Sienna’s Watching

シーナズ・ウォッチング

「アンケート！
100 人に聞きました！」@FOODEX 2008
！
ズ
イ
「ク
チャーオ、シーナです。きた産業は 3 月 11 日から４日間、幕張メッセで行われた、
FOODEX JAPAN に出展しました。当社のテーマは [ パッケージのチカラ ] [The Power
of Packaging] で、印象的なデザイン、アーティスティックなデザイン、売れるデザイン、
機能的なデザインの商品を展示しました。
展示会場で、来場者 100 人に、展示している商品の中から「飲んでみたい！」
「デザイン
がいい！」
「このパッケージを使ってみたい！」ものを選ぶアンケートに答えていただきまし
た。今回は、
「FOODEX レビュー・展示再現」と「アンケート結果ベスト 5」発表をおこ
（text: シーナ・K・エミリ）
ないま〜す！
「クイズ 100 人に聞きました Quiz 100 nin ni kikimashita」was a very popular TV show that pitted two families against each
other in a contest to name the most popular responses to a survey-type question posed to 100 people. It was broadcasted
in the age of 1990s, but still many Japanese are familiar with the title. The very similar TV show appeared in the US, the
UK, Australia and etc. Anyway,,, we tried a survey to 100 people at our booth at FOODEX tradeshow. The 3 questions
are; "which one do you want to taste?”, “which one is good design for you?” and “which one you feel to use similar concept
packaging?”. Here, you can see the top 5 responses from 100 people.
Text: Sienna K. Emiri

180 ㎖、300 ㎖の清酒や焼酎
（キャップ、ラベルなど）

お酢、リキュール、醤油などのパッケージ
（びん、ラベルなど）

印象的デザインの梅酒
（びん、ラベルなど。一部参考品）

印象的なラベルの一升壜、一升壜とペアのパッケージ
（王冠、びんなど。一部は参考品）

720 ㎖クラスの清酒や焼酎

（キャップ、びん、グラスなど）

180 ㎖、300 ㎖の清酒

コニャック、カルバドスなど：フランス
(SAVER GLASS)

ジン、ヨーグルトリカーなど：フランス、オランダ

（びん、キャップ。一部はダミーラベル）

シリーズ・ラインナップの焼酎とワイン
（キャップ）

(SAVER GLASS)

ラム、ウォッカなど：ブラジル、クロアチア、フランス
(SAVER GLASS)

容量バリエーションの清酒とワイン
（びん、キャップ）

清酒、ラム、スピリッツなど：日本、イギリス、ブラジル
(SAVER GLASS、清酒のびんは当社が供給 )
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ジャンジャカジャ〜ン！100 人アンケートを集計した結果、
「ベスト 5」は、次のとおり。
「八海山 180 ㎖ひょうたんびん」は W 受賞の快挙でした！
FOODEX に来られる方は、パッケージのオピニオン層であると思います！
順
位

順 この
ッケージを
位
使ってみたい！
八海山 ひょうたんびん 1 八海山 ひょうたんびん 1 本格焼酎 麦全麹仕込
1 （八海醸造、新潟）
（八海醸造、新潟）
（都城酒造、宮崎）
くつろぎのおんぼらぁと
鏡花
黒松剣菱 180 ㎖
2 （福光屋、石川）
2 （福光屋、石川）
2 （剣菱酒造、兵庫）
黒霧島・赤霧島
百々登勢・モモトセ
3 （霧島酒造、宮崎）
3 梵・氷山
（加藤吉平商店、福井） 3 （福光屋、石川）
ゴーリュープロジェクト 梅酒 4 長谷川酒店企画のお酒
山法師
4 （六歌仙、山形）
4 （中野酒造、大分）
（五町田酒造、佐賀など）
Villa
d'Est
ワイン
菊水
ふなぐち（新潟）
「不思議な
3D ラベル」
5 （ヴィラデスト、長野） 5 （同率）ひでじビール（宮崎） 5 ( きた産業の新製品）

印象的なカタチのびんに入ったお酒
（留め型びんをご用命いただいた事例）

おもしろいデザインのびん
（K2 オリジナルびん）

お酒らしくないパッケージのお酒
（当社が輸入したびん）

スパークリングワイン、シードル、ぶどう粕蒸留酒
（当社が輸入したびん）

んでみたい！

順
位

売れている、プレミアムセグメントのお酒とビールの缶：
「菊水」と「エビスビール」（エビスビールは参考品）

お酒のアルミ缶の事例

ザインがいい！

加熱機能のついたお酒
（加熱機能付き容器を生産しています ‒ ISO9001認証取得）

地ビールのパッケージ事例

（204 径厚肉缶と 202 径薄肉缶）

ワイン、スウィートワインのパッケージ事例
（びん、ラベル、キャップシール、ワックスなど）

（330 ㎖びん、350ml アルミ缶、ボトル缶など）

（当社の新製品 PR）
「不思議な 3D ラベル」
、
「ロールオ
ンネジ」
、
「汎用デザインキャップ」
、
「各種ワイン栓」

地ビールのパッケージ事例（シャンパンマグナムびん、取
背の高いびんに入った、清酒、焼酎、ワイン
（K2 オリジナルびん「SLIM375」
）
っ手つき1ℓびん、500 ㎖びん、サッカーボールびんなど）
（カッコ内の表示は、当社が供給させていただいているパッケージング資材です。
）
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