面白いと思います。１回で巡りきれない場合は、また次回に来

てということでいいと思います。その時に、できれば神主さんなどにこの旅でなければならな

い話など５分でも 10 分でも体験できれば、ほかの場所ではできない着地型観光に仕上がり、

他のツアーとの差別化ができて面白いと思いました。 

食のおにぎりについては、旅になくてはならない必然性のような説明が欲しいです。昔ここ

で神主さんが食べたのがこのメバルです、というような物語の中で食事が出されるともっと面

白いものになるのかなという印象を持ちました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 津軽地域 企業組合でる・そーれ 『津鉄汁』レトルトパック 

 

［津軽・澁谷 尚子氏］ 

 津軽鉄道の五所川原駅の駅前にある「コミュニティカフェ でる・そーれ」から来ました。

今日出展したのは、写真にある「津鉄汁」のレトルトパックです。 

「津鉄汁」は、コミュニティカフェ開店当初からのメニューで、地元の食材を使って提供し

ていこうというコンセプトで作っていて、青森県の地鶏の「青森シャモロック」のガラからじ

っくりとダシを取って、お肉と地元特産のゴボウとニンジン、マイタケを入れています。上に

乗っているのは、白いものは長芋で作ったスイトンです。これを乗せた汁物を提供しています。 

今回レトルトにしようと思ったのは、お客さんの反応で、これを持ち帰りできないかという

声が多かったためです。地元の人だと家で食べるので、３人分を鍋に入れてくださいとかいう

ご要望に対応できますが、観光客や離れた場所の人だとそういうことができないので、レトル

トパックを考えてみました。 
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このスイトンだけを欲しいという人も多くあります。観光客の人は、長芋のスイトンを初め

て食べて長芋の風味があって美味しいと言われ、これだけを持ち帰りできませんかと言われま

す。そのまま持ち帰るというわけにもいかないので、これとスープのものの３種類を開発しま

した。まだ開発の途中で商品にはなっていませんが、スイトンはこのような透明のパッケージ

です。湯煎するだけで、もとのふんわりとしたスイトンに戻ります。３ヶ月ほど置いてみたと

ころ、パッケージが透明なので、色が濃くなって真っ白ではなくなるため、提供の仕方が難し

いです。 

当初は具材入りのスープのレトルトとセットにして売ろうと思っていましたが、それは難し

いということで、実際に商品にする場合はパッケージをどうすればいいか、アドバイスをもら

えたらと思います。今のところはこれにシールを貼って、個別に並べて両方を欲しい人には両

方を提供しようと思っています。 

［コメンテーター・曽山 茂氏］ 

スイトンは大変美味しいです。長芋は名産だと思いますが、さらっとしていて口当たりがい

いです。いま百貨店では震災の後、長く備蓄できるもので美味しいものを探しています。考え

ていることと一致してるかどうかはわかりませんが、これが６ヶ月もつということであれば、

マーケットから喜ばれると思います。乾パンとか旧来からあるものだけでは、あのような特に

困難な環境のなかでは心が豊かにならないこともあります。常備しているものを食べて次の新

しいものを買いますので、このような視点があっても面白いのかなと思いました。 

それと、若い人にこのメニューを見せると、スイトンというものを知りませんでした。スイ

トンというのは、ある部分食品の復刻版のようなもので、そういうことが商品化のヒントにな

りそうだと思いました。あとは、これは長芋を何％使っているものなのだろうかとか、無添加

とありますが、添加物というのはどんな保存料を入れていないのかを明らかにしたほうがメッ

セージとしては届きやすいと思います。 

［コメンテーター・渡辺氏］ 

 すでに開発されている「石炭クッキー」と物語的にどうつながるのかなぁというのが気にな

りました。黒いクッキーで奇をてらっていて面白いのですが、この「石炭クッキー」に馴染ん

だ「津鉄汁」とのつながりに何か物語があると、もっと面白いと思います。思いつきで申し訳

ないんですが、思い切って黒いスイトンのようなものを出すとか。せっかく津軽鉄道なので、

それに絡めていくと差別化がはっきりと出来ると感じ、やや辛めの採点をしました。 

［津軽］ 

「津鉄汁」の中に入っているシャモロックは、前に開発したトマトシチューと同じで津軽鉄

道沿線で育てられた肉だということで、店ではそう紹介しています。 

 

 

 

４ 津軽地域 弘前大学×でるそーれチーム『ゆめひみこ』 

 

