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調査事業のサマリー 

１.回答者の属性毎の「満足度」への影響度は参照すべきでは無い。 

⇒年齢、職業別、性別といった分類毎の影響度は無い。 

（傾向の把握にとどめるべき程度の内容であった） 

２.調査場所別による「満足度」への影響度は異なる（参考になる）。 

⇒回帰式の説明力に配慮し、重点的な取組が望まれる。 

３.説明選択基準が最大の時の重相関が 0.6 を上回る結果が多く見られる。 

  ⇒影響度の優先度は、信頼できる。 
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１調査期間  2021 年 11 月 1 日～2021 年 11 月 30 日 

 

２調査書  

質問１  御職業、御年齢、御性別、お住まいの地域についてお尋ねします。下記各項目から１つ選び〇で回答

してください。 

≪御職業≫ 

①.会社経営者/役員 ②.会社員 ③.契約社員/派遣社員 ④.パート/アルバイト 

⑤.公務員 ⑥.医療関係者 ⑦.自営業/自由業 ⑧.専業主婦/主夫 

⑨.学生 ⑩.無職（定年退職含む） ⑪.その他（ ） 

≪御年齢≫ 

①.20歳未満 ②.21歳 ～ 29歳 ③.30歳 ～ 39歳 ④.40歳 ～ 49歳 

⑤.50歳 ～ 59歳 ⑥.60歳以上   

≪御性別≫ 

①.男性 ②.女性 ③.自由回答（          ） 

≪お住いの地域≫ 

①.鹿角市内 ②.小坂町 ③.ほか秋田県内 

④.県外（東北） ⑤.県外（関東・関西・中部） ⑥.ほか県外 

 

質問２  普段、お土産を購入する際、どのような点を重視して選ばれますか。以下の選択肢の中から最も当ては

まるものを６つ選び、「選択肢の番号」を優先度の高い順に回答欄に記入してください。 

≪選択肢≫ 

≪回答欄≫ 
1位 2位 3位 4位 5位 6位 

①.地域で作っているもの（地域の食材等） 

②.添加物や人工甘味料が少ないもの 

③.地域の住民におススメされたもの 

④.見た目のデザインが洗練されたもの（お土産感がしないもの・本当に根付いているものは当てはまらない） 

⑤.他の地域で買えないもの（珍しいもの、貴重なもの、限定のもの等、他の各地域で類似品のないもの） 

⑥.郷土感がある（地域に根付いているもの） 

⑦.友人や知人、家族を想像して好まれそうなもの 

⑧.実用性があるもの（干物、漬物、耳かき等、日常の食事や生活に利用しやすいもの） 

⑨.地域土産として、そもそも有名なもの 

⑩.滞在中に食べて美味しかったもの、触れて満足したもの 

⑪.Ｗｅｂの口コミや雑誌等で評判が良いもの 

⑫.お土産を手渡すまでの時間や日にちを踏まえて日持ち（長持ち）するもの 

⑬.持ち運びが便利な重さや形状、荷姿のもの 

⑭.お土産として渡しやすい量や個数が入っているもの（配りやすさ） 

⑮.どんな味なのかを想像できるもの 

⑯.旅先でお世話になった（良くしてくれた）お店や事業者のもの 



質問３  以下のような３つのパターンのお土産があります。この３つのパターンのうち、好感の持てるもの

の順位を決めて、「その選択肢の番号」を、優先度の高い順に回答欄に記入してください。少し難しい選択肢

ですが、直感で構いません。気軽に回答してください。 

≪選択肢≫ 

≪回答欄≫ 
1位 2位 3位 

① 観光した地域で栽培されているサツマイモを使ったパイ生地の御菓子。パイ生地を膨らますのに

多くの土産物ではマーガリンを使用するが、このパイ生地はバターを使用している。パッケージ

はシンプルで、洗練されたものではない。食味は甘さ控えめでパイ生地はサクサクしており、具

材のサツマイモ餡は、しっとりしている。食感を中心にＷＥＢでも若干高評価なお菓子。 

 

