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第15回

We Study
The Excellent Super-Market
in USA

気づきと驚きの
アメリカ視察セミナー
ポートランド・シアトル 特別レポート

過去最高！
参加者 1,025 名・参加企業 248 社

グロッサリー＆調達部門・鮮魚＆調達部門
精肉＆女子力部門・女子力甲子園・特別発表
青果＆お取り組み部門・デリカ部門・店長部門

「尖り」
・
「個性」
・
「新しさ」
「強みの最大化」の手法とは…

全部門徹底レポート
ṺṳṭṵṿṺ

●スーパーマーケット実践会
水元仁志によるセミナーの新常識！東京・名古屋・大阪にて毎月実施中！
● 「第 11 回売場大賞 〜 Xmas・年末年始商戦 2015 〜」
「第 12 回売場大賞〜節分・ひな祭り 2016 〜」 結果発表！

第15回
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気づきと驚きの
アメリカ視察セミナー
We Study The Excellent Super-Market in USA

ポートランド・シアトル 特別レポート

商人伝道師こと水元仁志主催のアメリカ視察セミナーはとても ユニーク です。
その一つが、「旅行会社の添乗員が同行しない」ということ。理由は、「現地との打ち合わ
せを事前にしっかりと行っているので必要ない」からです。その代わり、弊社社員 2 名
が必ず同行します。全てのフォローを徹底的に行います。
そして二つ目が、「すべての訪問先にアポイントを取ります」ということです。他の視察
セミナーではありえないことです。「日本を代表して堂々と視察したい」という一貫した
考え方からです。それを実現してくれるのは現地コーディネーターの「稔子・ウィルソン」
先生です。今回も現地滞在中は同行していただきました。
三つ目は、
「とにかく学ぶセミナー」であるということ。今回も、朝 8 時から夜 18 時までみっ
ちり学んでいただきました。
その他にも、超一流ホテルに宿泊したり、食のプロなので、夕食にも徹底的にこだわります。
さらにそのためか、女性の参加者がものすごく多いことも特徴です。
「第１５回気づきと驚きのアメリカ視察セミナー」では、アメリカ人が住みたい街 NO,1
のポートランドからはじまり、文化レベルの高いシアトルの２都市で独自化を競い合う
スーパーマーケットを視察しました。その中から、ポイントとなるいくつかの企業をご紹
介します。

ディスカウントのウォルマートが
「中流階級」をターゲットにした新業態
今、ウォルマートが奨めているのが、「money
back 100% guarantee」。いわゆる「新鮮でな
かったり、おいしくなければ返金します」とい
うサービス。
今まで「ミート」部門だけだったが、「青果」部
門まで拡大している。「We promise」。この言
葉がウォルマートの意気込みをあらわしている
ように感じる。
さらに、ウォルマートがすすめている「ケージ
フリー」たまご。そして、ウォルマートでも「オー

伝統的スーパーマーケットの
リノベーション店舗
昨年 9 月リニューアルしたばかりの「アルバー
トソン」の視察。伝統的スーパーマーケットも
「オーガニック」や「ナチュラル」を当たり前の
ように展開しはじめている。
さらに今、アメリカで大ブームの「ギリシャ・ヨー
グルト」の「オイコス」のフェースがますます
拡大している。
「グルテンフリー」も、伝統的スーパーマーケッ
トでどんどん展開しはじめている。
さらに、「少量パック」もどんどん展開してきて
いる。
そして、ストアーマネージャーへのインタビュー
では、競合店対策を「カスタマー・サービス」
で行っているとのこと。衰退傾向にある「アル
バートソン」もがんばっています。

ガニック」がどんどん品揃えされている。
ディスカウント企業が「中流階級」を狙って
きている。本当に、怖い企業だとつくづく思
う。
「ローカル」の強化・「オーガニック」の強化
「フレッシュフード（生鮮）」の強化。
日本の企業と同じようにウォルマートも「小
型店化」は苦労されている。
ウォルマートのことだから、どんどん進化さ
せてくることでしょう。

「生鮮のディスウント」では
ウォルマートもかなわない企業
売上構成比２０％もある看板部門でもある「青
果部門」。
「ヒスパニック系」が多いのか「唐辛子」
の品揃えが多い。
そして、「ウィンコ」というと「バルク販売」。
圧巻の「ミート」売場。
「コラボレーション販売」
が徹底しており、参考になる売場が多い。
この店舗の年商は約６0 億円。一人あたりの買
い上げ点数なんと３５〜５０…（平日と週末で
違う）。
また、
「プライスチェックチーム」なる専属の「競
合店価格調査チーム」がいて、毎週チェックし
ているらしい。
その結果を元に、生鮮でディスカウントしてい
ることを POP で徹底的にアピールしている。