［津軽・弘前大学 鈴木 美折氏］ 

青森県の弘前大学からきました。私たちの開発した商品は、「プロテオグリカン入り赤～いり

んごジュース・『ゆめひみこ』」です。この商品は、青森県五所川原市で育つ果肉までが赤いり



5 

んごがあって、その果汁 100％のジュースの中にプロテオグリカンという弘前大学で量産に成

功した肌がぷるぷるになる美肌作用のある美容成分を配合しています。赤いりんごというのは

普通のりんごと違い、味も酸っぱいので、トマトジュースやアセロラジュースなどに似ている

と言われます。 

この商品のターゲットは、綺麗になりたいと思っている、40 代から 50 代の女性です。成分

の効き目がある夜にこのジュースを飲んでもらい、綺麗になる夢を見て欲しいという私たちの

思いが詰まっています。これは１本 100 ミリリットル 350 円で販売する予定です。成分表示の

方がなかなか取れず、まだ発売はしていません。これからでるそーれに置かせてもらい発売す

る予定です。 

私たちは、この商品を作るために今年の５月から活動を開始して、ラベルを考えたり、赤～

いりんごの認知をふやすために地元の五所川原市の駅前で試飲会を行ったり、東京にある青森

のアンテナショップで試飲会をしてきました。私たちがこの商品を作る一番強い思いは、地元

の魅力をたくさんの人に知ってもらいたいということと、地元をもっと元気にしていきたいと

いう思いです。 

［コーディネーター］ 

みなさんは、産品開発や商品開発をよくされているのですか？ 

［津軽・弘前大学］ 

 私たちの大学にはいろいろなチームがあり、そのチームごとに地元の企業とタイアップして、

イベントを行ったり商品の販売促進運動を行なっています。私たちは、でるそーれとタイアッ

プしてこの商品開発を行いました。 

沖 ではコメントをください。 

［コメンテーター・渡辺氏］ 

 このひみこという名前は邪馬台国の卑弥呼から取ったのですか？ 

［津軽・弘前大学］ 

 そこからと、もうひとつは、私たち大学生５人で開発したのですが、そのメンバーひとりひ

とりの頭文字を取ってつけた名前です。 

［コメンテーター・渡辺氏］ 

 青森といえば三内丸山ですが、三内丸山で縄文人がりんごジュース持っていたら面白いなと

思いました。三内丸山の卑弥呼はなんて呼ばれていたのだろうかと調べてみると、名前として

は面白いと思います。 

あと、この手の商品はいっぱいあり、100CC で 350 円というのは 40 代、50 代の人は買う

だろうかという印象を持ったので、キツめの評価をしました。 

［コメンテーター・竹田氏］ 

商品性については渡辺さんと同じことを思いました。 

可能性を感じるのは、このりんごは特徴的なルックスのりんごで、そこをもう少し見せられ

るかなと思います。何か意味の分からない名前がついていると人は手を伸ばしにくい。プロテ

オグリカンとは何でしょうか、というのが気になりました。あとは、スペシャルなりんごで作

ったジュースで個性的な味となると、こういう形で売るということもありますが、飲食店で販

売するという可能性もあると思います。 
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５ 男鹿地域 子育てカフェ にこリーフ 『おがラシク』 

 

［男鹿・小玉 由紀氏］ 

秋田県の男鹿市から来ました子育てカフェ・にこリーフです。私たちは公民館などで子育て

カフェを開催しながら、子育てのかすがいを目的に活動しています。このたび、おがスイーツ

を作ったきっかけは、仲間の中で「男鹿には一年中美味しい食べ物があるけど、持ち帰るお土

産、特にお菓子がないよね」という話になり、メンバーにお菓子作りが得意な人がいたので、

そういった特技を活かしてチャレンジをしてみようということになりました。秋田県内から家

族連れで男鹿に来る人や、20 代から 40 代の女性をターゲットに作ってみようということにな

りました。 

私たちの思いとして一番大事にしたいのは、子供に安全で優しいお菓子づくりということで

す。手作りの優しさと安心感にこだわって、シンプルだけども素材を大切にし、そして男鹿の

四季を感じられる風景や文化、暮らしを感じられるような商品ということをコンセプトにしま

した。そして作ったのが、この「おがラシク～私たちが伝えたい男鹿らしさ、男鹿を味わうベ

ーグルラスク～」です。 

なぜベーグルかというと、ベーグルの形が丸くてかわいい、優しいこと。ベーグルの素材が

シンプルなこと。粉と水と塩と砂糖で、卵と油を使わない体に優しいことです。素材にしょっ

つるを使っています。海藻は男鹿産のアオサを使っていて、男鹿の塩、男鹿の米粉も使ってい

ます。このアオサを練り込んだベーグルラスクを薄くスライスして、にんにくをしょっつるに

漬け込んだしょっつるガーリックを付けて、丁寧に焼きあげました。見た目は素朴ですが、味

はアオサの爽やかさと、しょっつるガーリックの深い味わいが男鹿の青い豊かな海をイメージ

させます。パッケージはできるだけシンプルにエコにということで、このようになっています。

この稲わらは男鹿のなまはげからきています。大晦日になまはげの衣装から落ちたワラは縁起

がいいものとされていて、頭につけると風邪をひかない、賢くなると言われていています。そ

ういうことでお守りという形で丁寧に商品に巻きました。このシールは男鹿の鹿をイメージし

た、木のイメージで若くてぐんぐんと伸びていくようなイメージになっています。 

これ以外にも男鹿の黒い塩を使った黒の出羽のクッキーやベーグルを作ったり、緑の寒風山

のベーグルラスクを作りたいのですが、加工場などはまだないので、来年度からまず地元の海

鮮市場に出店することを予定しています。江戸時代の紀行家で伝統食や男鹿の四季を残した菅

江真澄という人の記録を頼りに、地元の人や市の関係者など地域とコラボレーションしながら、

男鹿らしさを私たちが伝えていけたらいいなと思っています。 

［コーディネーター］ 

 聞いたところによると、にこリーフの皆さんは他地域から戻ってきた方のママさんチームで

すか？ 

［男鹿］ 

はい、ほとんどの人が県外から移ってきて、自然と集まってきた人です。毎日、男鹿のよさ

を見直しながら生活して、男鹿を伝えたいという思いが強い仲間です。 

 