②観光した地域では「昔から有名」なお菓子。例えば「長崎といえばカステラだよね！」という程、有名な

お菓子。近年の健康志向を意識し、人工甘味料や種々の添加物の使用を抑えるなど工夫しており、数多く

ある地域の土産物の中でも、健康配慮の方々に嬉しい原材料表示である。また原材料はトレサビリティが

明確で、厳選素材を使用している。売場では健康志向や本物志向を訴求するなど、展示が目を魅き、合わ

せて思わず手にとってしまうほど、パッケージも洗練されたものになっている。 

 

② 観光した地域で接した方が、「あれはおススメだよ！」と推薦してくれたお菓子。お土産物とし

て根付いていないが、地域の方に人気になりつつある。一見すると、どこでも買えそうだが、よ

くよく目をやると、形状や原材料が、希少で珍しいものである。お土産を渡す相手にとっても、

同様な希少性等が伝わり、１度食べてみたいと思えるお菓子。 

 

質問４  以下に示した色のうち、好みの色の選択肢を 3 つ選び、優先度を決めて、優先度の高い順に回答欄

に記入してください。少し難しい選択肢ですが、直観で構いません。気軽に回答してください。 

≪選択肢≫ 

≪回答欄≫ 
1位 2位 3位 

①.黄色 ②.青色 ③.ゴールド ④.茶色 ⑤.赤色  ⑥.オレンジ色 

⑦.緑色  ⑧.白色 ⑨.ピンク色 ⑩.肌色 ⑪.黒色  

 

質問５  今回この調査へ回答いただいた場所（お買い物の場所）の満足度についてお尋ねします。どの程度満

足いただきましたか。もっとも当てはまる選択肢を選び〇で囲んで回答してください。 

≪買い物のしやすさについて≫ 

①.とても買い物しやすい空間 ②.買い物しやすい空間  ③.どちらとも言えない 

④.少々改善してほしい ⑤.多々改善してほしい  

≪品揃えについて≫  

①.望む商品が見つかり満足 ②.最低限必要なものが揃い満足 ③.どちらとも言えない 

④.少々改善してほしい ⑤.多々改善してほしい  

 

 

 

 



３有効回答数 

調査実施場所 有効回答数 

尾去沢鉱山 71 名 

道の駅 あんとらあ 162 名 

道の駅 おおゆ 96 名 

湯瀬ホテル 30 名 

鹿角感動パークホテル 127 名 

ホテル鹿角 23 名 

Web 13 名 

（購入拠点未記入者あるため除外） 

 

４回答者の全体傾向 

１．回答者の職業別構成比 

 

  



２．回答者の年齢別構成比 

 
 

３．回答者の性別構成比 

 
 

 

  



４．回答者の居住地別構成比 

 
 

５．回答者の御土産購入時の着眼点優先度の構成比 

 

⑥.地域で作っているもの（地域の食材等） 

⑦.添加物や人工甘味料が少ないもの 

⑧.地域の住民におススメされたもの 

⑨.見た目のデザインが洗練されたもの（お土産感がしないもの・本当に根付いてい

るものは当てはまらない） 

⑩.他の地域で買えないもの（珍しいもの、貴重なもの、限定のもの等、他の各

地域で類似品のないもの） 

⑪.郷土感がある（地域に根付いているもの） 

⑫.友人や知人、家族を想像して好まれそうなもの 



⑬.実用性があるもの（干物、漬物、耳かき等、日常の食事や生活に利用しやす

いもの） 

⑭.地域土産として、そもそも有名なもの 

⑮.滞在中に食べて美味しかったもの、触れて満足したもの 

⑯.Ｗｅｂの口コミや雑誌等で評判が良いもの 

⑰.お土産を手渡すまでの時間や日にちを踏まえて日持ち（長持ち）するもの 

⑱.持ち運びが便利な重さや形状、荷姿のもの 

⑲.お土産として渡しやすい量や個数が入っているもの（配りやすさ） 

⑳.どんな味なのかを想像できるもの 

21.旅先でお世話になった（良くしてくれた）お店や事業者のもの 

 

６．回答者のお土産パターン別好みの優先度 

 

