流通業専門インターネットＴＶ「商人ねっと」会報
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第１４回気づきと驚きのアメリカ視察セミナー

シカゴ・ロチェスター
バッファロー・ポートランド
これからの日本のスーパーマーケットの

「独自化・差別化」戦略になるであろう…

「６つの戦略」

「ローカル戦略（ハイパーローカル）」・「サスティナブル戦略」
「ファイブウェイ・マーケティング戦略」
「コンシャス・カンパニー（人間力）戦略」
「安心・安全・健康戦略」・「イーターテイメント戦略」

第１８回やる気と感動の祭典 in 大阪
大きな “気づき” と “発見”、そして “ノウハウ” を得た２日間！
“やる感の聖地” に集った 約 1,000 名の商人！

売上・利益を大きく変える
戦略・戦術・戦闘方法を学ぶ！
全部門徹底リポート

●競合店対策 特別番組
「丸正総本店 競合店出店まで 100 日間の闘い！」密着取材裏話

ᵴᶍᶊᵌᵏᵑ

●売場・POP・商品化の頂点決定！
「第 10 回売場大賞 〜 2015 年お盆商戦〜」
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≪ニューシーズンズマーケットのハイパーローカル≫


他のスーパーマーケットと違いのある商品のみを販売している。

セブン＆アイさんやイオンさんも模索している戦略。
よって、今までのような「ローカル戦略」では
差別化できない。より深いローカル。
これを、「ハイパーローカル」と呼ぶ。



「年間 25 万ドル」を寄付し、そのお金でどんどん畑を大きくしてもらい、 無料
販売しているとのこと。

で、その作物をいだたき、

ほとんどが…「オーガニック」「ローカル」「生産者限定」商品。
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≪ニューシーズンズマーケットのサスティナブル≫
この店の「コンセプト」
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まだまだ日本では注目されていない。
しかし、必ずこの時代が来る。
いや、資本力のない企業はこういう取り組みを
していかないと…生き残っていけない。



「環境にやさしい！人にやさしい！」店づくりをしていることをアピール。
さすが、「全米 No1」の サスティナブル スーパーマーケット。
参加者もビックリ！！「コンセプト」で差別化できることがみなさんわかったのではないでしょうか。

岧岜岜岜岨
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≪ウェグマンズ≫
もう、かぼちゃの数が半端でない。店外だけで、みなさん感動。


そして、入口入ってすぐの「青果売場」
の全様です。
残念ですが、写真ではこの売場の迫力の
100 分の 1 しか伝えられません。

そして、この POP を見てください。
個性ありますよね……

生鮮全体に「Organic」がずらり。「ホールフーズ・マーケット」より目立つ。

「会社の方針として、オーガニック商品の品揃えで圧倒しなさい！！という方針で打ち出している」
とのこと。
会社の方針が徹底されていた。
そして何より「ウェグマン・ファミリー」と言われる従業員の方々の 人間力 の高さにびっくり。

岧岜岜岜岨

「やっぱり、ウェグマンズ！」
「世界最高のスーパーマーケット！！」でした。
参加者はみんな…「一日中、この店にいたい！！」
「ここに住んでいたら、毎日買い物に来るかも…」
と歓喜の声が続出。

≪マリアーノス≫

崌嵤崧嵤崮崌嵉嵛崰ਅറ

日本ではまだまだという感はあるが…必ず、
日本でも展開しなければいけない時代が来る。

≪イータリー≫

この企業のコンセプトは…「Shop Well,Eat Well,Live Well」
「良い買い物をしましょう。良い食事をしましょう。そして心良く
生きましょう」という意味。
「イータリー + ホールフーズマーケット + ウェグマンズ」の良い部分
をモデリングしたというのはまさしく当たっている。見事である。
「マリアーノス」では「食材提供」が 7 割。
「食事提供」が 3 割。
という感じでレイアウトを作っている。
「ワインバー」
「オイスターバー」
「寿司バー」など、
本当に「バー」なんですよ。
本格的なんです。BGM は「ピアノ」。それも「生演奏」。
信じられますか…。こんな感じです。
六本木の「高級バー」にいるみたい。すごいでしょ。
こんなレイアウトになっています。
1 階は「ベジタリアンバー」と
「スイーツ」売場と「レジキャッシャー」に
「小物雑貨」売場。

2 階に上がると、「青果売場」。
まさしく「マルシェ」という感じ。

そして、これまた「マルシェ」スタイルの
「鮮魚売場」と「精肉売場」
。

さらに、「EATALY」といえば
「パスタ」に「オリーブオイル」コーナー。

「ビジュアルマーチャンダイジング」がすごい。
「食材と食事の融合」
「お客様を楽しませてくれるレイアウト」
「シンプルだけど、オシャレなパネルや POP」
正直、今までみたこともない…衝撃！！これが「EATALY」でした。

≪最後に≫
今回のセミナーも写真撮影とインタビューが充実していました。

シカゴで、流通専門の現場コーディネーターが同行されましたが…
「こんなセミナーないですよ。この人数で入って、ウェルカムで迎えられる。
インタビューもできる。写真撮影できる。信じられない。
マリアーノスは僕がコーディネートしたら、100% 店外に追い出されます。出ていけ！！ってね。」
そこは、「稔子・ウィルソン」先生と商人伝道師ですもん。
まかせておいてください。
（笑）
もっともっとお伝えしたいことがありますが…
ここはやはり、「一緒にアメリカに行きましょう！！」
ということです。日本の将来が見えるからです。
この「将来」を肌で感じてほしいと願う。
別に、商人伝道師のセミナーでなくてもよいです。
とにかく、 変化しているアメリカ を体感してください。
日本も同じ流れが来ますから…
次回の第 15 回気づきと驚きのアメリカ視察セミナーは 2016 年 5 月下旬に開催します。
楽しみにお待ちください！！
視察させていただいたスーパーマーケットで、どこに行っても驚かされたのがビール売場

大手ビールだけでなく、マイクロブリュワリー製造のクラフトビールの品揃えが豊富。（これもローカル戦略！？）
何よりラベルが個性溢れていて見ているだけでも楽しいのです。
色づかいも綺麗で素敵です。
クラフトビールはタイプも色々（左図参照）
もちろん味も色々です。まずは好みのラベルで選んで飲んでみるのも楽しいですが、好みの味のビールを見つけて
楽しむのが一番。毎日通いたくなります。私はお土産にもたくさん持ち帰り、日本でも売っているのを見つけては
購入♪ ホームパーティーにも華をそえてくれます。
飲み時間の充実＝仕事時間の充実。素敵な出会いでした☆☆☆
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売上・利益を大きく変える
戦略・戦術・戦闘方法を学ぶセミナー

