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沖縄県健康産業協議会会員 各位 

健康食品ブランド力強化普及支援事業協同企業体 

株式会社沖縄 TLO 

代表取締役 照屋 潤二郎 

 

令和 4年度 健康食品ブランド力強化普及支援事業 

県内食品関連企業の健康食品開発意向の調査について 

（協力依頼） 

 

拝啓 貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 弊社では沖縄県からの委託により、一般社団法人沖縄県健康産業協議会、一般社団法人トロピカル

テクノプラスと連携し、「令和 4年度 健康食品ブランド力強化普及支援事業」を実施しております。 

 本事業においては、「WELLNESS OKINAWA JAPAN」（以下、WOJ）ブランド認証制度の認知度

向上や売れるWOJ認証商品・機能性表示食品の開発促進、県産素材の機能性エビデンスの取得・活

用等に取り組み、ブランド力強化による県産健康食品の高度化・高付加価値化をはかるとともに健康

食品産業の自立的成長を促し、本県経済の発展につなげることを目指し取り組んでおります。 

 その取り組みの一つとして、県産素材や含有成分の機能性に関するエビデンスの蓄積と蓄積され

たエビデンスの活用を促進するために、研究レビュー（SR: システマティックレビュー）やヒト介入

試験実施案の作成を予定しております。 

つきましては、添付のアンケートにより、沖縄県内の食品関連事業者の皆様から、健康食品開発の

ご意向を伺いたく存じます。あわせて、弊社の調査担当者から、本調査に関してお問い合わせをさせ

ていただくことがございますので、ご協力の程何卒よろしくお願い致します。 

 

ご多忙の折大変恐縮ではございますが、何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

 

FAX、E-mail または Web フォームよりご回答をお願い致します。 

 

 

<お問い合わせ先> 

株式会社 沖縄 TLO （担当：荻堂） 

TEL： 098-895-1701 FAX：098-895-1703 

E-mail kenshoku@okinawa-tlo.com 

Web フォーム  https://forms.gle/zai35rwR1DbzFKx39    →→→ 
 

回答締め切り：令和 4年 11月 18日（金） 
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令和 4年度 健康食品ブランド力強化普及支援事業 

県内食品関連企業の健康食品開発の意向に関する調査 

 

次ページにも質問があります 

貴社名：                       ご担当者 氏名：                   

TEL：                         E-mail：                         
 

■ 原料の調達方法および自社製品の製造に関して 
 

Ｑ１-１．自社商品の機能性原料（乾燥物、粉末、エキスなど）の調達方法はどのようにしていま

すか？次の回答候補から調達量の多い順に選択してください。 
※“協議会”とは沖縄県健康産業協議会のこと。添付資料１の「沖縄県健康産業協議会の会員企業一覧」を参照ください 

 

A. 自社生産 

B. 県内企業（協議会会員） 

C. 県内企業（非会員） 

D. 県外企業 

 第１ （         ） 

第２ （         ） 

第３ （         ） 

第４ （         ） 

   

Ｑ１-２．自社商品の製造はどのようにしていますか？ 

次の回答候補から当てはまるものに○を付けてださい（複数回答可）。 
※“協議会”とは沖縄県健康産業協議会のこと。添付資料１の「沖縄県健康産業協議会の会員企業一覧」を参照ください 

 

A. 自社製造 

C. 会員外の県内企業へ委託 

B.  協議会の会員企業へ委託 

D.  県外企業に委託 

 

■ 訴求したい効果効能について 
 

Ｑ２-１．注目している市場やターゲット客層を教えてください（自由記載）。 
 

例）腸内環境を整える食品市場、腸内環境・肌トラブルを予防したいと感じている女性 

 

 

 

 
 

Ｑ２-２．自社商品または素材（成分も可）で訴求したい効果効能は何ですか？添付資料の表よ

り３つ選択し、ご記入ください。 
 

素材名、成分名、商品名 
訴求したい効果効能 

※添付資料の表より選択してください（３つまで選択可）。 

※「その他」については具体的に記載をお願いいたします。 

例） にがり由来マグネシウム 23（骨や歯の形成を助ける栄養素） 

例） ヒハツモドキ（ピペリンなど） 13、22、23（むくみの改善） 
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令和 4年度 健康食品ブランド力強化普及支援事業 

県内食品関連企業の健康食品開発の意向に関する調査 

 
  質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

■ 『研究開発』や『商品開発』に関して 
 

Ｑ３-１．３年～５年先の商品や事業の展開を想定して取り扱いを検討されている、もしくは、研

究開発を検討している素材または商品はありますか？ 
 

  □  ある   □  ない   □  わからない 

 

Ｑ３-２．“ある”と回答した方にお聞きします。 

これらの活動に取り組むにあたって、どのような支援やサービスがあるとよいですか？ 

添付資料２の「Ｑ３-２の回答候補」より３つ選択してください。 
※「その他」については具体的に記載をお願いいたします。 

 

回答１ （         ） 回答２ （         ） 回答３ （         ） 

その他  

 

Ｑ３-３．『研究開発』や『商品開発』を行う際、いくつか越えなければいけない課題があると思い

ますが、その中で高いと感じているハードルは何ですか？ 

添付資料２の「Ｑ３-３の回答候補」より３つ選択してください。また、一番高いと感じてい

るものについて理由をお聞かせください。 ※「その他」については具体的に記載をお願いいたします。 
 

第１ （         ） 第２ （         ） 第３ （         ） 

その他  

理由 

など 

 