高所得者をターゲットにした「高級グルメ
スーパーマーケット」
「ウォルマート ネバーフットマーケット」から車でわずか 10 分の所
にある店舗。青果売場は、もう芸術の域。
「デリカ売場」はスーパーマー
ケットのデリカの域をこえている。さらに、グロッサリーのオシャレ
なつき出し陳列。
まさに「芸術的な売場」。そりゃそうです。「高所得者」層をターゲッ
トにしているのですから…。
「１日平均 1,500 人」の客数で「客単価 4000 円」。すごく効率の良い
店である。粗利益率は 40％前後。従業員数 60 名前後で 20 億円 / 年
を売る。かなりの「コストパフォーマンス」の高い店である。
参加者は自分の店との違いに愕然としていました。

ここ数年で急激に進化している
伝統的スーパーマーケット
地元オレゴン州を中心にドミナント展開してい
る企業。全米ナンバー１のスーパーマーケット
「クローガー」の傘下にある企業でもある。この
店舗は「２１世紀型」に挑戦している最新店舗。
店内はホールフーズマーケットばりの店づくり
である。
以前までの店舗との違いは、何と言っても「イー
ターテイメント性」。デリカは今までみたことの
ないような売場の広さと品揃え。さらに、「回転
寿司」がある。「ホールフーズ」の品揃えを目指
しながらも価格は 3 分の 2 〜２分の 1 の価格。
さらに、この店舗の店長は「伝説の百貨店」」 ノー
ドストローム から引き抜かれた。 ノードスト
ローム のカスタマーサービスを導入しようと

「人間力」と「サスティナブル」の
素晴らしい企業
「サスティナブル」で全米№１といわれる企業。地元の
お客様から圧倒的な支持を受けており、あのホールフー
ズより圧倒的に集客している企業でもある。
店舗に入ってすぐ目に飛び込んでくるのが「ソリュー
ションコーナー」。今日のおすすめ商品の試食コーナー
である。
青果売場の商品一つ一つに「コンセプト」のあるＰＯＰ
がついている。コンパクトだが、かなり「インパクト」
ある売場。
「バルク」コーナーは、ほとんどが「オーガニック」。そ
のバルク商品を「人つき試食」している。
「ミート」売場には、どんな肉を扱っているかが表示さ
れており、「シーフード」では、 サスティナブル の表
記がされている。日本も必ずこうなります。
そして、「デリカ売場」では「オーダー」売場あり、全
米初の オーガニックベーカリー コーナーあり…
ものすごい「イーターテイメント」売場である。
ホールフーズマーケットを上回ったのではないかと思う
ぐらいの進化をとげていた。
そしてなんといっても、「人間力」はピカイチ。
「ハイパーローカル」戦略・「サスティナブル」戦略・「エ
シカル」戦略など、私たちが学ぶべきことがたくさん詰
まった店舗である。

ＰＢ比率が９０％
「商品力」とオペレー
ションの“シンプル化”
での「人間力」で
圧倒的な人気
アメリカ国内に３６５店。独特の商品開発が得意で、
全商品の８０％以上はＰＢである。
創始者の発想が時代とマッチングしてＴＲＡＤＥＲ
ＪＯＥＳ ファンを生み出した。
商品の特徴は、「高品質低価格」。高品質なのにとに
かく安い。これは魅力がある。さらに、「ユニーク
な商品が多い」。女性の感性にひっかかる商品が多
いのも特徴。 日用品 や サプリメント ・ 嗜好品
など特に多い。そして、「シンプルさが逆に魅力を
出している」。日持ちのしない商品は一切売らない。
よって、デリカなどない。そういうシンプルさが魅
力につながっている。

スターバックスからＣＥＯを招いて
イノベーションを行おうとしている
企業の新店。
アメリカで自然食、オーガニックなど扱う生協としては
ナンバー 1 の企業。その最新店舗の視察。
「オーガニック＆ローカル」のみの青果売場。「コンセプ
ト」に沿った売場はみごとでした。
そして、子供が来るとフルーツをプレゼントする
「FREE FRUIT FOR KIDS」サービス。さらに、ＰＣ
Ｃが学校にいろんな商品を持って行って、子供たちに試
食してもらい、人気のあった商品を POP で表現してい
る「KID PICKS」。
さらに、「ピクルス」のバルク販売。
デリカ売場では、シェフがインストアーで加工している。
その材料は全てＰＣＣで扱っている商品。
デリカではもう１つ、「レンジアップ商品」がものすご
く品揃えされていました。実は、アメリカのスーパーマー
ケットは今まではあまり強化していませんでした。なぜ
なら「冷凍食品」が強かったからです。ところが、スト
アマネージャーへのインタビューで質問したところ、
「急
激に伸びている」とのこと。日本にもこの流れは確実に
やってくるでしょう。
まさに「気づき」と「驚き」の視察となりました。