全部門徹底リポート！！
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๎ۂɱᥳց˘᧸ʳʬʊˑɻˊˑʮՠʴቘӄɼʰ˙ʮθۂʭ18ۂᆵ˘᥄ʎ˄ʝʥɲ
̄ˠ˶˨ˣ̰̅ᎏʴ˶̵̵̵̛̎ˮ̀̅ˊ̦̆̀˭˶̅˟ʴԅीʴթʊʒยˏʰʊఫθɲዶ18ۂᆵʴˊˑʮՠʴቘӄ
ʭʵɻ಄ঊʴࣽԗցૃᄣɼ˘̵̛̃ʱׯϓංණʱিᆃᮩʓ˄ʝʥɲθۂʴᆃ˘ଭː᥆ʩʬ˅˄ʝˍʌɲ

1 日目

基調講演

̓̀ˬ̦ˡ˼̵ɰɰ͢ɰৈɰ๛
ɻષ܆ᇺΜɼʛ˙ʴגːᎲ˅ɻ̵̪˺̰ɼʛ˙ʴᥳցʱʪʊʬʴែʭʝʥɲ
ɻષ܆ᇺΜɼʛ˙ʴែʭʵɱɻݢːʥʊˈʴʒʯʙʱˈʰʑʩʥʴʭɱᔬԋʥʧʭϷ
ˑʙʮʱǡɼɻ̦̰̓̆ʵϷˑˈʴʭʵʰʕɱϷˏ˒ˑˈʴɼɲ
ɻ̵̪˺̰ɼʛ˙ʴែʭʵɱɻʙ˒ʑˏ̵̪˺̰ʵɱǜ˄ʧʴ̘̀ʮ˶̵̃˴̤̰ǝ
ʑˏǜ˄ʧʴѡॊ˶̵̃˴̤̰ǝʱ˕ݪˑɼʰʯɱʟʚʕ՝ঊʱʰː˄ʝʥˎʳɲ˶
̵̵̵̛̎ˮ̀̅ʵ˄ʦɱɻዡװοቅʮ״ʞۚвɼʭૃʩʬʊˑɲˈʌʣ˓ʣ˓ɱ௹
ʝʊۚв˘Իʩʬʊʑʳʶʰˏʰʊʴʭʵǡ
᠏ཨ ែ
͢Ҫᄀʵɻಙ˘ϷˑξΖʭʊʓʬʊʕαɼʮʊʌ˪̵̵̬̆ʭɻ̓̀ˬ̦ˡ˼̵ܺɼ˘ᫌ᠏ź˄ʛʱɱࡦಶ
ಙ˘౼ʕʙʮ˘ݶʬʊˑαʴʴͣʴՆଡʧɲಙᄧকʵPVʭԪ˘ᦉʌʮʊʌ˶˼̀̒ʴݿ੪˘ይᯇʭ
ឦʝʬʕ˒˄ʝʥźźɰ˅ʰʛ˙ɱ͢Ҫᄀʴʵݸʴʭʟˎźź

グロッサリー部門

ഄॵϜቅ̒˞̵̧̜˶̅˟ʛʮʌ

ᯟটɰ˭̪˲̵̧˾̵̒
ᄈɰॽ๊ ๛

͡ባीɰ˭̪˲̵̧˾̵̒
Ϯᡳɰෑɰ๛

ɻ˸̰̓ſ˟ˡƁ˸̰̓ˡ̩̰̓Ƃɼʒɻ̵̪˨̨ٝعʴعʤ˓ʎ˘50%ɼʱʝˎʌʮ
ʝʬʊˑ˄ʛʱɱɻ̵̪˨̨˶̵̵̎ʴ಄ݸʴ֬ෛɼźź
ʣ˙ʰͳɻ̒˞̵̧̜˶̅˟ʛʮʌɼʛ˙ʵɱᔬቅʴɻ̵̪˨̨ʴࠪᑬɼ˘ˇʥɲʣ
ʴࠪᑬʮʵɻʐණʴؘʮʛʮʌʴᔻɼɲʰ˙ʮ6ीᕁʰʴʱǡɻ̦̔ˡ̵̖̅ٝع
ɼʒᆫːຎ࢘ʭʝʥɲθʵɻ̵̪˨̨ٝعɼʴݢː͢ʘඥષ๑˘50%ω͢˘ᆵෂʱՠ
ʕʮʴʙʮɲɻ̵̪˨̨ɼʵʙ˒ʑˏʴ˪̵̵̬̆ʭʟɲՆ˘Ҹ˒ʬʊʓ˄ʝˍʌɲ
ᆃ ែ
̒˞̵̧̜˶̅˟ʛʮʌʛ˙ʭʵɱᆃᒊᦝԅʴᬢɱɻᖆʴ᮱উʩʬʊˑ2α˘ϓංʴχʮʝʬᆃʛ
ʡʥʊɼʮʊʌʙʮʑˏʙʴᖆʊΗα˘ݸźźƁʝʑˈϮᡳʛ˙ʵԪʱˊˑʮՠʴቘӄʭ̙̦̰
̃ˠ˟˘ᎷᰱʝʥʭʝʥƂᆃᒊៜటϜʴᬢʵɱʰ˙ʮᆃᒊʦʗʭʰʕϮᙯቅ᫅ᔬˏʒՉʛ˒ʬʊ
˄ʝʥɲᖆʊቅ˘ـᓈʬˎʌʮʊʌᒈʎʒʟʚʕʙʧˏʱˈϞ˕ː˄ʝʥɲ

