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企業の概要～企業について～

〈根本商店〉

・千葉県銚子市

・明治30年創業（現在５代目）

・家族経営

・従業員数9人(社員3人、パート6人）

・手作業が中心

・お米文化拡大への活動
↑様々なせんべいの型と根本社長
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企業の概要～企業の魅力～

・米文化の発信

・老舗のブランド→煎餅業界における信用

・根本社長の情熱🔥
→インスタグラムの投稿が工夫次第では伸びそう

→日々改善のために頭を悩ませ工夫している

→人脈が強い

→想いがアツい
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企業の概要～事業内容～

• 煎餅生地の販売

• かんたん手焼きせんべいの素

→おみやげグランプリ2018

クールジャパン賞受賞

• コメの実

→2018年11月販売開始、

現在は銚子市内、ネットでの販売

↑「犬吠埼テラステラス」内のショップ
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企業の概要
～コメの実～

・通常価格 698円（税込）

・レンジで１分

・アレンジが魅力の「食材」

・国産米100％、無添加

・銚子市内の店舗、ネットで販売
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企業の概要～事業内容～
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お題は…
都心でコメの実をヒットさせる

ためのPR方法を考える！
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お題の意図や背景

BtoC事業を大きくしたいが

地方だけでは限界がある

⇩

都心で売っていきたい！
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お題の意図や背景

どこでどうやって売るかではなく

コメの実を知ってもらい

買ってもらえるPR方法を考案する
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アクション

• 4/15～ 企業調査
• 5/9 根本商店訪問
• 5月後半 企業分析・計画、コメの実のレシピ考案
• 6/1 街頭インタビュー

→結果集計、ターゲット再考
→各種団体とメールでコンタクト
→インフルエンサー探し

• 6/23 母子栄養ランチセミナー参加
• 6/28 アレルギー支援ネットワークとのOLMT

グルテンフリーライフ協会との面会
• 7/5 コメの実加工後の持ち具合の検証(14時間）
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コメの実アレンジ

～結果～

・アレンジ次第で

幅広い食材に合う

・サクサクとした食感が魅力

・チョコやチーズとも相性👍

・水分を含みすぎるとべちゃっと

した食感になる
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街頭インタビュー
～概要～

日時：6月1日 13：00～17：00

（横浜開港祭開催中）

場所：赤レンガ倉庫周辺

山下公園・象の鼻公園

対象：20～50代の男女60人

形式：選択肢を提示し、口頭で行う
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街頭インタビュー～目的～

• 商品を購入するきっかけとなる広告を知る

• レシピの参照先を知る

• コメの実の魅力度を知る
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街頭インタビュー～質問項目～

• 普段料理をするか

• 広告をきっかけに食品を買うことはあるか

→具体的に（SNS、web広告、雑誌、新聞折り込み、CM、チラシ、電車の中吊り広告、口コミ）

・料理をする際レシピをどこで探すか
→具体的に（探さない、料理番組、クックパッド、クラシル、DELISH KITCHEN、料理本)

• コメの実の率直な感想

• コメの実を買いたいと思ったか

• 普段どこで買い物をしているか
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• SNSとテレビCMの影響力が大きい

• 7割の人がほぼ毎日料理をしている

• アレルギー患者やグルテンフリー生活者の方が需要がありそう

• 値段が高いと感じる人が多い

• 一度試してみたいと感じる人が多い

• 赤ちゃんのおやつによさそう

• 料理をしない人にとってはレンジで１分は魅力

街頭インタビュー～気づき～
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母子栄養ランチ
セミナー
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～結果～
• 子供のおやつにあげたいとの声
（保育園、各教室での提供）

• インスタグラムでの紹介（複数人）

• PR目的であったが、15個程度販売

• 飯田橋で開催

• 母子栄養協会会員など約60人参加

（多くは子供を持つ栄養士）

• コメの実体験＆試食、販売



その他アクション
～アクションをかけた協会や団体～

• アレルギー支援ネットワーク→オンラインミーティング

• グルテンフリーライフ協会 フォーブス弥生様→面会

• 食物アレルギーの子を持つ親の会→メールでアドバイス

• 日本幼児食協会→返事なし

• モデルでYoutuberの石井亜美さんの事務所(Satoru Japan）

→お問い合わせフォームを通しての質問
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協会や団体への聞き込み～わかったこと～