［コメンテーター・渡辺氏］ 

まず、商品名で“らしさ”と“ラスク”を掛けていますが、ラスクはラスクで一般的に認知
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されているので、「男鹿のラスク」とはっきりとうたった方がよいと思います。焼き甘納豆は私

には固いと感じました。高齢のお客さんには向かないかもと思います。 

今、若い人たちには、甘いというのと柔らかいというのが売れ筋です。その流れとは違うん

だと伝えるのであれば、それに見合った作り方をしたほうがよいと思い、厳しめの採点をしま

した。 

［コメンテーター・竹田氏］ 

今回の一連のラインナップの中で、一番ポイントが難しいなと思っていました。地域のエネ

ルギーが凝縮された商品だと思います。これがアイデア商品やキワモノに見えないような商品

の仕立てがどうやったらできるかというのがポイントだと思います。 

プレゼンを聞くと、いろいろなものが入っていて半島らしさを感じられます。食べてみると

独特の塩っけが感じられ、ちょっと堅いですが美味しいです。ただ、変に都会のエッセンスを

混ぜると、旅行者が行った時に手を伸ばしたい“郷土らしさ”、ピュアに感じられる商品が、な

にかアイデア商品に見えてしまいます。地域のエネルギーが詰まった商品だけに、誰がどんな

シーンでどんなふうに手に取ってもらいたいかというのをもう少し考えて、直球な仕立てにす

るといいと思います。 

［男鹿］ 

 加工場を作るところから検討していく必要がありますが、地域の人に食べてもらいながら思

案をしていけたらいいなと思っています。 

 

 

 

６ 紀伊地域 （有）野瀬商店 『飲む豆腐』 

 

［紀伊・野瀬 岩朗氏］ 

 三重県の紀伊半島つけ根の松阪市から来ました。松阪牛はご存知だと思いますが、そこで農

業をしています。 

何も地域ブランドがなく、10 年ほど前から何か地域ブランドを作りたいなということで、大

豆に目を付けました。三重県でも昔から食べられていた在来種の大豆が 13 種類ありました。

昔の人は美味しい大豆を作っていましたが、どれだけ美味しい大豆でも、お金にならないと生

産者は作れないという歪みがあることに気づき、どうしようかということで、自分たちの地域

で作ろうということになりました。今、一生懸命大豆づくりに励んでいます。 

この大豆は糖質が高い大豆です。食べた後に素材の味が口の中に広がります。日本にはこう

いう大豆も含めいろいろな種類の穀物があり、みなさんの地域にもたくさんあると思います。

この地域のこの大豆の流通の出口（売り先）をつくるために、いろいろな商品を開発しました。

そのひとつがこの豆乳です。８ヘクタールの農地に大豆を作付けをしています。20 ヘクタール

の農地を作って三重の地域の中で認めてもらえる存在になることを目標にして、地域づくりに

励んでいます。 

 この豆乳は、「飲む豆腐」というネーミングをつけました。現在販売をしています。飲んだ時

に豆乳ではなくて、豆腐を飲んでいるような食感です。一滴二滴醤油を入れるとまるで豆腐を

飲んでいるようだというお客の声をもらって、この飲む豆腐というネーミングにしました。ひ
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とつ 180 円で高いなと思われるかもしれませんが、ホットプレートで温めてもらうと湯葉が作