① 観光した地域で栽培されているサツマイモを使ったパイ生地の御菓子。パイ生 

地を膨らますのに多くの土産物ではマーガリンを使用するが、このパイ生地はバターを

使用している。パッケージはシンプルで、洗練されたものではない。食味は甘さ控えめで

パイ生地はサクサクしており、具材のサツマイモ餡は、しっとりしている。食感を中心に

ＷＥＢでも若干高評価なお菓子。 

② 観光した地域では「昔から有名」なお菓子。例えば「長崎といえばカステラだ 

よね！」という程、有名なお菓子。近年の健康志向を意識し、人工甘味料や種々の添加物

の使用を抑えるなど工夫しており、数多くある地域の土産物の中でも、健康配慮の方々に

嬉しい原材料表示である。また原材料はトレサビリティが明確で、厳選素材を使用してい

る。売場では健康志向や本物志向を訴求するなど、展示が目を魅き、合わせて思わず手に

とってしまうほど、パッケージも洗練されたものになっている。 

③ 観光した地域で接した方が、「あれはおススメだよ！」と推薦してくれたお菓 

子。お土産物として根付いていないが、地域の方に人気になりつつある。一見すると、ど

こでも買えそうだが、よくよく目をやると、形状や原材料が希少で珍しいものである。お

土産を渡す相手にとっても同様な希少性等が伝わり、１度食べてみたいと思えるお菓子。 



７．回答者の色の好みの優先度 

 
 

８．回答者の「買い物しやすさ」の満足度構成比 

 

 

  



９．回答者の「品揃え」の満足度の構成比 

 

 

 

  



５クロス集計分析における有意性の確認と分析実施の必要性の有無 

１．調査場所別分析の有意性について 

 

（解釈） 

P 値が 0.05 より小さいため、群のデータが等しいという仮説の域を出る。帰無仮説は棄却され、「有意差は認

められる」。つまり、データは同じ傾向に無いということがわかった。 

（分析の方向性） 

調査場所別の差には意味があるため、分析すべきである。 

 



２．職業別分析の有意性について 

 

（解釈） 

P 値が 0.05 より大きいため、群のデータが等しいという仮説の域を出ない。帰無仮説は棄却され、「有意差は

認められない」。つまり、データは同じ傾向にあるということがわかった。 

（分析の方向性） 

職業別の差には意味が無い。 

 

  



３．年齢別分析の有意性について 

 

（解釈） 

P 値が 0.05 より大きいため、群のデータが等しいという仮説の域を出ない。帰無仮説は棄却され、「有意差は

認められない」。つまり、データは同じ傾向にあるということがわかった。 

（分析の方向性） 

年齢別の差には意味が無い。 

 

４．性別分析の有意性について 

 

（解釈） 

P 値が 0.05 より大きいため、群のデータが等しいという仮説の域を出ない。帰無仮説は棄却され、「有意差は

認められない」。つまり、データは同じ傾向にあるということがわかった。 

（分析の方向性） 

性別の差には意味が無い。 

 

  



５．居住地別分析の有意性について 

 

（解釈） 

P 値が 0.05 より大きいため、群のデータが等しいという仮説の域を出ない。帰無仮説は棄却され、「有意差は

認められない」。つまり、データは同じ傾向にあるということがわかった。 

（分析の方向性） 

居住地別の差には意味が無い。 

 

６場所別の回答結果の満足度への影響分析と結果 

 前項において、実施すべきと判定された「調査実施場所別」に、満足度への影響度を分析した。目的変数が満

足度、各設問の回答内訳が説明変数である。 

なお、満足度 A とは「買い物のしやすさ」を、満足度 B とは「品揃えの充足度」を指している。なお、各影響

度の内容の取組の方向性のヒントは、後述する。  



１．尾去沢鉱山 

（満足度 A に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

 影響度を構成比で確認すると、①、⑦、⑧、⑨、⑩で、全体の約 7 割を構成する。重相関によると 69.4％の説

明力がある。この５つの要因から重点的に改善に取る組むと良い。 

 

  



（満足度 B に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

 上記の４つ（⑦、⑬、⑤、⑩）の項目に絞られた。この４つについて取組めば、満足度 B の向上に貢献する。 

 

  



（満足度 A に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン②の「形態素解析」（後述）の結果を考慮し、余力で③に取組みたい。説明力は 41.6％であること

に留意したい。 

 

  



（満足度 B に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン②の「形態素解析」（後述）の結果を強化し、余力で③に取組みたい。説明力は 70.3％である。 

 

 

  



（満足度 A に対する色の好みの影響度） 

 