ಇϜቅ̵̒ˮ̀̅˸̰̓

̍ˡ̵̡ɰ;Щɰࠎᖊɰ๛

ɻᯟʴᄎɱቒોɲɼʮʊ˕˒ˑˁʯɱᯟʱʌˑʛʊɻቒોɼʴαɲʙʴቒોʴαʒᓈ
ʬʥɻቒોʴٝعɼɲʦʑˏɱɻʐʊʝʊɼɲ
θۂʴᆃʭʵɻቒોʴعɼ˘̰̃˰ᆫːʭᆃʝʬᮩʓ˄ʝʥɲ
ɻ˰˶̅˰˸̵̨ʴӍಶɼ˘ಓরʝʬʊˑǡʙ˒ɱ˄˒ݢʟˎźźʢʸɱϓᄏʮʝʬ
גːᎲ˙ʭ˅ʬʵʯʌʭʟʑǡ
ᆃ ែ
ˊˑʮՠʴቘӄʭԕʴᆃʮʰˑ̵̒ˮ̀̅˸̰̓ʛ˙ɲᆃᒊʴ;Щʛ˙ʵɱ18ۂʴ˥̵̧̰̅ʴ
షʱɱԕˇʬ̵̬̎̚ˡ̰̅˘ʩʥʮʊʊ˄ʟɲʣʝʬɻˊˑʮՠʴቘӄɼʭʐʰʞ˅ʮʰːʪʪ
ʈˑɻ၈ᄁɼʭʵ;Щʛ˙ᔬˏ̵̞˨̵ʛ˙ʱ˘ݠʑʗɱʰ˙ʮ37ቅˈቒોʑˏᬹ˄ʩʬᮩʓ˄ʝʥɲ
ᆃ˄ʭݪݸʦʩʥʣʌʭʟʒɱϓංʭʴҹ᭼̍̀ˬ˟̀̔ʭ΅ːᢪʎʥʣʌʭʟɲ

青果部門
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ഄॵϜቅʊʧʊ
ٝ ᦼع᭴್̍ˡ̵̡ɰ᱔ෘɰଌα๛

ڀං2ᦼ ᦼ᫅ɰϮᙯɰಈह๛

θۂʴ᭴್ᦼʴᆃʭʵɻʯʴˎʌʱʝʬ̍ˡ̵̡ʴˎʌʰࠊˊܾ˘ʟʑźɼ
ʒ͜ʪʴ̵̛̃ʭʝʥɲʣʴʥˇʱʵʣʴࠊʴʥʧʮɻ˰̰˸̔̅ɼʴӀಇցʒ
ͤפซɲʐגːᎲ˅ϓංණƁύֲʛ˙ƂʮʴɻࠓʹʴӀಇցɼɲʙ˒ʒԅಶ˒ʶɻၬ
ᔬցɼɻࣽԗցɼᢂعʴ៣ᦈʒႲʭʓˑʴʭʟɲɻٝعɼʒ˒˕ݪʶǡɻܣݢɼˈ
˕ݪˑǡɻܣݢɼʒ˒˕ݪʶǡɻαʴଡʧɼʒ˕ݪˑǡɻαʴଡʧɼʒ˒˕ݪʶ
ǡɻᎺ್ɼʒ˕ݪˑɲʙ˒˘ʝʩʑːʮᆃʝʬʕ˒˄ʝʥɲ
ˈʌɱɻࠡʛʴ̨̪̍̅ˡ̡̨ɼʵยˇˎʌˎźźʮធʩʬʊ˄ʟɲɻ௹ʝʊۚвɼ
˘Ϸʩʬʊʙʌˎźźʮǡθۂʮ˙ʭˈʰʊᆃʭʝʥˎʳɲ
ᆃ ែ
θۂʴ᭴್ᦼʴᆃʭʵɱԕˇʬʴʐגːᎲ˅ϓංණʮʴᆃʭʝʥɲᬢʱʐגːᎲ˅ʮʊʩʬˈɱᆸ
ʮʯʴˎʌʱʝʬ˕ʩʬʊʩʥˏᕠʊʑԋʑˏʰʊϓංණˈݳʊʮ৩ʊ˄ʟɲʣʴגːᎲ˅ʴҹᡕʒ
టˏʑʱʰʩʥᆃʭʝʥźʰ˙ʮɱʐגːᎲ˅ϓංʴܱಙ᭴್ʴϮᙯණʵɱฌۂʴˊˑʮՠʴቘӄ
ʱ˥̵̧̰̅ʝʬʊʥʦʗˑʮʊʌˈܢźźɰฌۂʴˊˑʮՠʴቘӄˈඌʝ˅ʭʟź

寿司＆イベント MDing 部門

ഄॵϜቅ̈˾˥̵

Ეᲁᦼ ฌ᫅ ࡡ̍ˡ̵̡ɰʛ˙ˏʊʠी Ეᲁᦼ˾̵̒ɰ ທ֡ी ̩˵ᦼ˾̵̒ɰ
ྼࣴɰމႵ ๛
ᄈɰᇄι ๛
ᇲᄈᡚɰᆷΊ ๛
ࡡʮʊʩʥˏɻˡ̖̰̅ɼˊɻ̩̌ʴɼʱঊʊᦼ᫆ʭʟɲʙʴࡡʴঊցʒɻ̌
̩ʴɼʴᬹˊɻˡ̖̰̅ɼʴષՈʱᐜʒˑɲ
ʣ˙ʰˏʴגːᎲ˅ʮʵɱɻʐණʴಓরɼ˘಄ݸցʟˑʙʮɲʣʴ࿚ʱʵɻ
ɼ˘ʑʗˑʙʮ˘ਹʝ˄ʰʊɲɻᑣؘʝʛɼʴᥖʙʣʒɻ̩̌ɼʴʴષՈʱʪ
ʰʒˑɲɻ͢ݢʒϬᥒʝʥˏɱᑣؘʝʛ˘ᥖʟˑɼʙʮʱ̒˦̵˨˶ʟˑʴʭʟɲ
θۂʴɻ˟̒˞̵̞˴̤̰ɼ˘៝˙ʭ˅ˑʮɱݳʕʴՉᒊʒǡɲ
ʙʴɻΓ᎓ɼʴᆃʱǜӀ̴Ӏ᳗ǝʝɱɻΓ᎓Ԫभ๑200žǗ150žɼʮ˟̒˞̵̞
˴̤̰ʝʬʊ˄ʝʥɲ˅ʰʛ˙ǜΓ᎓ʴᄫचщǝʱଧૃʝ˄ʝˍʌɲ

ᆃ ែ
θۂԕˇʬʮʰˑɻࡡᦼ᫆ɼʴᆃɲΓ᎓1͟ώ˘ᆵෂʮʊʌ˟̒˞̵̞˴̤̰ʱʵॄᒾ˘ʑ˒˄ʝʥź
źʝʑʝɱ1͟ώʴΓ᎓˘ʯʌʴˎʌʱցʟˑʑᄺٟʱ৩ʊɱᢈٟʝʬʝ˄ʊ˄ʝʥźźʰ˙ʮɱ˟̨̍ˡ
̅ʴ˘էᬹʝʬࡠʝʬʊˑʣʌʭʟɲˊʩʷːᲔॄ˘ࠠˑʥˇʱɱණɴʰגːᎲ˅˘ʝʬʊˑ˙ʭʟʳź
˄ʥɱ̈˾˥̵ʛ˙ʴ˾̦˴ʵ˾̦˴ឫ௷ʴ˶̗˴̧̠˶̅եαҪᄀʱˈޡݸ឵ʭʟɲ