青果部門「売り上げ
構成比４０％」以上
を誇るユニークな企業
地元の「オーナー企業」でとにかく個性がある。
オーナーの宗教上の理由から豚肉やアルコールは品
揃えがない。そんな店は絶対に売れないと思います
よね…。それが 大繁盛 しているんです。
その秘密が「青果売場」。圧倒的売場と商品の品揃え、
さらに「圧倒的な鮮度」。それも基本的には全て「ロー
カル」。農家の持ち込み商品あり…。地元市場から
の商品がほとんど…。とにかく徹底した「ローカル」。
青果だけで「売り上げ構成比４０％」以上を誇ると
いうから驚きだ。
試食コーナーは、なんと、「幌馬車」。
圧倒的な集客でした。

グルメ、健康志向、ナチュラルオー
ガニック商品を提供する世界的企業
今回の視察セミナーの最後の視察店舗。
自社基準 でしっかりと管理した「ローカル」商品が
満載。POP でキチンとそのことをアピールしている。
ホールフーズの「基準」に完璧に合格している商品には
「BEST」シール、ホールフーズの「基準」に一部合って
いない「ローカル」商品は「GOOD」や「BETTER」の
POP がついている。最近では、企業理念である「厳格
な基準」を少し緩めて、「安さ」をアピールしている商
品もある。これも時代の流れかもしれない。
商品をよくみると「インストアーで作っています」や、
「オーガニック」もシール化してきている。いわゆる、
「見
える化」の徹底である。この企業はすごく変わってきて
いる。
ホールフーズは今、「オーガニック」でなく「ローカル」
にシフトしているという。
なぜなら、オーガニックで差別化できなくなったからで
ある。よって、ローカルにシフトしている、とのこと。
こういうことがわかるのは、この「気づきと驚きのアメ
リカ視察セミナー」しかないかもしれません。

クローガーのＣＥＯが
ベンチマークしている
企業
「QFC」とは、ＱＵＡＬＩＴＹ ＦＯＯＤ ＣＥＮ
ＴＥＲの略である。今回視察したＵＮＩＶＥＲＳＩ
ＴＹＶＩＬＬＡＧＥ店は数年前までＱＦＣの中でも
繁盛店 No.1 であった。
しかし、 昔の輝き はなくなっていた。
理由は、Whole Foods Market が近くに出店した
為である。唯一すごいのが「Kosher」コーナー。
いわゆるユダヤ人向けの商品。肉のカット方法や血
抜きの方法が違うのです。この「Kosher」コーナー
があるのはこの企業ぐらいです。
決して、悪い店ではありませんが 競争力 という
点では難しい。アメリカのスーパーマーケットの進
化のすごさを感じた店舗でした。

アメリカの
ス パ マ ケット
スーパーマーケットに行くなら
オ
オススメの食べ物
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ウマイ！
もう１杯！

外国食に
飽きたら…

朝食に
最高！

オススメ店舗
オススメ店舗
オススメ店舗

スープ

ケールサラダ
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第 15 回 気づきと驚きのアメリカ視察セミナー
スタッフレポート

ࡇࡕࡽࡣࢫࣃࢥࢹ⣧ࡉࢇࡀ࠾ࡶࡴࢁ㈙ࡗ࡚࠸
ࡓࡢࢆࡘࡲࡳ㣗࠸ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
᪥ᮏ࡛ࡢࠕࢣ࣮ࣝࠖ࠸࠺ⱞ࠸࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࡀࠊࡇࡕࡽࡣࢧࣛࢲ⏝ࡢရ✀ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡃⱞࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡉࡗࡥࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢ⃰ཌ࡛ࠊ࣡ࣥࡼࡃྜࡗ
࡚ࣅࢵࢡࣜࡋࡲࡋࡓࠋ

やきそば

ࠕࢽ࣮ࣗࢩ࣮ࢬࣥࢬ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡛ࠖཧຍ⪅ࡢ᪉ࡀ
㉎ධࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢฟࡃࢃࡋ࡚ࠊᑡࡋࡔࡅヨ㣗ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
᪥ᮏࡢࠕࡸࡁࡑࡤ࡛ࠖࡍࠋࡋࡋពእࡶ࢟ࢳࣥ
ࡋࡓṇ⤫ὴࡸࡁࡑࡤ࠸࠺ឤࡌࠋ᪥ᮏ㣗ࢆ㣗
࡚࠸࡞ࡗࡓࡏ࠸࡞ࡢ͐༳㇟ṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡤࡢ✀㢮ࡸࢯ࣮ࢫࢆ㑅ࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ

