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生産者
与那国農園 杉本さん

1.プロジェクト概要

期間：2015年2月23日〜

テーマ：「資生堂長命草」の新たな価値作り

参加学生：昭和女子大学

環境デザイン学科

ビジネスデザイン学科

健康デザイン学科

参加企業：資生堂ジャパン株式会社



昨年度の資生堂長命草の課題
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１.昨年度の活動



長命草



■長命草とは？

・長命草（ボタンボウフウ）

・セリ科の植物、多年草

・主に沖縄県八重山諸島付近に生息

・断崖絶壁に生息している。

・海水で育つ。

・元々は雑草だった。

・中でも与那国島産のもが栄養豊富

「1日1株食すと、1日長生きする」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




【資生堂長命草 】

原材料の長命草は全て与那国島産

資生堂



実際に学んだものの、、、



■資生堂長命草に対するイメージ

“長命草？”

“わたしたちにはまだはやいよね”

“与那国島？” “１本200円？！高い”



資生堂長命草に
対しての向き合い方が
大きく変わる出来事



与那国島



■与那国島とは？
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・日本の最西端

・東京都の１００分の１の面積

・東京から１９００km
・石垣島より台湾のほうが近い

・伝統を重んじる文化が特徴的
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生産者の想い



島内に小学校は３つ、中学校は２つしかない。
高校進学とともにみんな島を離れてしまう。

「１人でも多くの人に島に
帰ってきてほしい」

「仕事がなくて島にもどれないなら、
島に産業を作ればいい」

■人口減少が問題



島の高齢化により

沖縄県の特産物「サトウキビ」の収穫が
難しい

長命草なら高齢者でも収穫しやすい

更に安定した生産が期待できる

■高齢化が問題



“ 島が大好き。

みんなが誇れる島にした

い。

島を大事にしたい。

“



与那国島？
どこ？

自然が豊か
また行きたい

「与那国島を知ってもらいたい」

私達の変化

私たちには
まだ早い

美味しい
もっと知って欲しい



“与那国島と長命草には付加価値となる魅力がある”
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“この価値を広めることが地域活性化へと繋がる”

女子大生に伝えることはできるのか？



２.学内での活動

① 学園祭
② 有用性試験
③ 与那国DAYS



① 学園祭 （サンプリング活動）

【目的】

・女子大生に関心を持ってもらう

・認知度の向上



学園祭でのアンケートより青汁と長命草のイメージ
（n=1287）

① 学園祭（サンプリング活動）

資生堂 長命草の方が
美容に良い印象が

20％高い

『 資生堂長命草は
青汁イメージの面で

差別化することができる！！ 』



②有用性試験
・運動試験
・基礎体温

③与那国DAYS
・アンケート調査
・与那国島体験

検証手段



③与那国DAYS ～仮説を立てて実証～

仮説⑴パッケージ

仮説⑵キャッチコピー

仮説⑶効能

仮説⑷バックグラウンドストーリー



③与那国DAYS

【目的】

女子大生に与那国島・長命
草の魅力は響くのか？？

・広告展示

・資生堂「長命草」サンプリング

・長命草かき揚げ提供

・与那国島体験ブース



仮説⑷バックグラウンドストーリー

与那国島のストーリーをアピールすることは

購買意欲につながるのか？？

③与那国DAYS
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検証⑷バックグラウンドストーリー

Q:生産者の想い・与那国島を知って商品を購入しようと思いますか？

75.2％が「はい」と回答

③与那国DAYS



女子大生に与那国島と長命草の魅力がつながる

→外部の人にもこの魅力を伝えていくことはできないか？



次年度への新たな目標

「与那国島＝長命草」

資生堂長命草を通して
東京の人に知ってもらう

→多くの人へ商品を届ける方法
を考えていきたい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
。



２.今年度の活動



今年度の目標

より多くの人に

「資生堂 長命草」を広める



2016年度活動報告

• 5月22日：フォーカスグループインタビュー

• 6月19日：三茶子育てフェスタ

• 8月31日～9月2日：与那国島視察

• 11月12日・13日：秋桜祭

• 12月10日：昭和女子大学現代ビジネス研究セミナー

• 1月13日：資生堂本社会議参加
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与那国ＤＡＹＳでの検証結果