競合店対策部門（小型店編）

ഄॵϜቅʝ˄ˆˏ

ʝ˄ˆˏ˶̅˟ᰙԪीɰी᫅ɰ ˾ˤ̀˨̵̵̧˽̵ɰ
ֻᄈɰϮᇴࠄ ๛
௧ᙯɰर ๛

˾ˤ̀˨̵ɰ
ᙯΜɰϽχࠄɰ๛

˾ˤ̀˨̵ɰ
ഉࢩɰ֣ࠄɰ๛

ᯝʼ᳐˘ᗰʮʟթʊʴɻ̪̑˟ɼʛ˙ʴԅीɲҹۋʑˏࠓᒊʒᏉʎʰʊɻ̡˧˰̵
ɼʛ˙ʴ༭֡ԕԅीɲɻ״ᢈցɼʭʵ100žեʧᆵʝźʭʟʑˏɱ͜Ԍɻ˕ʰʊɼ
ʙʮ˘ˇɱɻᔬीʴܒ༾˟̀̔ɼʦʗ˘ᜊʩʥɲ
ʙʴɻᒈʎɼʴҥɱᬢʱᜊʩʥʙʮʵǡǜಙᦼϓᄏǝ˘ʝʩʑːʮגːᎲˆʙʮɲ
ʣʝʬɱɻᦕ᧺ɼᡯɲʐණʾʗʬ᧺ᆵʴ៣˘ʝ˄ʝʥɲ౹ʱɻ̌ˡ̵̎
̵̪˨̨ɼˊɻ˥˴˨̨ɼˈኟඇᆋʱᜊʩʬʊ˄ʟɲ౹ʱɻࠄޞՆɼʴঊցˈɲʰ˙
ʮ̵̵̎̅̇ቅـʒᔬˏᦝ˙ʦٝ˘عᡡݢʭʓˑɻीʱᑔʊʬʊʰʊٝ˘عʪʗʬ
ʓʬݢʩʬʊʊɼʴʭʟɲɻዡװीࡠጇɼʵǡɻʐණʱᆵ˘ʗɱʐණʴዉܣʭ
ɱᔬीʴঊ˅˘಄ݸցʟˑɼʙʮʭʈˑɲ
ᆃ ែ
ഄॵϜቅʝ˄ˆˏʛ˙ʭʵԪʱी᫅ᆃ˘ʛ˒˄ʝʥʒɱʣʴᬢˈɱࠄޞՆʒ˪̵̵̬̆ʭʝʥɲθˈۂ
̵̵̎̅̇ʛ˙ʒᔬˏٝʹᦝ˘عᡡݢʟˑʩʬʊʌʴʵɱʮʬˈ߶ʝʕඌʝʊʙʮʦ˓ʌʮ৩ʊ˄ʟɲ˄
ʥɱ˄ʠʵʞˇʱಙᦼϓᄏ˘ʝʩʑːʮגːᎲˆʮʊʌ߈թʵᎢˏʝʊʰʮ৩ʊ˄ʝʥɲᬢʱʻːʑ
ʗˊᯫࠄ˘ᮩʕෛϜʒʚʜʊ˄ʝʥʒɱʮʩʬˈᑣؘʝʑʩʥʭʟɲ

女子力甲子園

ᄀໄ֠״Ꮂװʐʐʛʑ̨̎˰̵̔ɰ
ೌҽەी

˾ˤ̀˨̵̵̧˽̵ɰ
࢟ᄈɰ᧷ᑣɰ๛

᤻ᄁ̵̧˽̵ɰ
᱔ᄈɰᆄࠄٴɰ๛

ᄁ̵̧˽̵ɰ
࠴ͣɰҭࠄɰ๛

˄ʠʵɱʙʴɻʐʐʛʑ̨̎˰̵̔ɼʛ˙ɲɻҹीɼɻҹᦼ᫆ɼɻ̵̎̅ቅـʒ̵̧
˽̵ɼɲʝʑʝɱξҸ˒ʵɻᄌ৮ɼɲी᫅ˈҹـɻᄌ৮ɼʙʴ̦̰̍˶ʒᕠʊɲ
ޞ৮ʰˏʭʵǡʒᬜʱܣݢʱʈˏ˕˒ˑᆃʭʝʥɲʣʝʬɱɻ˘ܢϞʎˑɼʙ
ʮʱ̒˦̵˨˶ʝʬʊˑɲʙ˒ʑˏʵɱɻݢːˆɼPOPʑˏɱɻϞʎˑɼPOPʱᥳց
ʝʬʊʕɲʛˏʱɱ̩˵ʭʵǡɻᆸࡠƖϜʊʥʊɼʱՆ˘Ҹ˒ʬʊˑɲ̩˵ʵʐණ
ʒ಄ʱৌʠᥨˑɻᆸࡠɼʴܣɲʦʑˏታʥʧʴᦼ᫆ʵɻ̩˵̴˲̵̐˶ᦼ᫆ɼɲ
ʙʴᇢɱɻዶƊƑˊۂˑʮՠʴቘӄɼʱՉʛ˒ʥ̅̀̔ʴɴʵǡ
ɻસʒቅˈǜ̩˵˾ˤ̀˨̵ǝʑˏǜ̩˵˲̵̐˶ǝᦼ᫆ʱኂݪ౹ʟˑɼ
ʮ௷ʛ˒ʥɲՉʛ˒ʥϓංණʵʟʖʱɻ̧̟̰̄˭ɼʭʟɲ
ᆃ ែ
Ҹܣʴᬢɱಙকʵ̬˱̰˘Ђʊɱ˥̩ˬ̧̅˨̵̨̩̎̆ʴˎʌʱʝʥʊʮʊʌᝯಐʒʚʜʊ˄ʝʥʒɱ
Ϝܣʴᧀװʭ௷ʝ˄ʝʥǡʭˈɱ᜕ᝃˈᎢʭ˓ʱʵ᠈ʴ୯ˈۄʐːɱᆫː͢ʒˑҸܣʭʝʥźź
ʰ˙ʭˈɱʙʴ᜕ᝃʴˡ̵̞˵ʵᢝ̴ᴻ̴᭴ʭЫתʦʣʌʭʟʩɲៜటϜʴᬢˈݸˈʑʥʰˏʭʵʴ᭼
ᆆʊˡ̰˼̵̢̐ʦʩʥʣʌʭʟɲ