アメリカは「優しさ」の国だった !
Text by ざっきー
商人ねっと 映像事業部 新入社員の宮崎です！皆さんからは ざっきー と呼ばれています☆彡
新人から見たアメリカ視察セミナーの「気づき」とは…！ほんのちょっとですが御紹介いたします。
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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
ート！！
ポ
レ
ー
ナ
ミ
セ
〜１日目〜
勇気をもらった
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感動的発表だった

グロッサリー & 調達部門
丸正チェーン商事株式会社

執行役員 商品部部長 一般食品部チーフバイヤー
村上 智 氏

高い目標（日本一）を掲げ、異常値販売すれば大きく結果が変わ
高い目標（日本一）
本一）を掲げ
を掲げ、異常値販売すれば大きく
を掲げ、異常
すれば大きく
大きく結果が変わ
ることを学びました。
異常値の対義語は正常値ではなく経験値。“経験値” の基準を上げ
ることが売上・利益の最大化につながります。
「東京の隠れた逸品」では、“独自化企画や商品” が見つかりまし
たね。異常値への挑戦、期待しています。

精肉＆女子力
精肉＆女子力部門

株式会社ウシオ（グッディー）

商品部次長 加工肉 精肉バイヤー 石倉 満 氏
平田店 加工肉 精肉担当 福田 時子 さん
北部店 加工肉 精肉担当 高橋 さよ子 さん

相場高騰が続く中、
騰が続く中、どのようにし
どのようにしたら“売上高を最大化し”、
うにしたら“売上高を最大
うにし
を最大化し”、“利益を最高”
を最大化し”
に出来るのか…そして「女性 1 名で 1 日最高 300 万円を売る秘策」
「年
間固定相場の導入」
「産地から牧場へ」
「戦略的冷凍」
「輸入肉の “安さ”
からの脱却」も学びました。
「センター運営すると売上が落ちる」という常識を１８０度覆した発表
覆した発表
覆した
発表
しょう。
しょう
。
でした。精肉部門は「戦略部門」。戦略で違いを出していきましょう。

特別部門
門

株式会社東武

鮮魚部門長

門脇

慶政

氏

競合店出店の中、V
出店の中、V 字回復した挑戦の発表でした。
字回復した挑戦の発表でし
字回復
表でした。
「ハイパーローカル」
「魚は安さより価値…」「仕入れから調達への
進化」「意識化による利益改善」「業績アップのカギは “意識化”」
“人（ヒト）の見える化” “丸魚マーチャンダイジング” にもっともっ
と挑戦していきましょう。復興を応援しよう！
「三陸の逸品」の調達が独自化・差別化につながります！！

感動と衝撃の

夢を与えてくれた

19 回目にして初！！

株式会社ホーマス・キリンヤ

21 世紀型店
舗視察セミナー
7/10 〜 7/11 開催 !!

営業統括本部長 中野 悟 氏
ウンター担当 今泉 陽子 さん
東武イーストモール サービスカウンター担当
シュシュ・ド・クルール 取締役本部長 宮本 達也 氏

今までの “常識” を
を真っ向から否定した取り組み発表でした。
真っ向から否定した取り組み発表
取り組み発表
み発表でした
「カスタマー・サスティファクション」から「カスタマー・エクス
ペリエンス」へ…。今、明らかに「パラダイム・シフト」が起き
ようとしています。今までの常識が非常識になろうとしているの
です。勝利者になる為に “ニューへの挑戦” をしていきましょう！
ょう！

女子力甲子園
女子力甲

株式会社主婦の店尾鷲
「チーム ZERO（チームゼロ）」
事務マネージャー
大山 かづい さん
CS トレーナー
内山 智子 さん

バックオフィ
バックオフィスの仕事は常にマイナスからのスタート。
事は常にマイナスからのス
らのスタート。
らのス
最高値はゼロ（０）。
「バックヤード在庫ゼロ」
「遅延伝票ゼロ」
「お客様のクレームゼロ」
「電話連絡ゼロ」「離職率ゼロ」などの【ゼロへのこだわり】。
「バックオフィス（事務職）
」の方々に希望や勇気を与える発表で
発表で
した。

株式会社山彦
「Princess Kicky（プリンセス キキ）」
南大通店 マネージャー 野村 治美 さん
企画 濱田 千恵美 さん
南大通店 洋日配担当 市川 若奈 さん
弥富店 洋日配担当 棚橋 紋女 さん

風評被害のドン底からはい上がり、リボ
風評被害のドン底からはい上がり、リボーンへの挑戦。
、リボーンへの挑戦。
、リボーンへ
“リボーン” は終わりではなく、これからが本当の始まり。
「女子力の凄さ」をまざまざと見せつけた発表でした。
「女子力」の異常値販売・“大試食会” が圧倒的な集客につながる。
女性が “本気” になれば、岩をも砕くパワーになる。
「大試食会」に挑戦してみてください。
「女子力」のフル活用で異常値に挑戦してみて下さい。