新たな可能性

長命草の「美白・毛穴改善」という効果は女子大生以
外にもにも響くのではないか？

仮説ターゲット

「20代後半から30代前半の女性」
バリキャリ女子？
子育てママ？？



フォーカスグループインタビュー

日時 5月22日（日） 17時～20時

場所 昭和女子大学 現代ビジネス研究所

対象 20代後半の仕事をしている女性6名

内容 事前アンケート＋インタビュー

目的 １. ターゲット層（20代後半）の実態調査
→（ライフスタイル、お金の使い方、美容について）



～ライフスタイル～

「とにかく時短」
「生活圏内（コンビニなど）にあれば買う」

「ドラッグストアは営業時間内に
行けないことが多い」

私達のイメージとライフスタイル感覚が
違ったことが判明
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～商品について～

「野菜ジュースみたい」

「資生堂 長命草」＝「青汁」

という概念がくつがえった



「資生堂 長命草」は何のカテゴリの商品
だと思われているのだろう？
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
みやすく編集



三茶子育てフェスタ

日時 2016年6月19日（日） 10時半～14時

場所 昭和女子大学構内 子育てフェスタ

来場者
数 1500名

対象 子持ちのお母さん

内容 アンケート

枚数 218枚

ドリン
ク 380本（キンキンに冷えたもの）



子育てフェスタで得たものと反省（課題）

アンケート調査を行ったが、
作成したアンケートの出来が悪く、

多くの欠損値を出してしまい正確なデータを入手するこ
とが残念ながらできなかった

しかし、
商品イメージのデータは正確に得ることができた！
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商品の第一印象
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だが商品の売り場は…



商品の見た目は長命草という字や草の絵から
青汁と思う

実際に置く場所としては野菜ジュース売り場が
合うと思う人が多い
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今までは4ＰにおけるProduct中心の

販売促進しか考えていなかった

ターゲットの特性に合わせた販売場所（place)を
考える必要性を学んだ。
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アンチエイジング



社会貢献



後期からの活動

『新たな販売方法の立案』
具体的に行ったこと

店舗調査 ペルソナを設定



店舗調査 （計48店舗）

店舗でも「資生堂 長命草」
の商品カテゴリーや訴求点がバラバラ

健康のPOP

美容コーナーでの陳列

長寿におすすめPOP



ペルソナマーケティングとは

実際に商品やサービスを使用しているであろう

ユーザーを設定し、そのユーザーのニーズを

満たす形で販売促進や商品について

考えていく手法
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ペルソナ設定

・２０代後半 独身女性

・３０代 既婚女性

・３０代 既婚女性（子持ち）

・４０代 既婚女性（子持ち）



ペルソナ設定で
新たな販売方法を提案

1月13日資生堂本社会議で

提案！



３.私たちの学びと成長



今年度から活動したメンバーの想い

与那国島視察へ行く前

先輩との温度差を感じていた

与那国島視察へ行った後

商品に対して一人一人思いが生まれた

自分たちの意識の低さを実感

プロジェクトに対する想いが深まった
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2016年度秋桜祭

【内容】
与那国島と長命草の魅力を知る体感型ブース

ブースを1周すると与那国島と長命草の繋がりが
分かるように作られている。

内容にズレが生じないように台本を作り、
1組ずつブースを説明して案内した。

日程
場所
対象者

アンケート数 ２９３枚
学園祭にご来場の方
昭和女子大学学生
学生ホール
２０１６年１１月１２日（土）、１３日（日）



秋桜祭を通して学んだ事

•積極的に自分の意思で活動できるようになった

•自分たちの言葉で想いが伝えられた

•実際に経験することが今後につながる

•先輩との意識の差が縮まった

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
なんか寂しい（笑）デザインでなんとかならないかな？（＞̠＜）



プロジェクトを通して学んだこと

①ビジネス体験

②チームワーク体験



① ビジネス体験

・ ビジネスマナー
（Gmailの基本や、逆算したタイムスケジュールづくり、

コストや裏付けを用いた提案）

・ モノが市場で売れるまでのプロセス
（ターゲッティングのやり方、購買意欲）

・ 現地に足を運ぶ
（生産者の想いを知る、商品棚を定期的に見る）

• アンケート
（仮説を立てる難しさ）



②チームワーク体験

・新しく編成されたメンバーにより新たな意見が生まれた

デメリット

→知識量、また経験の差が温度差につながってしまった

メリット

→顧客側に近い意見

・役割を担うということ



資生堂ジャパン株式会社様、

与那国薬草園杉本様、

ありがとうございました
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