アレルギー患者

ターゲット候補

グルテンフリー生活者 栄養士・親子

・料理しない家庭も多い

・必ずしも意識が
高いわけではない

・手軽さを重視

・対応食品は近くの
スーパーで購入可能

・料理はする

・対応食品は近くの
スーパーで購入可能

・白米への抵抗
（糖質）

・コメの実に関心高い

・子供には良いものを

・食に対する意識が高い

・生活に余裕がある

買ってくれなさそう… 買ってくれるかも⁈買ってくれなさそう…
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STEP１

25

母母母

栄養士 栄養士

根本
商店

セミナー幼児と関係のある場で活動する

拡散力のある栄養士を

核として

幼児の母を

ターゲットとする

母



STEP１
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「カラダは、食べたものでできている」



STEP１～概要～
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栄養士団体へアプローチ

セミナー・ワークショップ開催

参加者がセミナー、教室開催、SNSで拡散

拡散特典等

⇩

⇩



STEP2

• ターゲット：家族

赤ちゃんだけじゃない、

みんなで食べられる新しい食材！
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STEP2～概要～
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同僚同僚友人

自分の親

若い親

友人

コメの実公式アカウント

自分の親

現在購入している親世代がリピーターとなり、
口コミやSNSで紹介したくなるPR

購入した人にインスタをフォローしてもらう

（特典つける？）

幅広い世代に向けてアレンジレシピを投稿

開発背景やストーリー、今日の根本商店の様子など

を投稿、共感を得る



STEP2～Instagram投稿例～

8月1日の投稿

写真：ビールとコメの実のおつまみアレンジ

ターゲット：父

文章：今日もお疲れ様です。

ビールのおともに、ちょっと一工夫

～以下レシピ

＃コメの実＃おつまみ＃アレンジレシ

ピ＃無添加＃おしゃれ料理＃グルテン

フリー＃小麦アレルギー
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「いいね」135件
komenomi晩酌とコメの実

今日もお疲れ様です。
ビールのおともに、ちょっと一工夫

＃コメの実
＃おつまみ
＃アレンジレシピ
＃無添加
＃おしゃれ料理
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ストーリー(案）

「食卓にちょっといいものプラス１」

「家族みんなで無添加生活」

「こめのみでできた、コメの実」

「お米は敵じゃない」
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ストーリー(案）

家族の時間を大切にしたいのに、みんな自分のことで忙しい💦

⇩

ごはんも時間が合わずばらばらに食べる

⇩

コメの実でつながる家族

⇩

家族みんなにやさしい食材

⇩

食卓に、愛を…by根本商店
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• お父さん→風呂上がりにビールでも飲むか～おつまみはコメの実！

• お母さん→お米炊き忘れたーー！そうだ、コメの実があった！

• 姉→糖質オフダイエットだけど…栄養素は必要！健康的に痩せたいなあ

• 兄→最近料理にはまってるんだよね～コメの実アレンジしてみようかな

• 妹→チョコでお絵かき♡かわいいおやつ

• 弟→僕１人でも作れちゃう！小腹みたそう

• 赤ちゃん→初めてのおやつ

• おじいちゃん→甘いものと油を控えているけどおやつが食べたい…！

• おばあちゃん→歯が弱くて煎餅は食べれないけど、コメの実なら…
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STEP２～例～



その他のアイデア

・料理教室を使ったPR

例）ABCクッキング→レシピ開発、サンプリング、お試し会、

ワークショップ、会報誌

・銚子市観光プラン

（銚子市の魅力とともにコメの実を知ってもらう）

・地域で子育てイベントを開催

・料理イベントの景品として提供
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その他のアイデア

・クックパッドに広告を載せる

・DELISH KITCHENやクックパッドのSNSアカウントに掲載

・産婦人科に相談に来た母親に勧めてもらう

↑産婦人科医に共感してもらえることがポイント

・レシピコンテストの開催
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その他のアイデア

・インフルエンサーを使ったPR

・保育園や幼稚園での提供

・小学校の給食で提供

・㈱honshoku主催の「ごはんフェス」への参加
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その他のアイディア

・SNSの改善

・商品について紹介するときの写真のバリエーションを増やす

・日本食インストラクター協会とコンタクトをとる

38



まとめ
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セミナーやワークショップ

（体験型PR）

ストーリーに共感を得る
口コミを大事にして

段階的に知名度UP



感想
• 需要があると見込んで話を伺うと意外とニーズがないケースが
多く、「どこに需要があるのか」を見極めるのがとても難し
かった。

• 「どうやったら売れるか」という、マーケティングの原点とも
いえる部分に触れることができた。

• 街頭インタビューはとても根気のいる作業だった。

• コメの実を通して、今まで全く関わりのなかった「銚子」とい
う場所の魅力に触れることができた。
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ご清聴ありがとう
ございました