 
・解釈 

 色の好みは、８つに絞られたが、絞り切れているとは言えない。とは言え、69.9%の説明力がある。従って、

この８つの色の背景にある「心理」（後述）に配慮した空間装飾や接客等が意識したい論点である。 

 

 

  



（満足度 B に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、絞れなかった。それだけ心理的に多様性をもった顧客層が、来店しているということである。な

お、60.2%の説明力がある。従って、黄色、茶色等、背景にある心理に着眼し、係数の大きな論点から、品揃え

を見直していきたい。 

 

  



２．道の駅 あんとらあ 

（満足度 A に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

４つ（④、⑤、②、①）の影響を加味して取り組めば、満足度 A の向上に貢献する。重相 

関によると 65.2％の説明力がある。 

 

  



（満足度 B に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

４つ（⑤、④、⑪、①）の影響を加味して取り組めば、満足度 B の向上に貢献する。重相 

関によると 61.7％の説明力がある。⑯は、満足度 B の後退に大きな影響があるため注意が必要である。 

 

 

  



（満足度 A に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン③の「形態素解析」（後述）の結果への改善を強化したい。説明力は 61.1％である。 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン③の「形態素解析」（後述）の結果への改善を強化したい。説明力は 61.1％である。 

 

 

 

  



（満足度 A に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、３つ（赤色、茶色、青色）に絞られた。83.0%と説明力が高い。従って、この３つの色の背景に

ある「心理」（後述）に配慮した空間装飾や接客等が意識したい論点である。 

 

 

  



（満足度 B に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、２つ（青色、黄色）に絞られた。65.0%の説明力がある。色の背景にある心理に着眼し、品揃え

を強化したい。 

 

 

  



３．道の駅 おおゆ 

（満足度 A に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

１つ（③）の影響を加味して取り組めば、満足度 A の向上に貢献する。重相関によると 71.6％の説明力があ

る。⑬は満足度 A の後退に大きく影響する。必ず考慮したい。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

２つ（③、⑧）の影響を加味して取り組めば、満足度 B の向上に貢献する。重相関によると 61.2％の説明力が

ある。⑬、⑮、⑭、⑩、⑫、⑨は満足度 B の後退に大きく影響する。必ず考慮したい。 

 

  



（満足度 A に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン①に注力し、次いで②にも一定の配慮が必要である。「形態素解析」（後述）の結果を確認し、改善

を図りたい。説明力は 78.5％である。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン①の「形態素解析」（後述）の結果を確認し、改善を図りたい。説明力は 68.4％である。説明力は

68.4%である。 

 

 

 

  



（満足度 A に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、４つ（黄色、青色、ピンク色、緑色）に絞られた。71.1%の説明力がある。従って、この４つの

色の背景にある「心理」（後述）に配慮した空間装飾や接客等が意識したい論点である。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、４つ（茶色、黄色、ピンク色、青色）に絞られた。65.7%の説明力がある。従って、この４つの

色の背景にある「心理」（後述）に配慮した品揃えの強化が望まれる。 

 

 

 

  



４．湯瀬ホテル 

（満足度 A に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

４つ（⑭、⑨、①、⑤）の影響を加味して取り組めば、満足度 A の向上に貢献する。重相関によると 69.8％

の説明力がある。⑯、⑫は満足度 A の後退に大きく影響する。必ず考慮したい。 

 

 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

３つ（⑭、⑨、①）の影響を加味して取り組めば、満足度 B の向上に貢献する。重相関によると 68.4％の説

明力がある。⑫は満足度 B の後退に大きく影響する。必ず考慮したい。 

 

 

 

  



（満足度 A に対する御土産パターンの影響度） 

 

 
・解釈 

パターン②の「形態素解析」（後述）の結果を確認し、改善を図りたい。説明力は 74.5％である。説明力は

74.5%である。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン②の「形態素解析」（後述）の結果を確認し、改善を図りたい。説明力は 69.8％である。説明力は

69.8％である。 

 

  



（満足度 A に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、３つ（黒色、オレンジ色、黄色）に絞られた。91.5%の説明力がある。この３つの色の背景にあ

る「心理」（後述）に配慮した空間装飾や接客等が意識したい論点である。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、４つ（肌色、白色、緑色、黒色）に絞られた。80.4%の説明力がある。この４つの色の背景にあ