れます。豆乳自体の糖質が高く甘みがあります。これを京都で食べたら 1000 円はすると思い

ます。そういう食べ方もありますし、にがりと電子レンジで簡単に豆腐も作れます。豆乳とし

て飲んでもらってもいいし、湯葉や豆腐とすることで豆の味を簡単に味わって楽しむこともで

きます。濃い豆乳なので栄養価も高く、イソフラボンにより女性の人も綺麗になれるので、40

代から 50 代の人にも勧めています。 

［コーディネーター］ 

今日は野瀬商店としてプレゼンテーションをしてもらいましたが、地域でメイン展開してい

る、さいかいについて取組を聞かせてもらえますか。 

［紀伊］ 

地域の中で農業を会社をしていて、一村一集落という暮らしをしています。参考になればと

思いますが、農地が株になります。その農地を貸してもらい、そこから出た利益を株主に配当

して出すというシステムを作っています。農業で利益を出すということを一番基本に考えてい

て、地域の人が恩恵をもらっています。そのシステムづくりをやっています。 

［コメンテーター：曽山氏］ 

 糖度が 14 ということですが、12 度くらいのみかんが大変喜ばれていますし、飲んでみても

大変甘く感じました。素敵な商品だと感じます。 

特に湯葉の話がいいですね。往々にしてあるのは、利用シーンのところに書かれるのが健康

管理の時などで終わってしまうのですが、これを使ってどういうメニューが新たに作られるの

だろうかという発展性が大事です。湯葉が作れるというのは大変関心が高いと思います。 

栄養成分表示があって栄養価の高いということもよく分かりました。生産から加工までを一

貫してという話がここに書いてありますが、苦心をしているその過程のことも伝わるようなも

のがあるとさらによいと思います。パッケージも見た感じが素敵だと思います。 

［コメンテーター：渡辺氏］ 

私は農山村の振興をしていて、農業とタイアップして大豆の出口をとにかく作っています。

耕作放棄地にどんどん大豆を作っていくために、こういったものがどんどんと出てくると大変

嬉しいと思っています。豆乳自身は新しいような古いようなもので、なかなか定着しにくいで

すが、これは大豆の独特の癖がなくエクセレントな感じがしました。私も勉強させてもらえた

らと思います。 

 

 

 

７ 薩摩地域 南さつまにかもん協議会 『笠沙のしおっ』 

 

［薩摩地域・松山 進氏］ 

九州の薩摩半島の南西の端っこのほうに、野間半島という小さい半島があります。今日はそ

こから、「南さつま・にかもん協議会」として来ました。“にかもん”というのは、鹿児島弁で

新しいものという意味です。それと、南さつまに来てくださいということでカモンとを掛けた

ダジャレの協議会です。 

塩を作っているのは、ジョイ・クラフトという会社ですが、実際は私一人で作っています。
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今日は南さつま市の野菜も持って来ました。私は 45 歳の時に、京都から南さつまの端っこに I

ターンで移住しました。仕事が何かあるだろうと思って行ったら何もなくて、じゃあ自分で塩

をつくってみようと塩づくりを始めて、塩づくりにはまりました。今は趣味なのか仕事なのか

分からないくらいでやっています。生産量が限られてしまうので、どうせ量産できないのであ

ればとことんこだわってやろうと思い、かなり手間を掛けて作っています。塩分濃度が 84％く

らいで他の塩と比べるとかなり低くなっています。特徴がないとか頼りないとか言う人もいま

すが、その分他のミネラル分が多く、ラベルには表示してありませんが、カリウムも多くて高

血圧の人でも優しい塩になっています。 

塩はどこにでもあるような商品ですが、手間を掛けることにより味が変わっていく商品なの

で、それを持続させていくことが難しい商品です。このネーミングに小さい「っ」が付いてい

るのは、鹿児島弁の会話にはちいさい「っ」が沢山入っているので、そこで鹿児島を表現して

みました。ヤフーで検索しても、小さい「っ」がないと出てこないので、検索するときはちい

さい「っ」を付けてください。 

［コーディネーター］ 

ちなみに小さい「っ」の付いたしおっの発音はどうやるのか、してもらえますか。 

［薩摩］ 

私も元々関西人なので、現地の人のようにはなかなか出来ませんが、聞こえ方は「しぉっ」

っていう感じです。「しぉっ」とすると分からなくなるので、「しおっ」と書きました。女子高

生などはちいさい「っ」がかわいいと言ってくれる人もいます。外のマーケットで販売もして

いますので、なぜ京都から鹿児島に来たのか大人の事情も聞いてくれればお答えしたいと思い

ます。 

［コメンテーター：曽山氏］ 

 100 グラム 350 円ですので、マーケット的にも妥当だと思います。資料によると釜焚き製法

ということですが、ラベルを見るとじっくり丁寧に作りましたと書いてあります。海水を濃縮

している様子や結晶化させるために天日干しなどをしているのでしょうから、そういうことが

写真でもイラストでもいいので１つ入っていると、それが分かってよいと思います。そうすれ

ば、１本から 25 キログラムという釜焚き製法で苦心してこの綺麗な結晶を作っている価値が

分かって、さらによいと思います。 

たしかに塩はたくさん扱っていて、ネーミングで鹿児島の笠沙の塩と書いてありますが、お

客さんに反応がいいのは、例えば“輪島沖 50 キロメートルの何とかの島の塩”のような名前

です。いながらに旅が膨らむような名前をつけると、もっと楽しくてよいと思います。 

［コメンテーター：竹田氏］ 

日本全国からいろいろなものを持ち込んでもらうのですが、記事にしたい取り上げたいと思

うものがなくて苦慮することがあります。取り扱いが難しいのは、お寺のお祭りとそばです。

これは日本全国どこにでもあるので、なかなか差別化が難しく困っています。 

同じように、塩は全国どこでも取れるので、ショルダーネームが大切になります。飲食店の

場合、お店の名前をいくら宣伝しても売れません。何のお店なのか、何が美味しいお店なのか、

どういう特徴のあるお店なのかのショルダーネームが大事です。塩自体はいいものなので、こ

の塩が他と比べて何が違うのか、どんな個性があるのかを調べると差別化ができる商品になる

と思います。 
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［コーディネーター］ 

 パッケージがシャイなので、もう少しベラベラと熱弁すると、ポイントも変わるのかもしれ

ませんね。ありがとうございました。 

 