〜 2 日目〜

これからの指針を示してくれた

青果＆お取り組み部門
有限会社アルファー

代表取締役社長 吉田

清一郎

ᇹ ᵏᵗ ׅởỦज़ẅṕἝἷὊồỉਪṖ
毎回新たな企画に挑戦し続ける「やる気と感動の祭典」
第 19 回目にして初めて行われた企画をまとめてみました。

氏

ṾἝἷὊẸỉ ᵏṾ

「特別栽培」や「有機」農産物の可能性について学びました。
機」農産物の可能性につい
について学び
について学びました。
「特別栽培」や「有機」農産物が高い最大の理由は物流量
「みんなで取扱量を増やして、物流量を増やそう !!」
「これから必ず『特別栽培や有機』の時代が来る !!」
という信念を経営者を含め、全員が共有化し、執念を持って
り組
取り組んでいけば必ず売れてくるのです。時代が来てから取り組
んでも遅い。今から取り組む必要があるのです。

すごい発表だった

デリカ部門
デリカ部門
門

イータテイメント
店舗視察セミナー
9/5 〜 9/6 開催決定 !!

惣菜商品部マネジャー 山下
下 秀樹 氏
惣菜商品部アシスタントマネジャー兼商品開発セクションマネジャー
ネジャー
ネジャ
ー 高橋 克郎 氏
クリエイティブ パフォーマー 西尾 優加 さん

「おいしさ」と「健康」への徹底した “こだわり”
「おいしさ」と「健康」への徹底した
“こだわ
こだわり”
り” が看板になるこ
が
物（モノ）
」に「心（ここ
（こころ）
」と書く「惣菜
」
とを学びました。
「物（モノ）
」に「心（こころ）
」と書く「惣菜」
を追求しつつ…「カスタマーエクスペリエンス」を最大化する。
ますます進む女性の社会進出や高齢化の中、“惣菜” は今以上にク
おいし
ローズアップされてきます。地域のお客様の為に、“本物のおいし
さ” や “健康に良い惣菜” に挑戦していきましょう。

執念を見せつけた
店長部門

主婦の店尾鷲様による≪バッ
クオフィス（事務部門）の発
表≫バックオフィスの方々が
会社に貢献するためのヒント
がたくさん見つかりました。

ṾἝἷὊẸỉᾁṾ

アルファー様による≪お取
り組み企業（仲卸企業）様
の単独発表≫お取り組み企
業様の単独発表は今回初
チャレンジでした。

ṾἝἷὊẸỉᾂṾ
東武様による≪特別部門発表
≫初の【特別部門】発表で 21
世紀型売場の方向性を示して
いただきました。

ṾἝἷὊẸỉᾃṾ
≪ランチ＆商談タイム休憩≫
（1 日目）初のランチタイム休
憩で、出店ブースも大盛り上
がりでした !!

ʻࢸểờ Ẑૼ҄ Ὁ ᡶ҄ Ὁ ข҄ẑ ẲḠ ḛჇ̖ ίૼỉ̖͌ὸḜ ửᡙẟ൭ỜềḠ
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熊本地震義援金
第 19 回「やる感」開催直前の 4/14 の夜、熊本県熊本地方を震央と
するマグニチュード 6 以上の大きな地震が発生。
その後も熊本県や大分県を中心に、大きな地震・余震が相次いでい
ます。
九州方面から「やる感」にご参加予定だった企業様の中にも、欠席
せざるを得ない状況となる企業様もありました。
「やる感」の会場でも「熊本地震義援金」を募り、
・皆様からの善意のご寄付（セミナー開催中）
・セミナー会場ホテルからビッグサイトまでのバス代金
・日本経営コンサルタント株式会社より 50,000 円
を合わせまして、トータル 82,775 円を熊本県を通じて被災者の方々
にご寄付させていただきました。

店長部門

株式会社いちい

蓬莱店
蓬莱店

店長 平子 成人 氏
デイリー担当 海老原

靖典

氏

「自粛ではなく、積極的に…」
「Old Management」から「New
Management
「New Management」への進化が店を活
Management
ent」への
ent」への進化が店を活
性化するということを学びました。仲間を信じ、
自由
（権限）を与え、
責任を意識化させれば、店は変わるのです。入社 3 年目のヤング
パワーの発表も同時にありました。「自分がわからないことは、お
客様に伝わらない」んです。経験がないことはデメリットではなく、
一つ一つの経験が若いみなさんには学びになるのだから、メリッ
リッ
トなのです。若者たちよ！期待しているぞ！