る「心理」（後述）に配慮した品揃えの強化が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

  



５．鹿角感動パークホテル 

（満足度 A に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 
・解釈 

３つ（⑯、③、⑭）の影響を加味して取り組めば、満足度 A の向上に貢献する。重相関によると 75.1％の説明

力がある。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

４つ（⑩、①、③、⑥）の影響を加味して取り組めば、満足度 B の向上に貢献する。重相関によると 71.81％

の説明力がある 

 

 

 

  



（満足度 A に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン②の「形態素解析」（後述）の結果を確認し、改善を図りたい。説明力は 71.2％である。説明力は

71.2％である。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン②の「形態素解析」（後述）の結果を確認し、改善を図りたい。説明力は 69.7％である。説明力は

69.7％である。 

 

 

 

 

 

  



（満足度 A に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、４つ（肌色、オレンジ色、黄色、白色）に絞られた。64.2%の説明力がある。この４つの色の背

景にある「心理」（後述）に配慮した空間装飾や接客等が意識したい論点である。 

 

 

 

 

  



（満足度 B に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、３つ（オレンジ色、白色、黄色）に絞られた。64.84%の説明力がある。この３つの色の背景にあ

る「心理」（後述）に配慮した品揃えの強化が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

  



６．ホテル鹿角 

（満足度 A に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

１つ（⑭）の影響を加味して取り組めば、満足度 A の向上に貢献する。重相関によると 73.7％の説明力があ

る。なお、④、⑩は満足度の後退に大きく影響する。考慮したい。 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産購入要因の影響度） 

 

 

・解釈 

３つ（⑨、⑥、⑦）の影響を加味して取り組めば、満足度 B の向上に貢献する。重相関によると 61.9％の説明

力がある。 

 

 

 

 

 

  



（満足度 A に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン①の「形態素解析」（後述）の結果を確認し、満足度に対して、大きく後退するため、注意をはらい

たい。説明力は 75.5％である。 

 

 

 

  



（満足度 B に対する御土産パターンの影響度） 

 

 

・解釈 

パターン①の「形態素解析」（後述）の結果を確認し、満足度に対して、大きく後退するため、注意をはらい

たい。説明力は 63.9％である。 

 

 

 

  



（満足度 A に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、３つ（黒色、黄色、オレンジ色）が、満足度 A を大きく後退させる。この３つの色の背景にある

「心理」（後述）に配慮した空間装飾や接客等が意識したい論点である。 

説明力は 62.8％である。 

 

 

  



（満足度 B に対する色の好みの影響度） 

 

 

・解釈 

 色の好みは、３つ（黒色、黄色、オレンジ色）が、満足度 B を大きく後退させる。この３つの色の背景にある

「心理」（後述）に配慮した空間装飾や接客等が意識したい論点である。 

説明力は 68.2％である。 

 

 

 

 

 

 

 

  



７各影響度（説明変数）の内容について 

■質問②について 

 下記選択肢の内容は、種々の 2 次データや調査企画時のグループインタビューに基づいたものであり、ウオン

ツである。ニーズでは無いことに留意して取り扱いたい。 

 調査結果は、場所毎の相違が有意なため、別途、個別にフィードバックする。 

 

①.地域で作っているもの（地域の食材等） 

②.添加物や人工甘味料が少ないもの 

③.地域の住民におススメされたもの 

④.見た目のデザインが洗練されたもの（お土産感がしないもの・本当に根付いているものは当てはまらない） 

⑤.他の地域で買えないもの（珍しいもの、貴重なもの、限定のもの等、他の各地域で類似品のないもの） 

⑥.郷土感がある（地域に根付いているもの） 

⑦.友人や知人、家族を想像して好まれそうなもの 

⑧.実用性があるもの（干物、漬物、耳かき等、日常の食事や生活に利用しやすいもの） 

⑨.地域土産として、そもそも有名なもの 

⑩.滞在中に食べて美味しかったもの、触れて満足したもの 

⑪.Ｗｅｂの口コミや雑誌等で評判が良いもの 

⑫.お土産を手渡すまでの時間や日にちを踏まえて日持ち（長持ち）するもの 

⑬.持ち運びが便利な重さや形状、荷姿のもの 

⑭.お土産として渡しやすい量や個数が入っているもの（配りやすさ） 

⑮.どんな味なのかを想像できるもの 

⑯.旅先でお世話になった（良くしてくれた）お店や事業者のもの 

 