 

 

８ 伊豆中南部地域 大地讃頌山本フードセンター・イズシカファンクラブ 

『イズシカ肉』 

 

［伊豆中南部・山本 博之氏］ 

伊豆市は、特産品としてわさびやしいたけが有名です。伊豆地域全体ということでは、海産

物が特産品です、ただ、全国どこでもそうですが、伊豆ではシカが増えすぎて山や田畑が荒れ

ていっています。駆除のためにシカを捕獲するのですが、シカ肉の処理に困ってしまい、今年

の４月に行政がシカ肉の加工センターをつくりました。私たちはそこでできた商品をいかに販

売していこうかということで、伊豆らしさを出して「イズシカ」という名前をつけました。 

今日は、低温調理をして焦げ目をつけたシカ肉を持って来ました。今の段階では、真空パッ

クで冷凍しています。伊豆市に来る観光客のお土産の需要を狙いたいと思いましたが、冷凍だ

と持ち帰りや郵送に手間がかかるということで、手軽に持って帰ってもらえるように常温のお

土産を作ることにしました。先週できあがったばかりなのですが、イズシカのしぐれ煮と、伊

豆鹿肉味噌を作りあげました。私の商売は八百屋で、この分野のことは勝手が分からないので

すが、隊長ということで私が商品を開発しました。 

しぐれ煮は食べやすくご飯にもお酒にもいけるように、肉味噌のほうはちょっと味付けが濃

くて、単品でも食べられますが、何かと合わせてもらうことを目標にしました。実験段階です

が、煮込みうどんに入れると美味しかったですし、ご飯やおにぎりにもあいます。 

出来上がって１週間なので、商品の反応はまだありませんが、今はお土産の市場を狙ってい

て、観光客は年配の女性が多いので、そこをターゲットにしています。シカ肉はカロリーが低

く、高タンパクで鉄分が豊富です。この３つをあげて女性向けの食べ物としてどうアピールし

ていこうかと考えています。加工品だと塩分が強すぎたりカロリーが高くなったりするので悩

んでいて、何かアイデアをもらえたらと思い、今日はやって来ました。 

伊豆にはしいたけや軍鶏がありますが、いずれは鹿が荒らしていたわさび田のわさびとセッ

トにしていきたいと思っています。 

［コーディネーター］ 

これは今日は販売しているのですか？ 

［伊豆］ 

しぐれ煮と肉味噌の試食と販売をしています。肉ももってきました。みなさんのイメージだ

と、シカ肉は堅くて臭いが強いと思われています。私も臭いを消すことなどで３年ほど研究し

ていましたが、実際の加工センターの肉は柔らかくて臭いもしません。なぜかというと、捕獲

してからチルド室で４日から１週間くらい肉を吊り下げて熟成させるので、タンパク質が合成

されて美味しいお肉になります。野菜鍋にしても食べられます。鹿肉を知ってる人は野菜鍋に

するとまずくて臭いがきつくて食べられないと言いますけど、この肉はできます。そこも PR
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していきたいと思います。 

［コメンテーター：曽山氏］ 

 たいへん柔らかくて見た目もいいと思います。味噌というのは日本国中、いちばん個性の出

ている食材です。肉味噌も美味しいのですが、さっき言っていたわさびやしいたけなどと組み

合わせて売り出して行くことは、さらに個性の出る大切な要素だと感じました。 

鹿の栄養成分の話がありましたが、特に、鉄分豊富とかカロリーが低いといった栄養成分を

しっかりと表示していることは大事だと思いました。肉味噌をご飯やおつまみにということで

したが、珍味として売るという方法は多くて、珍味は少量でしか食べません。例えば、肉味噌

をピザの上にのせて焼くとどうなるかとか、新しいメニュー開発をして、たくさん食べてもら

うような商品開発につながるような視点が大事で、この味ならそんなこともできると思います。 

［コメンテーター：竹田氏］ 

 地域のストーリーとどうつなげていくか、地域の食材をどう見せていくかというのが今日の

ポイントになると思っています。鹿肉に抵抗感がある消費者もいるかもしれませんが、お土産

としての販売だけでなく、旅館と組んでみたらどうかと思いました。旅館では、付け出しに変

な練り物などを出してきたりします。そういう１品として、このしぐれ煮などをちょっと食べ

てもらい、中居さんに伊豆の鹿を使ったおすすめとして紹介してもらうとか、伊豆の食文化と

して根づかせていくといった地域の連携のしくみを考えていくと、もっと可能性があると感じ

ました。 

 