ダイジェスト
1 日目

ダイジェスト
2 日目

みんなで、「熊本」の農作物を売り込んで、
熊本の方々の支援をしていきましょうよ。

「自粛より元気にどんどん熊本や九州の商品を売ろうよ！
義援金もいいけど、半年から１年というスパンで
積極的に売り込んでいこうよ！！」
「それが最大の義援になるよ！！
“がんばれ！熊本” のキラー POP つけて…」
それが、我々のできる “義援” になるのではないでしょうか。

Change People! Change Future!
人が変われば、（会社の）未来が変わる！！
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開催前日ではじめて会い、
最終日までの 3 日間。
皆で協力し様々な経験を通して
どんどん成長していきました。
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今回のやる感「チャレンジャーズ」の
皆さんは、本当に本番に強いメンバーでした！
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サイボウズ上でのやり取りが進まない状況を
見かねた商人伝道師より
愛のある「叱咤激励メール」が！！！
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商人伝道師からの熱いメール内容に
ールを境に、
境に、
驚くボランティアさん！！このメールを境に、
サイボウズ上でのやり取りが活発化して…
化して…
…
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今後とも「新化・進化・深化」し…
今後とも「新
今後と
も「新化・進
も「新
化・進化・深
化・進
化・深化」し
化・深
化」し…
化」し
…
“真価（新の価値）
” を追い求めて…
“真価（新の
“真価
（新の価値）
（新の
価値）
を追い求め
を追い求め
い求めて…
て…
第 20 回の「やる感」もご期待ください！！
回の「やる感
回の「
やる感」もご
やる感
」もご期待く
」もご
期待ください！！
期待く
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ヤマダストアー株式会社
಄Ҝቲݸᢂ
ヤマダストアーというと全国的にも
「ブルーオーシャン企業」と呼び声の高い企業です。
ṬẏẝẞΏṫạẋẜẎ

今回のエントリーではどきどきワクワクするような商
品のレシピ・サンプル提案がとても素晴らしい！
特に「Xmas・年末年始」は特別なハレの日。お客様の
「いつもと違うものを食べたい。
」というニーズに対応
しています。
これからの時代はレシピ・サンプル提案が、とても大
切になってきます。
ぜひ、参考にしてみてください。

Ҝቲᢂ

紅屋商事株式会社

株式会社東武

各部門でしっかりとエントリーしてきていた

この企業が掲げている「カスタマーエクスペ

企業の一つです。売場でのお客様に対する見

リエンス」の最大化へ向けての「新たな取り

える化。そして提案力がとても評価できるエ

組み」にたくさん挑戦されているエントリー

ントリーでした。

でした。

ίᾌ ṺṹṺ 株式会社Ａコープ佐賀
しろいし店
ݸᢂ
副店長 前田 りか様

今回のエントリーは「コト POP で売場全体を作る」「コト POP で次の商品へ誘導していく」そうい
うことに取り組んでいる POP でした。四角い POP と丸い POP 組み合わせたり、また同じ POP を
使用した「リレーシップ」もうまくできていました。
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株式会社ニチエー
಄Ҝቲݸᢂ

“節分” もそうですが “ひなまつり” の取り組みは圧巻
でした！「グルメ記念日」と銘打ち、
様々な部門で展開。

ṬẏẝẞΏṫạẋẜẎ

売場の統一感がすごい。「不思議の国のアリス」をテー
マに「トランプを散りばめた売場」や「レースをあしらっ
た売場」など、
女性がとても喜ぶような売場展開でした。
そして、株式会社ニチエーの真骨頂の「予約販売」。
“予約はロスゼロ！！” ですよね。
予約販売の取り組みは流石ニチエーとしか言いようが
ありません。みなさんもモデリングしてみてはどうで
しょうか。

Ҝቲᢂ

一丁目一番地の一番良い所にイベントを展開
している。そして、売場の演出力はとても参
考になります。お客様の心をキャッチする仕
組みが売場に散りばめられていました。

ίᾌ ṺṹṺ
ݸᢂ

ヤマダストアー株式会社

株式会社キョーエイ

自店のコンセプトに沿ったのこだわり商品の
品揃えは素晴らしい。また、その商品を
「POP」や「試食販売」などで販売しています。
販売力・提案力がある売場写真でした。

株式会社京成ストア
リブレ京成ラパーク千城台店
店長 樋口 理 様
意外と知らない「節分のいわれ」や「豆まきの由来」など、お客様の知りたい情報や知らなかった
情報が入っている POP でした。また、節分コーナー各所で POP を統一して展開しておりお客様にとっ
ては、とても分かり易い売場展開となっていました。