 

 

 

 

■ 機能性表示食品の届出に活用できる研究レビューの実施ついて 
 

Ｑ４．沖縄県産素材に含有している機能性関与成分で作成してほしい研究レビューがありまし

たらご記入ください（自由記載）。 
※Ｑ２-２で回答した内容と関連していても構いません。 

 

 

 

 

 

 

■ その他（ご意見・ご要望等） 
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令和 4年度 健康食品ブランド力強化普及支援事業 

 県内食品関連企業の健康食品開発の意向に関する調査  

（添付資料１） 
  

<沖縄県健康産業協議会の会員企業一覧> 
―正会員― 35 ㈱クレイ沖縄 

1 オリオンビール㈱ 36 ㈱石垣の塩 

2 金秀バイオ㈱ 37 ㈱沖縄物産企業連合 

3 コーラルインターナショナル㈱ 38 農業生産法人 ㈱アセローラフレッシュ 

4 ㈱千草物産 39 ㈲高木商店 

5 南西食品㈱ 40 サイオンリンク（合） 

6 農業生産法人 ㈱熱帯資源植物研究所 41 ㈲グリーンフィールド 

7 ㈱比嘉製茶 42 ちゅらゆーな㈱ 

8 マリーンバイオ㈱ 沖縄事業所 43 セルメディカ㈱ 沖縄イノベーションセンター 

9 沖縄特産販売㈱ 44 ㈲エバ・グリーン 

10 ㈱ぬちまーす 45 ㈱ケレス沖縄 

11 沖縄ハム総合食品㈱ 46 沖縄還元フーズ㈱ 

12 ㈱沖縄六角堂 47 ㈱シルクルネッサンス 

13 ㈱健食沖縄 48 ㈱ライヴス 

14 ㈱石川酒造場 49 オーピーバイオファクオリー㈱ 

15 ユイマールハウス㈱ 50 農業生産法人 ㈲稲穂 

16 ㈲勝山シークヮーサー 51 アットモア㈱ 

17 オキコ㈱ 52 ㈱マキ屋フーズ 

18 ㈱沖縄県物産公社 53 ㈲北流興産 

19 ㈱アクアメディカル研究所 ―賛助会員― 

20 ㈱ポイントピュール 54 ㈱ざまみダンボール 

21 ㈱しまのや 55 ㈲開発屋でぃきたん 

22 ㈱みやび 56 ㈱クロックワーク 

23 ㈱沖縄ウコン堂 57 ㈱沖縄 TLO 

24 ソムノクエスト㈱ 58 （一社）トロピカルテクノプラス 

25 もろみ酢公正取引協議会 59 ㈱AlgaleX 

26 ㈱ちゅらら 60 イノベーションサポート沖縄㈱ 

27 ㈱琉球黒麹家 61 SoPros㈱ 

28 ㈱沖縄アロエ 62 ㈱沖縄テレビ開発 

29 ㈱ホクガン 

 

30 ㈱沖縄リサーチセンター 

31 ヘリオス酒造㈱ 

32 ㈱沖縄美健販売 

33 ㈱武蔵野免疫研究所 

34 ㈱カタリスト琉球 
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 県内食品関連企業の健康食品開発の意向に関する調査  

（添付資料２） 
  

<Ｑ２-２の回答候補／訴求した効果効能> 

1 体脂肪低減 7 関節保護 13 冷え性対策 19 目鼻の不快感の緩和 

2 中性脂肪の吸収抑制 8 丈夫な骨の維持 14 ストレス緩和 20 目の健康維持 

3 血糖値の上昇抑制 9 肌の保湿 15 疲労感の軽減 21 免疫機能の維持 

4 コレステロール低下 10 肌の弾力 16 脳機能の改善 22 口腔内環境の維持 

5 尿酸値を下げる 11 整腸作用 17 血圧上昇抑制 23 その他 

6 筋肉の維持 12 睡眠改善 18 肝機能改善   

※本アンケート内で使用されている効果効能は機能性表示可能な文言とは限りません。 

 

<Ｑ３-２の回答候補> 

A. 製品開発・プロモーションに係わるコーディネート F. 問題・課題の解決に向けた支援 

B. 研究開発のマネジメントに関する支援 G. 論文調査に関する支援 

C. 産学連携に関する支援（研究機関や専門家とのマッチング） H. 市場調査に関する支援 

D. 機能性素材（成分）に関する研究会の創立・発足 I. 知財に関する支援 

E. 問題・課題の抽出・整理に関する支援 J. その他 

 

<Ｑ３-３の回答候補> 

A. 素材または製品等の安全性に関するエビデンスの蓄積（調査研究なども含む） 

B. 素材または製品等の機能性エビデンスの取得（基礎研究なども含む） 

C. 機能性関与成分等の作用機序の解明（文献情報の収集や基礎研究なども含む） 

D. 製品の生産・製造について（効率的な製造や大量生産など） 

E. 製品の品質管理について（機能性関与成分の定量・定性分析なども含む） 

F. 商品開発に必要なリサーチ 

G. その他（ 具体的にご記載ください ） 

 

 