玉沖 ありがとうございました。 

では、（採点の結果）優勝した紀伊半島の野瀬商店の半島のお宝で賞の表彰と、国土交通省半

島振興室室長からのコメントです。 

［半島振興室長・小山 陽一郎］ 

みなさん、遠路はるばるここで発表していただきありがとうございました。辛い採点をつけ

た審査員もいましたが、皆さんに期待をしていてのことだと思います。これからのますますの

ご活躍を楽しみにしています。 

［紀伊・野瀬氏］ 

 私は、紀伊半島の中でこれからも地域の物産を農業として育てていき、これからも地域が活

性化するように頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［コーディネーター］ 

 私の独断で決める「半島らしさを期待しま賞」は、下北半島のあおぞら組です。ここは町お

こしのいろいろな賞を受賞していて、地域振興でも有名です。 
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［下北・間山氏］ 

 ありがとうございます。私たちは下北半島の町おこしゲリラということで、津軽海峡フェリ

ーが函館から大間に来る時や大間から函館に行く時に、大漁旗を振って観光客を出迎えたり見

送ったりしています。「よぐ来たのー」「ではまたのーっ」という感じです。実は毎日やってい

る訳ではないので、下北に来る際はお声を掛けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コメンテーターから全体講評 

［コーディネーター］ 

 ではここで、それぞれの分野のプロフェッショナルの審査員から、商品やプレゼンテーショ

ンの感想をもらいたいと思います。具体的な名前を上げてもらっても結構です。 

［コメンテーター：渡辺氏］ 

私が一番辛口の評価をしていたのではないかと思います。 

今はモノが余っている時代です。モノ余り時代に魅力的な商品をどう作るか。生産者のメッ

セージ、情報をどうパッケージに表すか。この水とこの水とこの水、どれを買うかとなった時、

私にとってこの水はどういう意味を持つのかという選択のメッセージが書かれていると、どう

せ買うならこれを買おうという選択的な消費が行われます。 

これは情報を買っているわけで、メッセージをいかに強力なものにするか。何々の塩、何々

の鹿肉という、“何々の”というのが選択のポイントになります。それで食べてみて美味しけれ

ば、次にネットで買ってみようということにつながります。 初のこれを買うかという新商品

を売り出す戦略では、何か珍しい、面白そう、ひとつ食べてみようかな、というメッセージが

必要になります。 

そのためには、例えば醤油でも買いやすい値段にして、美味しければ２本目はもう少し大き

いのを買おうということになります。 初から大きなものにすると、まずいと損するなという

引く気持ちが出来てしまいます。塩なら 初に買いやすい 20 グラムや 30 グラムといった値段

や分量にして、意外にこの塩がいいねとなると、次に 50 グラムとかを買おうとなります。そ

のような捉え方が必要です。モノ余り時代の売り方とは、メッセージをいかにパッケージに表

すかということが必要です。 

［コメンテーター：曽山氏］ 

その土地では当たり前なのでしょうが、都市にいると入ってこない新鮮なものがいくつかあ

ったと思います。例えば、長芋はさらっとした長芋で、長芋なので食物繊維も多く、お腹に良

いといったいろいろな要素がありました。鹿肉はスライスしたものも美味しかったです。し、

和歌山のみかんジュースの作り方では、まるごとジュースにしているのではなく、皮をむいて
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一手間加えてみかんジュースにしたものがえぐ味がなくて美味しかったです。地域に行けば当

たり前のことだそうですが、そんなことが新鮮な驚きになります。そういう気付かない強みが、

あちこちに出ていたと思います。 

 スイトンについてですが、今いろいろな場面で“復刻”というキーワードでやっているもの

があります。プロ野球でも昔のユニフォームで出てきたりして、そこに馴染みや歴史、絆を感

じるということがあります。商品にマッチすれば、ラベルを作る時にそういう復刻的な意味合

いを持たせるとよいと思います。具体的なものだと、高島屋東京店という重要文化財になって

いる古い建物があって、その地下にお好み食堂という大きな食堂があり、そこで売っていたカ

レーがありました。そのカレーライスを復刻版としてレトルトで作りました。500 円という安

くない値段で、肉もたいして入ってないのですが、それを当時のパッケージにすると大変売れ

たというものもあります。今日拝見した中でも、ご自身気づかない強みがあちこちで出ている

気がしました。大切にして育てられると、よいものになると感じました。 

［コメンテーター：竹田氏］ 

「半島のお宝」ということですが、お宝がたくさんあってどれもよいものだと思いました。

ここから先は、いかに消費者目線でチューニングをしていくかです。地域にいると、実際に来

た人の意見は聞くことができますが、これから来るかもしれない意見はなかなか聞くことがで

きません。ですから、消費者目線でどうチューニングしていくかがポイントになりますし、外

部の意見をうまく取り込むことで商品をリファインしていくことが大事だろうと思います。 

その時のポイントが２つあります。１つは、名前が読めること。中学生でも読めることが結

構大事なことです。皆生温泉とか特殊なのは読めなくても当然かなと思うのですが、いまどき

な若い子は意外と読めません。鬼怒川温泉とか修善寺とか、このような温泉地でも読めません。

読めないイコール記憶には残りません。私は旅館や飲食店の PR の仕事をしますが、読めない

温泉旅館や店名は競争に負けることが多いようです。 

ポイントの２つめ。先ほどの話にもありましたが、一言で機能が分かるというのは大事です。

お店の看板で、お店の名前はでっかく書いてあるのに、何屋さんかよく分からないというのが

あります。旅行の商品について、これからターゲットを設定して、どんな旅行で、どんな気持

ち、どんな場面で使ってもらうか、これらをヒントにさらに磨いてもらうといいものができる

と思います。 

［コーディネーター］ 

コメンテーターの皆さんから、全体を振り返って印象や感想をいただきました。 

 