ഄॵϜቅʊʧˊ˄̵̛̅ɰ
ឤी

̩˵ᦼ ᫅ɰɰ
͡ΜɰଌΊɰ๛

̩˵ᦼɰ
ໜΜɰᴷ᜕ɰ๛

ʮʱʑʕɱʙʴʐीʵɻඌʝʊɼɲ
ឤीʴीӈʭʵी᫅ʮໜΜʛ˙ʱˎˑDJொᥘʒ˒ʬʊ˄ʟɲ
ʙʴʐीʴʟʚʊʙʮʵɻʐණ˘ඌʝ˄ʡʥʗ˒ʶɱѾʊʬʊˑቅـʒ˄ʠඌʝ˄
ʰʊʮʊʗʰʊɼʮʊʌᒈʎɲ
ʭʟʑˏɱᆃˈඌʝʑʩʥɲϱʮɱᆃͳʱɻᄀDJொᥘɼɲ
ᥛʱɱɻඌʝʛɼʮʮˈʱɻৌᔮʛɼʒϞ˕ˑᆃʮʰʩʥǡ
ʈʴɻٝعՆɼʴʊʧˊ˄̵̛̅ʭʛʎɱɻٝعɼωݰʭৌᔮʱʰʩʬגːᎲ˙ʭʊ
ˑ˙ʭʟɲٝعՆʴʰʊϓංʵʙ˒ω͢ʴʙʮ˘ʝʬʊʑʳʶʰˏʰʊʴʭʵʰʊʭ
ʝˍʌʑɲ
ᆃ ែ
θۂታʒϷષʝʥPVʴͳʭ͜ᄧ಄ԕʱגːᎲ˙ʦʴʒʊʧˊ˄̵̛̅ʛ˙ʴPVʭʝʥɲᮣඌˈታʴʣʴష
ʴʐʱҸːʦʩʥɻ̩˪˴ / ʓˏʓˏลݜɼʮʊʌˈʴ˘Ђᄄʛʡʬᮩʓɱʑʰː̌ˡ̰̃˴̤̰ʭ಄
ԕʱגːᎲˇ˄ʝʥʴʭɱθۂ಄˄ʭᕠʊ̰̃˴̤̰ʭధѿ˘Ϸˑʙʮʒʭʓ˄ʝʥɲʣ˒ʮɱʊʧˊ
˄̵̛̅ʛ˙ʴҸܣ౷ɻ̏˨̧ʾɼˈʟʚʕޡʓʰ౷ʭʟɲ

߿ࠆ᳇ߣ18
ᗵേߩ⑂ౖ
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1日目ダイジェスト
https://www.youtube.com/watch?v=YyrMGR3pK6o

2 日目

鮮魚部門

ͤΗٝΖഄॵϜቅ

ᰍ᧷ˮͬीɰᄁϐɰ
ब࢘ɰΊɰ๛

ᰍ᧷ەीɰᲔᲁᦼϐ
ہˮɰᬷ໐ɰ๛

θɱᲔᲁᦼ᫆ʵɻΗඇցɼʝʬʓʬʊ˄ʟɲɻᏉޡ៣ɼʴϓංʮǡɻͤଭɼʑˏᓫԅʭ
ʓʬʊʰʊϓංʴΗඇցʭʟɲɻեʧᎲϓංɼʴᒈʎʮʵʙʌʊʌᒈʎʭʟɲ
˄ʠʵɱᏉࡠʱʐʛʎʰʗ˒ʶʊʗʰʊʙʮɱʣ˒ʒɻξҸ˒ைᮀɼɲʣʝʬɱၬᔬʴ
ɻᴻ᧼๑႖ɼˈᒈʎ˄ʝʥɲ
θɱͤΗٝΖʛ˙ʵ13ጓʴᄁ۟ˊइܣʑˏɻ៣ᦈɼʝʬʊ˄ʟɲ˄ʥɱɻᆵԙʓαɼ
ˊɻཡओʴᯇƁ̌ˡ̵̵̪̎˨̨Ƃɼʒʙ˒ʑˏǜၬᔬցǝʱᐜʒˑʮ՝ঊʝ˄ʝʥɲ
˄ʩʥʕɻၬᔬց̴ࣽԗցɼʝʬʊʰʊϓංʱʮʩʬʵǡɲ
ɻݶ၈៓ɼʴˎʌʰᆃʦʩʥʵʠʭʟɲʭˈɱˏˈ˹̪ʑˏ˶˼̵̅ʝʥʴʭʟɲ
ᆃ ែ
ͤΗٝΖʛ˙ʵៜటϜʱʵʊˏʩʝˉˏʰʑʩʥʴʭɱʣʴʴధѿᎢʴˊːגːʒɴͤࠡʭʝʥʒɱኵ
ךʴʒɱៜట౼˘ʧˉ˙ʮ៝˙ʭʊʬʕ˒ʥʐʑʘʭɱམːʕ̵̄˼ʴדʗ༗ʝ˘ᜊʌʙʮʒʭʓ˄ʝʥ
źźˊˑʭᆃʝʬʕʦʛˑϓංʛ˙ʴาʯʒɱPVʴᎢʱʮʬˈ֠Նᆋʭʮʬˈ߶ʝʕ৩ʩʬʐː˄ʟɲ
˅ʰණɱθˈۂʈːʒʮʌʚʜʊ˄ʟź

