
６次産業化に取り組んでいる
事業者に向けたノウハウ

６次産業化商品
ブラッシュアップ
虎の巻

「商品は育てるもの、常に進化を考える！」

作った商品が想定よりも売れないとき、どのように

して商品を見直せば良いか？

「より売れる商品にするためのポイント」、

「商品を磨き上げるためのポイント」を紹介します。



経営戦略

経営資源 現在の経営資源・競争環境の把握

カネづくり

組織づくり

顧客づくり

ビジョン・中期経営目標・長期経営目標

事業戦略 事業戦略の策定と具体的計画の作成、エビデンスの準備

それぞれに戦略と戦術が存在する

モノづくり

本資料の目的と背景

６次産業化の目的を明確化しよう

　６次産業化は、一度商品を作ればそこで終わりではありません。どのような商品でも、たとえ売
れている商品であっても、時代の変化や顧客のニーズに合わせて常に見直していく必要があります。
定番商品であっても、常に見直しの視点を持ち続ける必要があるのです。実際に数百年の歴史が
ある老舗菓子店でも常に既存商品の見直しと新商品開発を行っています。
　６次産業化をビジネスとして継続していくためには、常に商品の見直しを検討していくことが求
められます。本資料では、宮城県が実施した「平成30年度地域でつくる！６次産業化『絶品』創出事業」
を通して得られた知見をもとに、「商品の見直しを行うポイント」をお伝えします。

　６次産業化を行う上で最も重要なことのひとつが、目的を明確にすることです。商品の見直しに
も、６次産業化の目的は深くかかわってきます。例えば、自社の農産物を売るために顧客の幅を
広げることを目的とした場合、ギフトやお土産に使われる商品（容量、パッケージ等）にすること
も手法として考えられます。６次産業化はあくまでも経営目標を達成するための手段であり、目的
ではないことを理解しておくことが重要です。

６次産業化する理由は何か？　⇒目的によってアプローチが異なる

◆ 作物が出来ない間の商売なのか？

◆ 余った農産物や規格外農産物を販売するためなのか？

◆ ６次産業化で付加価値を高め、利益率を向上させるためなのか？

◆ １次産品の販路拡大のための施策の一つなのか？

◆ 輸出によって海外市場を開拓するためなのか？

　新しく商品を企画する場合は、一般的に以下のようなプロセスとなります。

①市場の分析、顧客の分析
　今の世の中のトレンド、消費者の状況、競合する商品の分析を行います。
②マーケティング戦略（STP）を決定
　どのような顧客をターゲットにして、どのように商品を差別化するかを考えます。
③マーケティング戦術の決定（マーケティングの４P)
　どのような商品（Product）にするか、いくらで販売するか（Price）、どこで販売するか（Place)、
　どういった広告宣伝（Promotion）を行うかを決定します。

商品見直しの考え方

　新しく商品を開発する場合は、このプロセスを①から順番に③まで実施していくことが基本と
なりますが、商品を見直す場合は③から始め、プロセスをさかのぼります。市場分析が間違って
いない状況で、ターゲットをしっかり設定し、差別化のポイントをおさえていれば、販売が不調で
ある原因は戦術（４P）にあり、①や②を見直す必要がないこともあるからです。例えば、高齢者
をターゲットにしているにも関わらず、大容量で販売している商品などがこれに該当します。この
場合は４P の中の Product（製品・商品施策）を容量視点で見直すことが重要です。
　コストをおさえて商品を改善するためにも、まずはマーケティングの４P から見直すことが重要
です。

（容量、食味、デザインを含む）

（４P）
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500g 1000円

200g 400円

198g 396円

量目は価格を形成

量目と商品形態の見直し

（例）たくあん

1本売り

小分け×３

薄切り×〇枚（平ﾊﾟｯｸ）(平パック)

　６次産業化により作った商品を見直す場合の視点として「量目」と「商品形態」が挙げられます。
世帯人数が減少し、高齢化が進むなか、１世帯あたりの食品の消費量は減少しています。そのため、
「１～２人で食べ切りできるサイズ」という視点で量目を見直すことが有効です。
　また、量目は価格を形成する一要素でもあります。「500g で 1,000 円の商品」も、量目を減ら
せば同じ単価（２円 /g）で、「198g で 396 円の商品」になります。お試し買いを促したい場合や、
消費期限が短い商品などは、このように、食べきりやすい量と試し買いしやすい価格を設定するこ
とも効果的です。量目と価格の調整で「試し買いを促す商品」、「リピーター向けの大容量商品」
などのラインナップも構築できます。