 

■ものをつくる・売るヒント 

［コーディネーター］ 

ここからは、さらに今後半島の人たちが資源を磨いたり、ものづくりをしていく時のために、

突っ込んだ指導をもらいたいと思います。 

［コメンテーター：曽山氏］ 

 先ほど話したことと被るかもしれませんが、今日拝見して申し上げたいことが２つあります。 

１つは利用のシーンのことです。家族団欒というシーンだけでなく、そこからどういう展開

ができるのかということが、食材としては大事なことです。静岡の熱海に干物店があって、そ
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こでイセエビの干物を売っています。１万円の干物ですが、お客さんへのオススメで、身はソ

テーにしたり、味噌は生クリームなどと和えてソテーにしたりという提案を一緒にしています。

そうして１万円のイセエビの干物をたくさんではないですが売っていて、お客さんへの新鮮な

提案になっています。そのような展開をさらに踏み込んで考えて売ることが、大切だというの

が１点目です。 

 ２点目は、日本全国いろいろな半島から出てきたわりには、季節感は出ていただろうかとい

う気がしました。“この季節だけの何々半島の恵み”というのものは、どれほど出ていたのだろ

うかと感じました。京都に千枚漬けのお店がありますが、そこは 11 月から２月にだけ採れる

かぶらを使い、その時期だけ漬け込んでお正月に売るという売り方をしています。定着してし

っかりとしたものになっています。せっかくの半島なので、そのような季節感を大切にされる

とよいと思いました。 

千枚漬けやイセエビの干物の綺麗なコピーは当社のカタログに載っているので、何か参考に

なれば見てもらえたらと思います。 

［コメンテーター：竹田氏］ 

 食というのは、よそで食べる、行って食べる、取り寄せて食べるという３つがあり、この３

つが関連がありそうだという話を 近しています。インターネットを使うと、チャンスが作れ

るのだろうなという気がしています。例えば、九州に地頭鶏という地鶏がいて、地頭鶏向けの

柚子胡椒があります。柚子胡椒は単品では売れませんが、地鶏と一緒にすると売れます。イン

ターネット上で、ちょっと物知りの人がつぶやくとフォローが出てきたりという反応が出るの

で、塩の販売でもそのようなインターネットの使い方をしてもらえたらと思います。 

［コメンテーター：渡辺氏］ 

 今回は、10 点満点の評価のうち５点が半島らしさ、５点が市場可能性という課題が出されま

した。なぜ半島らしさで、なぜ市場可能性なのかというと、この２つを足し上げた先に、みな

さんの作った商品が“半島の自立”にどうつながっていくのか、ということです。私の採点が

辛めだったのは、その商品が“自立”ということに対して意識・配慮しているだろうか、とい

う問題提起です。 

これからの半島が活性化していくためには何が必要かと考えた時、首都圏の市場にどう出て

いくかというのは目に見えて分かりやすいテーマですが、同時に、首都圏の市場というのは非

常に厳しい市場です。素人の人が商品に差別化をして市場に出て行って、業者の人からみて美

味しいものであれば、時々は取り上げられますが、それは流行の通過点ですぐにしおれてしま

います。取り上げられれば１週間は売れるけども、その後はばっさりです。そういうものを狙

うのか。そういうものを狙った時に半島は自立できるのだろうかと考えると、違うだろうと思

います。もっと地元に合った、地元の人が日々の生活の中で、日常の食生活の中でみなさんが

作ったもの、例えば大間の人ならこれぞ下北の食だというものでなくてはならない。自分たち

は自分たちでやっていこうというのが、23 の半島の個性ある食だと思います。これをかたくな

に守る。 

地域の活性化というのは、なるべく外にお金が出て行かないようにすること。外からお金を

引っ張ってくることを考える。外に出ていかないようにすればどうすればいいか。もっと地産

地消を進める。例えば、でる・そーれさんの津鉄汁にしても、半年持つのであれば各家庭へ万

が一の防災用品として半年置くことにする。半年後には食べて、また半年分の新しいものを置
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くことにする。それを地産地消でする。塩でも健康によい塩なら、病院食に使えないだろうか。