≉



≉



エントリー企業様全員に 応募された全ての写真が収録された

「売場写真大全集 DVD」をプレゼント！！
コト POP 大賞・優秀賞・最優秀大賞に選ばれ方には…

やる気と感動の祭典無料参加チケット
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などの商品をプレゼント
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配信！
９月より
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リーズ再
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大好評を受けて第３シリーズ制作決定！
「最強人間力」のスーパーマーケットマン続々登場予定！

第３シリーズ突入！

信！
８月より配 企業！
今大注目の
「第１９回やる気と感動の祭典」で発表した

チャレンジャーあくなき挑戦者たち
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株式会社東武イーストモール店を大特集！
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９月配信

いまや SNS の時代！
話題あるイベントづくりが成功の秘訣！
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ஏҮືοϧεકྲྀʀકढ़Νࠦ౽ঋਕ͗մઈʄ

ജΗΖοϧεࡠΕۅқ

ຘ݆10ೖߍ

ೖຌҲοϧεϕϫυϣʖγʖͳͻݼΗΖࠦ౽ঋਕ͗ຘ݆ɼસࠅ͖ΔૻΔΗͱ͚ΖοϧεΝੵ͢ɼద֮͵કढ़Ν۫ରదͶઈ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
ࠦ౽ࢱࣙਐ͗ܨӨͤΖγφʖΩϟϧɼͪͮͪ1 ທοϧεͲܨӨΝཱིͱͪ͢ͳ͏͑ΆʹɼοϧεͶ௪͢ͱ͏Ζࠦ౽ࢱ͖ͫΔͨ͞Ͳ͘Ζ
಼༲ͳ͵ͮͱ͕ΕΉͤɽ
ѽ͑οϧεͺकͶηʖϏʖϜʖίρφۂֆοϧεɼͨΗଇͶ͕ۜΝ͖͜ΔΗΖघͲۂةͺ͵͚ɼ࣎ؔ༩ࢋ͵͚ͱࠖͮͱ͏Ζঘ
ۂة͗ΆͳΞʹͲͤɽ
ࠦ౽ঋਕ͵ΔͲͺΠχώηΏϐϱφ͗ॶͶͬΕͻΌΔΗ͕ͪͱͮ͵ͳࡒگΕΉͤɽ

୴ंਕؔྙΝָηʖϏʖϜʖίρφ൝ʰ೦ʱʄ

οϡϪϱζϡʖ ͍͚͵͘ேકंͪͬ

ܻԿͤΖՃ֪ڟ૬ͲηʖϏʖϜʖίρφۂֆ͗ࠖͤڃΖɼસࠅηʖϏʖϜʖίρφͶͺɼʰജΗͱ͏Ζݳʱ͍͗Ζɽ
ຘ೧2ίνΠρϕௗΝକ͜ͱ͏ΖవะΏɼࡤ೧ଲർ150%Ν͓ͪജɼജߑർ20%ҐΝͶΫʖϕͤΖജɼͺͪΉͪϗϱφ࣎
Ͷ͕͏ͱࡤ೧ଲർ250%݃ՎΝୡͫͤ͘ജ͵ʹɼ͚͵͘ேકՎͱͶޯΝ͕͠ΌΖंͪͬ͗͏Ζɽ
ேકंnοϡϪϱζϡʖ|ḹΕ͏ͪঋཤιΨϨʖΝబఊմͤΖηʖϏʖϜʖίρφۂֆ൝ʰ೦ʱͳ͢ͱ໌;ݼ߶͏जۆχ
ΫϣϟϱνϨʖεϨʖθɽ
ʰޯͪ͢୴ंߡ͓๏Ώ݀இʀߨಊΝͱݡஎΕɼਕؔྙΝָʱɽऀҽگүͶͺ࣍ͮͱ͞͏ࡒگɽ

͍͵͕ͪవͲηήࣰભͲ͘ΖʄҡϗϱφόΤύΤΝబఊదͶմઈʄ

ޮʄۅڂϗϱφཬୈ

ۛྣͶघ͗ۂةڟड़వ͢ͱ͘ͱലద͵ജʤҡʥΝୡ͘ड़ͤൡవ͍͗Ζɽ
ͨඁືͺɼѻౙద͵ॄٮʀജʀཤΝड़ͤʰҡϗϱφʱɽͨϗϱφೖʀജΗͱ͏ΖݳͶΩϟϧ͗ઞʄ
ΗΏঐԿɼೖΨϘϪʖεϥϱɼνϞιʖϩֽ͜๏͵ʹ͵ʹɼవะࢻࡱͫ͜ͲͺΚ͖Δ͵͏ϗϱφୈཬΝ͖ΕΏ͚ͤ
մઈ͢Ήͤɽ
͠ΔͶݳΝ୴ͤΖώϢʖʀ୴ंɼ͠ΔͶͺܨӨंͶΉͲϱνϑϣʖʄࣙऀͲͤ͛ͶࣰભͲ͘Ζ͕ͱͮ͵ͳࡒگΕΉͤɽ