精肉部門

ഄॵϜቅցܕ

ٝعᏅଖᦼ ᄀᲔ3 ᫅
ۚોɰᦈΊɰ๛

ٝعᏅଖᦼ ᄀᲔ3 Л᫅ɰӅɰᡂी ᄀᲔ3 ᦼ᫆᫅
ኪຎɰࠎਥɰ๛

ɻ͢קክԪɼʴᆸܣ᱔ʒᏐʕͳɱɻ2ˮ˼˟̀̔ʴ͢ݢ᱔ɼɻ2ˮ˼˟̀̔ʴ፨ԙᆦ
᱔ɼʴǜ˽̨̓ᦈષǝʟˑʥˇʴૃᄣ̴ૃᜍʴᆃʭʝʥɲ
ɻ˰̅POPɼˊɻщҸ႖60Ǘ80žɼˈʮ˒ˑǜ˶̵̵̎ԙᆦٝعǝʴ୦ഒɱ౹ʱɱɻ
XmasǗभಘٝૃɼʴ୦ഒˈɲʙʴˎʌʱʊ˓˙ʰǜញॄǝʑˏʬʊʕʮɱ˄ʦ˄
ʦǜ͢קክԪǝʴᆸܣ᱔ʴͳʭˈǜໄᢿǝʒʈˑʮ৩ʩʬʊˑ˙ʭʟɲ
ҹʬɻ̧̟̰̄˭ɼʭʟɲɻ͢ݢʘ2ˮ˼˟̀̔ɼɻ፨ԙᆦ2ˮ˼˟̀̔ɼʙ˒ʒ፺
ᒶᦼ᫆ʴɻЂ؞ɼʦʮ৩ʩʬǡɲ
ᆃ ែ
ᒗʱʵʛ˙ʦែʝʭʵɱኪຎʛ˙ʵ፺ᒶᦼ᫆ʭᆃʝʥʊʮʠʩʮ৩ʩʬɴՍՆʛ˒ʬʊʥʮʐᒢʓʝ˄
ʝʥźɴʴՍՆʵʵˊːᎺ್ʱᐜʒˑ˙ʦʰʮ৩ʊ˄ʝʥɲʣʝʬɱθۂʴᆃʭᆃᒊʴɴʒʐʩʝˉ
ʩʬʊʥʴʵցܕʛ˙ʴPPTʴʟʚʛʭʟɲధѿʴˎʌʰPPTʭʝʥɲˊˑʭʵ๎̵̬̎̚ۂ๎ۂˡ̰̅ʴ
ᜍʒᥳցʝʬʊʬɱॱቅʴPCʴ˶̗̀ˬˈᥳցʟˑৌᝯʒʈˑʑˈʝ˒˄ʡ˙ʩɲ

管理職部門

ഄॵϜቅ࢘Ыٝी

ܐᜊন ـಙᄈɰ༹ ๛
ɻࠓʶʰʊᒊʱ֬ෛʰʝźɼʮʊʌʙʮʭʟɲొᥨʵࠓʿʶࠓʼˁʯǜ৽ʕǝʰː
˄ʟɲᔬԋʥʧʴǜ̚˵˴̤̰ǝʒǡؔːʴ˶̵̑̆ʴǜᥫʛǝʒǡࠓ˙ʭʎʬʕ
˒ʶʎʬʕˑˁʯɱ৽ʕʰˑɲʣʙʭɻ֬ෛɼʒᄀ˄˒ʬʕˑɲ
ʣ˒ʒɻ࢘Ыٝीɼʦʩʥʑˈʝ˒ʰʊɲ
ࠓ˙ʭʊʕʮɱɻᦀɼ˘ॺʓࡀʡˑʙʮʒʭʓ˄ʟɲ
ࠓʼʑˏʙʣǜ֬ෛǝʒᄀ˄˒ˑǜ֬ෛǝʒʈˑʑˏʙʣǜ՜ǝʒᄀ˄˒ˑ
ǜ՜ǝʒԅˑʑˏʙʣǜᜊՠǝʒᄀ˄˒ˑǜᜊՠǝ˘ᢧʙʟʑˏʙʣɱǜᎺ್ǝʒ
˕ݪˑɰ˅ʰʛ˙ʙ˒˘˒ʬʵʊʗ˄ʡ˙ɲ

ᆃ ែ
˽̰˶ʒ͢ʊʮʊʌʙʮʭៜటϜʴʵஙথʭ˽̰˶˘᭤ʝʬᮩʓ˄ʝʥźಙকʱʈːʒʮʌʚʜʊ˄ʟ
ɲ̩̓ˡˬ˽̰˶ʒʭʓˑʰ˙ʬɱӬʊźźɰ˄ʥɱᆃʴҸܣ౷̴ᥗܣ౷ʒɻEXILEɼʭʝʥźՉᒊʴޞ
৮ʑˏʴ឵ԖˈᕠʕɻθۂEXILEʴ౷ʒݳʕʬ߶ʝʑʩʥʭʟɼʮʊʌˈݠᮩʓ˄ʝʥźɰᆃˈՠᆋʭʙ
ʌʊʌጢႵᒭʴʴҥʭѾʗˑʵरʡʦ˓ʌʰʮʞ˄ʝʥɲ

߿ࠆ᳇ߣ18
ᗵേߩ⑂ౖ
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2日目ダイジェスト
https://www.youtube.com/watch?v=8qOwwnZeVbw

特別協賛：
٥ئ
ՠԼ҄
ݙ௹ۀՃ

᪥ᮏ⤒Ⴀ䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖ᰴᘧ♫㻌௦⾲

Ỉඖ䚷ோᚿ
⤒῭⏘ᴗ⮧Ⓩ㘓୰ᑠᴗデ᩿ኈࠋ
ࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡢࢥࣥࢧࣝࢸࣥ
ࢢࡢࠊ͆ὶ㏻ᴗࡢ⦕ࡢୗࡢຊᣢࡕ
ᴗ͇ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᑠᴗᑓ㛛ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺᩍ⫱ 79ࠕၟே㸦࠶ࡁࢇ㸧
ࡡࡗࠖࢆ⏬㐠Ⴀࠋ
㸦KWWSZZZDNLQGRQHWFRP㸧

ἅἚ ᵮᵭᵮ
ݙ௹ۀՃ

ᒣཱྀⱱ䝕䝄䜲䞁ົᡤ㻌௦⾲䚷

ᒣཱྀ䚷ⱱ

結

果

発

ົᡤタ❧ࢆᣳࡳ㸱㸶ᖺΏࡾࢥࢺ323
ࡢ〇సᣦᑟ࣭ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺᚑࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊ಟ࡛㸳ேࡢཷ
ㅮ⪅ࢆᣢࡘࠋᖖ⌧ሙ࡛࠾ᐈᵝࡢኌࢆ
⪺ࡃࡇࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ಙᛕ
ࡢࡶࠊỈඖࢱࢵࢢࢆ⤌ࡳࠊࢥࢺ323
ࢆఏ࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