あるいは介護用品として使えないだろうか。まだまだ地元の足元需要というのはあると思いま

す。 

そういったものをマメにやっていくと、必ず中央の企業が本物に目をつけます。本物とは何

かというと、地域の人の嘘偽りのない食生活の中で培われた信用性のある唯一のものです。メ

ッセージで物を売ろうとしても、今は誰も信用しません。本物とは何かと聞くと偽物じゃない

ものと答え、偽物とは何かと聞くと本物じゃないものと答える。こんな話ではなく、自分たち

が自分たちの地で自分たちの足で、これぞ本物だというものを作る。そんな思いを込めて、自

立につながるということを今回のテーマとして、みなさんの商品コンセプトや販売戦略の中に

取り入れてもらって、扱ってもらいたいと思います。 

［コーディネーター］ 

ありがとうございました。ここで、本物の半島の新たな宝を作る、今ある宝をより磨くとい

うことを、一緒に考えていきたいと思います。 

まず、すべての商品が、みなさんの地域の歴史や文化との融合をリンクさせていて、聞いて

いて元気になる話でした。私は1995年くらいから４年間ほどかけて23の半島に行きましたが、

その頃は現地調査やヒアリングにいくと年配の方が活躍していたような気がします。今日はま

ったくのニューフェイスのみなさんや学生さん、多様な方が参加していて、そのような人が年々

増えているというのが嬉しく思いました。 

 まとめとして３つ挙げたいと思います。 

まずは、みなさんの商品やプレゼンテーションが《地元愛》を感じさせるもので、情熱が素

晴らしかったと思います。その情熱に昨日からのキーワードになっている《自立》ということ

を合わせて、現実的な一歩やさらに磨くということに活かしてもらいたいと感じました。 

 ２つめは、私は普段は商品開発の仕事をしていて、観光商品や食べ物の産品開発などに携わ

っていますが、今回審査員からも度々出ていた言葉として、《ターゲット》をもう一度改めて考

えていきたいと思います。誰々に来てもらいたい、誰々に買ってもらいたい、という言葉を聞

いても、それが商品を作るところにちゃんと軸が立っていたかというと、まだまだもう一歩だ

ったかなと感じました。 

私は商品を作る時に、まずはこの５つだけを頭に描いてから作ってくださいとお願いしてい

ます。「どうして、いつ、どこ、だれ、どう」と暗号のように一息で覚えてくださいとお願いし

ています。順に説明すると、「どうして」というのは、どうしてこの商品を作りたいと思ったの

か、それが説明できるか、言葉に表せるか。「いつ」とは、これはいつ採れたもので、いつ買っ

てもらえたらいいか、いつ食べてもらいたいか、いつ来てもらいたいか、という時期の問題で

す。「どこ」とは、どこで販売したいのか、どこに住んでいる人に来てもらいたいのか、という

どこです。「だれ」とは、まさにターゲットのことで、誰にきてもらいたいのか、誰に買っても

らいたいのかです。 後の「どう」とは、どう楽しんでもらいたいのか、どんなふうに調理す

ればおいしいのか、というどうです。これをいつも「どうして、いつ、どこ、だれ、どう」の

５つが決まってから試作に入ってくださいと言っています。そうすると軸がブレません。そし

て試行錯誤をしているときにも、ちゃんと根っこがあって試行錯誤をすればするほど商品が磨

かれていくという話をしています。 

 後の３つめは《パッケージ》です。パッケージの話をすると、デザインを凝らないといけ
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ないとか、どんな絵を描こうとか、どんなロゴマークをつけようか、という目に見えるデザイ

ンにいってしまいますが、それよりもまず組み立てなければいけないことは、説明する言葉を

編集することです。いっぱい言いたいことがある。例えば「笠沙のしおっ」を例にとると、言

いたいことはこのパッケージに書ける２面のところよりも 10 倍くらいのことがあると思いま

す。では一番メインに言いたいことは何か、二番目に言いたいことは何か。 低限表示しなけ

ればいけないこともあるので、膨大にある言いたいことを縮めて縮めて商品の説明を作ってい

きます。これを私たちは“編集する”という言い方をしています。このパッケージのところも、

まずデザインよりもマークよりもイラストよりも言葉の編集をして、その言葉の編集も持って

デザイナーにお願いするというのが、一番満足の得られる順番だと思います。 

観光商品も同じです。今回の「期待しま賞」の『14 歳の挑戦』も、こういったチラシやネッ

トで商品を説明することになると思いますが、ここにも 低書かなければいけない料金のこと

や申し込み方法のことがあり、本当に伝えたい商品のことはこの10倍くらいあると思います。

それを削って削って縮めてこういう形に作るという言葉の編集の作業があります。観光商品も

産品開発も同じことです。パッケージをみなさんで注意したいねということを共有したいと思

いました。 

 今日、出品やプレゼンテーションをされたみなさんお疲れ様でした。受賞された２つの半島

のみなさん、お疲れ様でした。半島関係者の半島人のみなさんは、今日は沢山の知恵を授かり

ました。これからも邁進していきたいと思います。半島外に住んでいる半島外人のみなさん、

ぜひ今後も半島人を応援してもらいたいと思います。これで「半島印のお宝鑑定団」を終了し

ます。ありがとうございました。 

 

 