　さらに同じ容量を販売する場合でも、販売の形態を見直すことも重要です。「500g の商品を
1 個 500g で販売する」、「100g を 5 個セットにして 500g として販売する」、「25g を 20 個セット
にして 500g として販売する」かでは、対象となる顧客層が異なったり、商品の見え方が変わった
りします。
　現在では、豆腐なども大きな１丁ではなく、同じ量でも小分けして４個セットなどにした商品が
人気です。世帯人数の減少などに対応する手法として、容量を単純に減らすのではなく、小分けし
て複数セットで販売するような検討も行う必要があります。
　また、商品によってはスライスするなどしてパッケージを大きく見せることや、あえてカットせず、
商品を丸ごと見せて顧客にインパクトを与えることが可能です。例えば、生ハムはスライスして商
品パッケージを大きく見せることも、スライスせずに「カタマリ」で商品化してインパクトのある商
品に仕上げることも、どちらも可能です。なお、見直しの際にはカットや包装の工程数も踏まえて
検討する必要があります。

1,000円

商品の消費・利用シーン・使い方の検討
　商品を見直す視点として、「商品が消費・利用されるシーン」や、「商品の使い方」に注目する
ことも重要です。例えば、果物でジャムを作った場合に、それをジャムとするのか、フルーツソース
とするのか、ヨーグルトソースとするのかなど、どのように使っていただきたいかにより異なります。
　この「誰が、いつ、どのようなシーンで購入・消費するのか？」という捉え方は、顧客のニーズ
に深く結びついており、それによって商品の在り方を変える必要があります。土産物と自家用では、
当然パッケージや量目が変わりますし、土産物も手みやげ（地元の商品を地域外に持っていく場合）
と旅行みやげ（旅行先から地元に持って帰る場合）では、価格やパッケージが変わります。自家
用でも、「いつ食べるのか」など、目的によって求められる商品形態が異なります。

　また、同じ自家用であっても、誕生日や年末年始といったイベント（紋日）のような「ハレの日」
といわゆる「ケの日（日常）」では求められる商品が異なります。お土産用でも、親しい人向けに
購入する場合と、職場やコミュニティ向けの大多数に向けて購入する場合では求められる量目や
商品の特徴が変わります。具体的な利用シーンを想像することが重要です。利用シーンを想像す
ることで、販売するチャネル（店舗）や価格、商品の訴求ポイントが明確になるのです。
　利用シーンや使い方に合わせて商品を見直す場合には、既存の商品を変更するだけではなく、
ラインナップを拡大する（バリエーションを拡大する）ことも視野に入れる必要があります。商品
が１種類のみのデメリットとして「販売できる季節が限定される」、「量が確保できない」、「小売
の棚の占有率を上げられない」、「消費者の選択肢が少ない」といったことが挙げられますが、複
数のバリエーションを持つことで、それを克服できる可能性があります。

　商品のバリエーションを拡大する方法としては、
・「容量が異なる商品の展開」
・「味（フレーバー）が異なる商品の展開」
・「季節限定商品の展開」
・「自家用とお土産用の同時展開」
などが挙げられます。「顧客の食べるシーン」、「使うシー
ン」、「購入するシーン」をイメージしながらバリエーショ
ンを検討する必要があります。なお、バリエーション拡
大にあたっては、生産コストに注意する必要があります。

A味

B味 C味 D味
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ターゲットとする顧客・消費者の変更

　　　　　　　　　＜代表的なセグメンテーションの切り口（視点）＞
①地理的視点：地域、都市規模、人口密度、昼夜間人口比率、気候、文化など
②人口視点　：年齢、性別、家族構成、人生のステージ、職業　など
③生き方視点：ライフスタイル、パーソナリティ　など
④行動視点　：商品の購買経験、購買頻度、地域への訪問経験、旅行経験、喫食経験など