表

最優秀大賞
▲鯛祭りを実施
通常であれば SKU を広げれば良いと
考える企業が多いが、受賞者は全国
各地の鯛を 11 種類も品揃え。
ロス対策のために様々な展開を実施
した。

株式会社いちい

蓬莱店

渡邊

鮮魚チーフ

大輔

▲鯵祭りを実施
鯛祭りをさらに進化させて、ブラン
ド鯵を商品化し、自家製の干物まで
展開。
大衆魚としては異例の 14 万 9 千円
の売上、粗利は 46.5% を確保。

▲鯛祭りを実施
売上構成比の５０％を惣菜化とハー
フデリで展開することを決め、利益
を確保する計画を実施。
そのために惣菜コーナーを増設する
という力の入れよう。

▲鯵祭りを実施
増設した惣菜売場では 258 円のアジ
フライが午前中だけで 50 枚完売とい
う異常値を達成。
鯵の竜田揚げバーガーなどの展開も
NEW への挑戦として評価。

様

審査員より
売場展開や商品化はどこも取り組んでいるが、
受賞者は企画の中で、売上の異常値だけでなく
利益の異常値もとっていた。
その取り組む姿勢がエントリーの中で一番感じ取れた。
そこを評価いたしました。

▲丑の日
女子力の活用と徹底した事前予約を
展開。中国産から国産に切り替え、
売場ではコト POP、店舗外では炭火
でのライブ販売を実施でウナギの昨
対比 125.5％を達成した。

▲丸魚マーチャンダイジング
お盆商戦に向けて丸魚の強化を行っ
た。強化策としてスタッフ全員で売
場の大改造。全国各地からの漁港か
らの調達と丸魚マーチャンダイジン
グを徹底的に実施した。

売場部門大賞

コト POP 部門大賞

株式会社マルヨシセンター
西淡店

高島
西淡店

後藤

生活協同組合おかやまコープ

店長

邦明

コープ林田

様

勝浦

精肉キャスト

寿々代

グロッサリー

智恵子

様

商品化部門大賞

山成商事株式会社
惣菜部バイヤー

延命
穴水店

昭弘

惣菜部門チーフ

小澤

様

審査員より

淳志

様

審査員より

審査員より

「経験価値」を重視した企業から
学び、実践した結果、売場に開放
感を出す工夫や什器にもこだわっ
た売場作りを実現。また、精肉部
門売場では、本物のテントを使っ
て BBQ をイメージした売場を表
現。コンセプトを見事に現実化し
た点を評価しました。

様

お客様からの支持率アップを目指
した数々の展開を実施。「売りた
い」ではなく、
「買いたくなるよ
うな楽しい仕掛け（コト）
」とい
う考え方のもと、コト POP を上
手に使って買上点数アップを狙っ
た。その結果もしっかりと出てい
る点も評価しました。

今のトレンドでもある「ローカリ
ズム」
、
「取引から取り組みへ」、
「他
部門とのコラボレーション」を
しっかり理解した上で、差別化・
独自化の商品化を実現した。
また、ハレの日にもしっかりとし
た方向性で商品化を行った点を評
価しました。

リスパック大賞

審査員より

株式会社エヌ・マート
鮮魚部

田中

福子

様

「調達力のその先へ！」と題し、調達力を強化するだけでなく
その先の究極商品加工革命に取組まれました。
その取組は徹底的で、スーパーマーケットの鮮魚売場では見た
こともない、料亭顔負けの商品化を実現しています。
母の日には「まな皿シリーズ」を使用し、マグロのカネーショ
ン盛り合わせを商品化され、見て嬉しい、食べて美味しい独自
化商品です。
また、
「トレーに負けない商品開発」を意識されており、素晴
らしい加工を加えた食材をリスパックの透明トレーに柄を配色
した容器に盛り付ける事で、鮮度感あふれる究極の商品となっ
ています。
小売業様とは思えない料理人のような商品加工に対する情熱と
商品づくりに対して感銘を受けました。
数字につきましても、鮮魚部門全体売上で昨年対比 115%、
刺身では１２５％と、素晴らしい結果を残されました。
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1 年以内に自社より
資本力がある競合店
の出店計画がある
企業様必見の
競合店対策教材！
小型店舗が
大手競合店に対抗
する模様を
4 ヶ月に渡って
密着取材！
第1回
（1 年半年前〜 79 日前）

ディスカウント競争が全国的に激しくなってきたスーパー
マーケット業界。大手競合企業の出店も加速しています。そ
の中で、中小企業はいかに立ち向かっていくべきか…。この
番組は、実際に大手競合店が自店の 500m 先に出店してきた
「丸正総本店」様の取り組みに密着取材し、その「対策」の模
様をまとめたものです。戦略指導を行うのは「スーパーマー
ケットのブルーオーシャン戦略」の第一人者でもある水元仁
志（日本経営コンサルタント・代表）。自社の強みと弱みを見
抜く方法や、現場ですぐに着手できる戦略がこと細かく収録
されています。
経営者目線での再確認はもちろん、幹部の方々や現場で働く
従業員のみなさまのご視聴をオススメします。

準備を試みる丸正総本店。「ファイブウェイ・
マーケティング戦略」に基づいて、自店の尖
りを伸ばすことに奮闘する。「自分たちにで
きることは何でもする」という信念の元、鳥
居店長率いる丸正総本店の 1 年間の「対策」
の取り組みをご紹介する。

第２回
（79 日前〜 50 日前）

志が指摘。さらに、丸正スタッフへの「戦略
指導＆コンサルティング」も実施。これまで
の戦略の悪い点と良い点を整理し、競合店対
策の戦略を立て直す。

▲1 年前の事前調査では完敗。
この状態からいかにして 対策 したのか？！

第４回
（21 日前〜８日後）

第３回
（50 日前〜 21 日前）

●競合店出店前後を学ぶ

●直前での取組みを学ぶ
●店舗強化の基礎を学ぶ
●事前準備を学ぶ
1 年半後に半径 500m 圏内に大手競合店が出
店してくることが分かった丸正総本店。この
ままでは出店後の売上は７０％台まで落ち込
むであろうとの危機感から、あらゆる手段で

前半では、丸正総本店の競合店対策として
のイベント販促をご紹介。販促会議の模様
やイベント作りの考え方を学ぶ。
後半では、競合店出店を目前にして丸正総
本店の売上・客数は急降下。客離れを引き
起こす要因を経営コンサルタントの水元仁