■質問③について 

各選択肢は、形態素解析で設計されている。この解析法のアプローチは、1 つ１つの文言をスラッシュで区切

り、そのワードの背景を、土産物のテーマ分類で頻出毎に整理するものである。なお、削除線があるものは、テ

ーマに分類することを意図していない。 

事例：観光した地域で/栽培されている/サツマイモを使った/パイ生地の/御菓子/。 

調査結果は、場所毎の相違が有意なため、別途、個別にフィードバックする。 

 

選択肢① 

観光した地域で栽培されているサツマイモを使ったパイ生地の御菓子。パイ生地を膨らますのに多くの土産物

ではマーガリンを使用するが、このパイ生地はバターを使用している。パッケージはシンプルで、洗練された

ものではない。食味は甘さ控えめでパイ生地はサクサクしており、具材のサツマイモ餡は、しっとりしている。

食感を中心にＷＥＢでも若干高評価なお菓子。 

テーマ分類 文言 構成数 

商品要因（地域性） 

 

観光した地域で、栽培されている ２ 

自己幸福性   



商品要因 

（デザイン/シズル性） 

膨らますのに、シンプルで、洗練され

たものではない、サクサクしており、

しっとりしている、食感を 

６ 

商品要因 

（希少性/限定性） 

 

観光した地域で、栽培されている、バ

ターを使用している（一般はマーガリ

ンを使用するが） 

３ 

商品要因（仕様性） 栽培されている、サツマイモを使っ

た、パイ生地の、マーガリンを使用す

るが、バターを使用している、甘さ控

えめで、サクサクしており、しっとり

している、食感を 

９ 

他者幸福性   

親密性   

商品要因（利便性）   

 

選択肢② 

観光した地域では「昔から有名」なお菓子。例えば「長崎といえばカステラだよね！」という程、有名 

なお菓子。近年の健康志向を意識し、人工甘味料や種々の添加物の使用を抑えるなど工夫しており、数 

多くある地域の土産物の中でも、健康配慮の方々に嬉しい原材料表示である。また原材料はトレサビ 

リティが明確で、厳選素材を使用している。売場では健康志向や本物志向を訴求するなど、展示が目 

を魅き、合わせて思わず手にとってしまうほど、パッケージも洗練されたものになっている。 

テーマ分類 文言 構成数 

商品要因（地域性） 

 

観光した地域では、「昔から有名」な、

長崎といえば、地域の 

４ 

自己幸福性 健康志向を意識し、健康配慮の方々

に、健康志向や、本物志向を訴求する

など 

４ 

商品要因 

（デザイン/シズル性） 

「昔から有名」な（馴染があるという 

意）、有名な、嬉しい原材料表示、原材 

料は、展示が目を魅き、思わず手にとっ 

てしまうほど、パッケージも、洗練され 

たもの 

８ 

商品要因 

（希少性/限定性） 

観光した地域では、地域の、厳選素材

を 

３ 

商品要因（仕様性） 

 

「昔から有名」な、長崎といえば、有名 

な、健康志向を意識し、人工甘味料や、 

種々の添加物の使用を抑えるなど、健康 

配慮の方々に、嬉しい原材料表示、原材 

料は、トレサビリティが明確で、厳選素 

１３ 



材を、健康志向や、本物志向を訴求する 

など 

他者幸福性 健康配慮の方々に １ 

親密性 

 

「昔から有名」な、長崎といえば、有名 

な 

３ 

商品要因（利便性）   

 

選択肢③ 

観光した地域で接した方が、「あれはおススメだよ！」と推薦してくれたお菓子。お土産物として根付いてい 

ないが、地域の方に人気になりつつある。一見すると、どこでも買えそうだが、よくよく目をやると、形状や 

原材料が希少で珍しいものである。お土産を渡す相手にとっても同様な希少性等が伝わり、１度食べてみたい 

と思えるお菓子。 

テーマ分類 文言 構成数 

商品要因（地域性） 

 