　抜本的に商品を見直したい場合や、既存の商品と大きく異なる新商品を考えたい場合は、ター
ゲットとする顧客から見直す必要があります。マーケティング戦略は、「Segmentation、Targeting、
Positioning」の頭文字をとって STP と呼ばれますが、これは「Segmentation＝顧客をグループ
分けする」、「Targeting＝どの顧客グループを狙うかを決める」、「Positioning＝自社商品の特徴
を明確化する」ということです。抜本的に商品を見直す場合は、この STP から検討し直す必要が
あるのです。

　セグメンテーション（Segmentation）は、顧客をその特徴によってグループ分けすることです。
世の中は「様々な特徴を持った人々の集合」です。その中から、共通する特徴に合わせてグルー
プを分ける必要があります。グループを分けるための特徴は、商品の特性などで変わります。
例えば、「子供のおやつ」といった商品の場合、親の年齢や性別よりも、子供の年齢や性別でグルー
プ分けする必要があります。このグループを「セグメント」と呼びます。セグメント分けを行うた
めの代表的な視点（共通する特徴を見る視点）を以下に示します。

　ターゲティング（Targeting）は、分けた顧客グループ（セグメント）のうち、どのセグメントを
対象にするのかを決めることです。ひとつのセグメントだけを対象として商品を見直しても良いで
すし、複数のセグメントを狙って、セグメントごとに商品を展開することも可能です。例えば、「子
供のおやつ」といった商品の場合、３～５歳といった未就学児（とその親）のみを対象に商品を
考えることも、その商品とは別に、６歳～ 12 歳の小学校の子ども達が自分で購入する商品を新た
に考えることも、どちらも可能です。ターゲットとする顧客に合わせてバリエーションを拡大するこ
とも視野に入れることができます。

商品の位置づけ（差別化ポイント）の変更
　マーケティング戦略（STP）の Positioning（ポジショニング）は、「商品のユニークさ」、つまり「差
別化のポイント」を検討することです。６次産業化により作った商品が売れない、あるいは売れな
くなってきたといった時には、ターゲットとする顧客に対して、他の商品との差別化がしっかりでき
ているのかを確認し、できていない場合には、差別化のポイントを明確にする必要があります。
　他の産地の商品、他の商品との違いを顧客に伝えることができなければ、他の商品と同じだと
顧客に思われてしまい、低価格競争に巻き込まれる可能性があります。例えば、「イチゴのジャム」
を作った場合、「他の産地のイチゴジャム」、「スーパーで販売しているストロベリージャム」との
違いを明確にする（差別化する）必要があります。
　商品を見直すポイントとして、差別化のポイントが間違っていないかを確認し、その差別化が「伝
わりにくい」、「分かりにくい」、「差別化が弱い」場合は変更することが重要です。以下に差別化を
考える上での視点を示します。

■商品の基本機能で差別化する
「他に無い商品」、「珍しい味付け」など、「これだけ」になっていれば差別化されている。

■原材料についての拘り（コダワリ）、良さによる差別化
6 次産業化商品の良さでもある原材料に注目し、原材料による差別化を徹底する。

■ストーリー作り①：苦労を語る
「製法による差別化」、「生産における工夫」など、原材料や加工における苦労をストーリー
にして差別化を行う。

■ストーリー作り②：文化的背景、歴史的背景、地理的背景を語る
　商品や原材料の由来や歴史などで差別化を行う（多くのお土産品はこちらに該当する）。

■消費トレンドに合わせることで差別化を行う
現在の消費トレンドに合わせることで差別化を行う。例えば、「健康訴求」や「小容量化」、
「体験型にする」など。

■冠（カンムリ）で差別化を行う
「日本初」、「世界初」、「日本一」、「世界一」などを謳うことができれば強い差別化になる。
「テレビ放送の実績」や、「コンクールの受賞歴」、「直売所での販売実績」などでも良いが、
「人気であること」、「実績」を目に見える形（＝カンムリ）でアピールする。

＜差別化の視点＞
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本資料は、宮城県が実施した「平成 30 年度地域で作る！６次産業化『絶品』創出事業」に

おいて事業者の方々にお伝えした商品ブラッシュアップのためのノウハウなどを改めて整理し

たものです。宮城県内で６次産業化に取り組んでいる多くの事業者の方々に活用いただくこ

とを目的に作成しました。
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