水元仁志の指導によって戦略は軌道修正。時
間がない中でも売上・利益を改善できる取り
組みをご紹介。単価政策や商品構成など、競
合店に対抗するための基本的な考え方から、
すぐできて即効性のある取り組みの数々は必
見。「やらなければいけないこと・やっては
いけないこと」を実際の店舗の実例から学ぶ
ことができる。

「会社の存続をかけた “競合店対策”。
ファイブウェイ・マーケティング戦略を駆使して
競合店出店後も昨対比１００％を維持する手法！」

第 2 回の商人伝道師こと水元仁志による緊急セミナー
の際に指摘されたのが、
「平均１品単価」
。
それまで丸正総本店は高単価のこだわり商品の売り込
みを意識するあまり、
「平均１品単価」が高騰していた。
いわゆる「客離れ」の現象も起きており、その原因に
もなっていた。

競合店対策を行う上で重要なのが「ポジショニン
グ」
。丸正総本店は本来「チャレンジャー」でなけ
ればならないのだが、知らず知らずのうちに「ニッ
チャー」の戦略をとっていた。いかにして軌道修
正したのか？「第３回」でご紹介しています。

いよいよ競合店出店を迎える丸正総本店。
カメラはその模様にしっかり密着予定。
これまでの取り組みによって、どのような結
果が出るのか？そして、取り組みの軌道修正
は必要なのか？どのように修正していけばよ
いのか？
もちろん、出店前後に行うあらたな取り組み
もご紹介いたします。

「ファイブウェイマーケティング戦略」とは、
価格・サービス・アクセス・商品・経験価値
の５つの要素で、
「尖りレベル」
、
「差別化レベ
ル」をそれぞれ１つ作ることで競争の優位性
を出していくという戦略。

番組中にはコト POP 伝道師こと山口茂デザイン事務所
の山口茂先生も来店。丸正総本店のコト POP のクリ
ニック風景も取材しております。
売場でのコト POP の具体的な展開方法や商品を際立た
せる手法など、小型店舗だからこそできるコト POP の
アドバイスをしています。

密着取材裏話

このドキュメントの制作にあたり、丸正総本店様
の店舗に頻繁に訪れていた商人ねっとスタッフ。
その取材の中で起こった様々な「裏話」を取材担
当の☆たけとａｋｉｒｅがご紹介します。

①タイガー村上さん
丸正総本店の名物となっているの
が「丸正レンジャー」
。店内に突然現
れ、来店中の子どもにお菓子を配り、
イベントの際には店内を盛り上げる。
そのレッド役が村上 智さん。別名「タイ
ガー村上」さん（社内報での名前？）
。
取材中もタイガー村上さんは常にレッドの
衣装を着用。むしろ、これ以外の服装は見
たことがないほど…。第２回で商人伝道師
が緊急セミナーを開いた際にも、よく探し
ていただくとレッド姿のタイガー村上さ
んがいます。普段は店舗から歩いて５分
の本部で仕事をしているそうです。
いつも鳥居店長と共に店を盛り上げ、
鳥居店長からも一番信頼されている方
でもあります。この２人でよくセミ
ナーにも参加されているそうです。
なぜか酔っ払うと片言の日本語を喋
り出す、謎多き人物です。

②競合店オープン当日、
ガラスが…！
競合店オープン当日。お店へ伺うと違和感が…。
実は入り口横のガラスが割られてなくなっていました！
話を聞いてみると、お店が閉まっている夜中に酔っぱら
いに全て割られてしまったのだとか…。
幸いにも保険が効いて大きな損害は無かったようですが、
競合店オープン当日に交換作業が入ることに。
競合店対策の他にも思わぬ事件と戦っていた丸正総本店で
した。

④朝の掃除

③鳥居店長のすごさ！

鳥居店長は毎朝、店の前の道路
を清掃されています。誰から言
われたでもなく、自分で決めて
始めたのだそうで、長年ボラン
ティアで丸正近辺を掃除されてい
る先輩からも「本物」と認められる
ほど。
（第３回で少し登場します）
この掃除の模様も取材させていただきま
したが、競合関係にあるコンビニの前や、
車道の溝、横断歩道の向こうまで…
本当に細かいところまで清掃されています。
最近では他企業からも、わざわざ掃除をさせ
てほしいと来くることもあるようです。

ショッピングセンター丸正総本店の鳥居店
長はとにかくなんでも知っています！！
弊社のインターン生と取材に訪れた時も名
前を知っていてくれました。インターン生も
感動！！
また、鳥居店長はとにかく勉強を怠りません。
肉のびっくり市のイベントや店舗視察セミ
ナー、実践会、などなどとにかく様々なイベン
トやセミナーでお見かけします。
お店を取り仕切り、日々の勉強に明け暮れ…と
にかく頭が下がります。
鳥居店長をみていると、「私ももっと頑張ら
ないとな―」と思いますし、なんだか元気
が出ます！
取材中に膝を壊したと知ったときは、心配
してしまいましたが、体質改善されて、
爽やかになっておりました！
次回の年末の取材時には、更に爽
やかになった鳥居店長が見られ
ると思います！！

⑤取材以外でも…
今回の番組取材が一段落したのが 10 月前半。商人ねっ
と映像スタッフは、そこから「第 18 回やる気と感動の
祭典」へ向けた本格的な準備へと入りました。
その中でも、セミナーの肝となるオープニング映像の制作は
毎回スタッフの頭を悩ませます。なぜなら、2 日間のセミナーで学ぶべきことを短時
間で印象付けなければならないからです。
そこで今回、あらたに挑戦することとなったのが、
「スーパーマーケットで働く方々の視
点を撮影してみる」ということでした。この撮影の協力をしていただいたの
が丸正総本店様。左の写真のようにスタッフの皆さんに特殊なカメラを付け
ていただき、仕事の風景を撮影させていただきました。
10 月 27 〜 28 日に大阪で開催された「第 18 回やる気と感動の祭典」に参加され
た方は御覧頂いた通りです。
また、この時収録した映像を使って、大好評番組の「商売繁盛虎の巻」の新オー
プニングも作られています。

今、日本で最も注目を集める講師陣に囲まれてあらゆる角度から 2016 年の
ニューマーケットを学ぶことで、激動の時代を生き抜く道を切り開く 2 日間

新春特別セミナー

2016
016 年

1 月 26日（火）〜 27日（水）

会場：新横浜国際ホテル

主宴会場

クイーンズホール

日本経営コンサルタント株式会社 / 商人ねっと株式会社

主催
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