観光した地域で、根付いていないが、地 

域の方に人気に 

３ 

自己幸福性 地域の方に人気に、１度食べてみたい ２ 

商品要因 

（デザイン/シズル性） 

形状や（希少） １ 

商品要因 

（希少性/限定性） 

 

観光した地域で、形状や（希少）、原材

料が希少で、珍しいもの、同様な希少

性等が伝わり 

５ 

商品要因（仕様性） 

 

形状や（希少）、原材料が希少で ２ 

他者幸福性 

 

あれはおススメだよ！、お土産を渡す

相手にとっても、１度食べてみたいと

思える 

３ 

親密性 

 

あれはおススメだよ！、お土産を渡す

相手にとっても 

２ 

商品要因（利便性） どこでも買えそうだが １ 

 

・選択肢の形態素構成について 

 



■質問④について 

・色の嗜好（心理的情緒）の解釈について 

 

 

・集客や販促に効果が大きい（売れる）４色について 

（基本の４色とは） 

 これまでの多くの２次データや研究で明らかになっているのが、集客や販促、大ヒット商品に必ず使われてい

る色が存在することである。この色使いを念頭に置くことで、１次データで得られた知見を、空間装飾や品揃え

等の売場創りに、有効に活用できる 

調査結果では、各調査場所毎に影響度が様々である。そのため、今回の結果の解釈においては、訪問時に個社

毎に合わせ、提案をさせていただく。 

 なお、４色とは、赤色、青色、黒色、白色を指し、下表のようになっている。 

色 ２次データや諸研究での指摘事項 

赤色 ■ 工業製品が生まれる前から人が崇拝してきた色（太陽、血液、火） 

青色 ■ 生命維持と地球を構成する主たる色（海、空） 

黒色 ■ 時間の半分を支配する色（夜、暗闇） 

白色 □ いつも身近では無いが、季節として神秘的に崇拝してきた色（雪、氷結） 

 

（マーケティングにおける４色の取り扱い） 

 中でも赤色と青色が、集客や販促には、大きな効果がある。しかしながら、赤色の方が印象付けや、目立つと

いう意味で軍配があがる。従って、競合の売場や競合の商品等を意識し、まずは赤を獲得するという戦術が有効

である。一般的には、赤を制するモノが優位なことが多い。仮に競合が赤を先取しているようであれば、対色の

青色を採用する。青を基調にしつつ指し色で赤を使う等で対応する。また自社内で主力にしたいものがあれば、

そちらに赤を使うという選択も有効である。 

 

≪参考画像（左 コカ・コーラ 右 ペプシコーラ）・各社 web サイトより≫ 



調査結果では、各調査場所毎に影響度が様々である。そのため、今回の結果の解釈においては、訪問時に個社

毎に合わせ、提案をさせていただく。 

 

・集客や販促で効果の薄い（売れない）色と活用策 

これまでの多くの２次データや研究で明らかになっている「売れない色」というものもある。集客や販促に苦

戦する、ヒット商品になりにくい、と研究されている。この色使いを念頭に置くことで、１次データで得られた

知見を、空間装飾や品揃え等の売場創りに、有効に活用できる。 

なお、この分類に入る色は２色で、緑色、黄色になる。 

色 ２次データや諸研究での指摘事項 

緑色 ■ 目立つ、気持ちを高揚させるといった効果が薄いため、購買を誘発したい集客や販促策、

あるいは商品やサービスそのものの利用が促進されないことが多い。 

黄色 ■ 目立つ、気持ちを高揚させるといった効果はあるが、赤色に比べ、非常に小さい。また日

本人はレモンの印象が強く、イメージとして収縮（酸味、渋い）したメッセージとして受

け取る側面も多い。食分野では一部、食欲減退の心理も働く。 

 しかしながら、使わない方が良いということではなく、緑色の持つ憩いや、安らぎ、ゆとり等のイメージをメ

ッセージとして伝えたいといった主旨等、心理的に働きかけたい場合は、有効に活用したい。 

調査結果では、各調査場所毎に影響度が様々である。そのため、今回の結果の解釈では、訪問時に個社毎に合

わせ、提案をさせていただく。 

 

・ロングセラーに育てたいお店や商品に活かしたい色 

 長く愛されるお店や商品の特長として、「飽きさせない」ということがある。先に紹介した売れる色（赤色、青

色、黒色、白色）は、工業製品が出回る前から、自然界に広く存在する色として、この効果も期待できると言わ

れている。また、以下の 3 つの切り口も、ロングセラーに育てたい場合、有効とされている。活用を意識したい。 

色 理由 

肌色 ■ 

ピンク色 ■ 

赤色 ■ 

黒色 ■ 

人の身体に存在する色は、日常、慣れ親しんでいることから、長く共に過ご

しても、飽きない色と言われている。 

食べ物にある色 野菜、果物、お肉、お魚といった食材の色も身近であり、飽きない色と言わ

れている。ただし野菜にある「派手な色」を多用することは、逆効果になる

場合がある。 

茶色 ■ 

（木目模様含む） 

訴求力としては、弱い色だと言われているが、保護色的な要素があり、常に

傍らにあってほしい色と言われている。緑と同様、目立たない印象を持つ

ため、多様は禁物である。 

調査結果では、各調査場所毎に影響度が様々である。そのため、今回の結果の解釈では、訪問時に個社毎に合

わせ、提案をさせていただく。 

 

・日本人の世代間の色の好みを踏まえること 

（全体と世代間の傾向） 

日本人が好きな色というものもある。経年で種々の 2 次データがあるが、概ね、青色、赤色、黄緑色の３色が、

上位３位を構成する。また、世代毎に好きな色に特長があり、以下のことがわかっている。 

 



色 好きな世代 

青色 ■ 赤色 ■ 黄緑色 ■ 全世代 

黄色 ■ 白色 □ ピンク色 ■ 赤色 ■ 幼少期 

黒色 ■ 白色 □ 青年期 

ピンク色 ■ シルバー世代 

調査結果では、各調査場所毎に影響度が様々である。そのため、今回の結果の解釈では、訪問時に個社毎に合

わせ、提案をさせていただく。 

 

・日本人の地域間の色の好みを踏まえること 

 地域によって、平均的な日照時間、湿度、気温、太陽光の色味等等々の気象条件が異なることから、地域間に

よって、色の好みがあるという研究や２次データが豊富である。これらの情報を整理すると、概ね下表のように

なる。 

地域 好みの色 

九州地方や沖縄 赤色 ■ オレンジ色 ■ 

中国や四国地方 茶色 ■ ベージュ ■ 

近畿地方 オレンジ色 ■ 

中部地方 ゴールド色 ■ 黄色 ■ 

関東地方 緑色 ■ 

東北地方 藍色 ■ 

北海道 青色 ■ 

調査結果では、各調査場所毎に影響度が様々である。そのため、今回の結果の解釈では、訪問時に個社毎に合

わせ、提案をさせていただく。 

 

・流行色の取り入れ方の日本人の傾向を踏まえる 

 カラーパーソナリティーという言葉がある。これは、流行色というものに触れた時に、どのような反応をする

かを指す。大きく以下の３つの分類できる。日本と米国では「反応の違い」に大きな差があることに気付く。こ

の日本や米国の反応の違いは、種々の 2 次データを踏まえ、概算で傾向は表したものであるが、傾向は理解でき

る。 

反応の分類 反応の内容 日本人の反応の構成比 米国人の反応の構成比 

カラーフォワード型 流行色に敏感で、直ぐに

購買するような反応 

約２５％ 約２０％ 

カラーブルーデント型 流行色に慎重で、取り入

れるまでに相応の時間を

要する 

約２５％ 約５０％ 

カラーロイヤル型 流行色に関心が薄く、変

化を避け、自分の好みの

色を優先して購買する 

約５０％ 約３０％ 

 以上のことから、日本人は、流行色に対して、保守的な反応が多いということがわかる。そのあたりを踏まえ

た、色の選択が必要である。 

調査結果では、各調査場所毎に影響度が様々である。そのため、今回の結果の解釈では、訪問時に個社毎に合

わせ、提案をさせていただく。 

 



・参考：商品やサービス・空間装飾等への色の取り入れ方 

STEP① 消費者に伝えたいキーワードを出し尽くす 

STEP② ①から２～３つのキーワードまで絞り込む 

STEP③ キーワードを意識した色を選択する 

STEP④ ③を踏まえてパッケージデザインの色調や色彩の基礎とする 

 

 