݆קʰঐۂֆʱ࿊ಊɼࢃໞਫ਼͗खࡒͪ͢સࠅαφPOPΝմઈʄ

ಊժͲָʄࠕ݆ऴҵαφPOP

ຘ݆1ೖߍ ࢻໃྋʄ

և༹͟གྷ͖Δࣰͪ͢ݳଶʰαφPOPʱ൬ૌ͗͞ॡΓΕηνʖφ͏ͪ͢Ήͪ͢ɽ݆קʰঐۂֆʱͲ࿊ࡎʰࠕ݆ऴҵαφ
POPʱΝɼಊժͲ͠ΔͶ͚۹ΕԾ͝ͱ়͟ղ͢Ήͤɽ
͏ΉΏ߁͏ۂझͲ͠༽Ηͱ͏ΖαφPOP͖Δɼऴҵ͵αφPOPࡠʀྭࣆ༽Ν়͟ղ͢Ήͤɽ

ࠕୌΠτϞ়͟ղ͖Δঐ؇ཀྵ͕ೲΊ૮ΉͲ͖ΕΏ͚ͤմઈʄ

10Ғ ੪ՎφϪϱχ
120pt

ຘ݆25ೖߍ

ਭݫਖࢦࣰ͗ࡏవะജΝͱݡյΕɼྒྷ͏఼ɼѳ͏఼Ν۫ରదͶࢨఢ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
ʰލתʱͲҌ͠Η਼ͪʓखΕૌΊʀકྲྀΝࣰࡏͶߨͮͱ͏Ζ༹ۂةࣰྭΝݡΖ͞ͳͲɼജͶൕӫͦ͠Ζࡏϛϱφʀқ఼Ν
͖ΕΏ͚ͤཀྵմͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽਫ਼ജͶ͕इຒ͢ͱࡳӪ͢ͱ͏ΖͪΌɼͨΉΉϠυϨϱή͢ɼͤ͛Ͷ݃ՎΝร͓Ζ͞ͳ͗ՆͲ
ͤʄ

307pt

4Ғ

ຘ݆20ೖߍ

ϔϩʖΨʖεϡϱકྲྀͲ਼ʓ৾వะΝ્Δͦͱࣰͪ͘ભഁαϱγϩνϱφʀਭݫਖࢦકྲྀΝຘָ݆͞ͳ͗Ͳ͘Ζ༏Ҳࡒگʰঐജൡ
ލתʱͺຘ݆20ೖͶഓ৶͢ͱ͕ΕΉͤɽ
ʰՎฦʱʰࡌฦʱʰળڗฦʱʰฦʱʰυϨΩฦʱʰϓϫΠʖฦʤήϫργϨʖʀೖഓʥʱ6෨ɽ֦෨༁30ɼߪࢥͲ͍Ζਭݫ
ਖࢦ͗࠹કྲྀΝ͖ΕΏ͚ͤմઈ͢Ήͤɽ
൬ૌͲͺຘ݆ɼસࠅ͖ΔͦرΔΗͪޯࣆྭജʀPOPʀঐԿࣺਇΝਭݫਖࢦմઈ͘Ͳ়͟ղ͢ͱ͕ΕΉͤɽ
Ήͪɼ൬ૌͲ࢘༽͢ͱ͏ΖસͱࣁྋʀࣺਇυʖνͺξΤϱϫʖχՆͲͤͲऀ಼Ͳ༙ڠ؈ୱͶߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ

ຘ݆5ೖߍ

२ͶΚͦͪՎʀࡌΝͨΗͩΗຘ݆2ʛ3झ়͟ղɽͨͲɼࠕɼভඇंͶΤί͗ྒྷ͏φϪϱχΠτϞͺͬΘΞɼΉͫ͞Η͖Δ
ࢤͶड़յΖझΉͲɼӫͲ͖ΕΏָ͚ͤ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
Ήͪɼຘ݆੪Վ୴ं͖Δ͕ೲΊΝմ݀ͤΖʰՎQ&AʱʰࡌQ&Aʱɽঐ͗উཀྵ༟Ώన͵؇ཀྵ๏๑Ν়͟ղ͢ͱ͏Ήͤɽ
੪ՎώϢʖɼ୴ंΉͲଠࠫͳۂةΝͯ͜ΖͶͺ࠹న͵಼༲Ͳͤɽ

PickUp
ڟܗవड़వͳક͑ঘSMકྲྀʀકढ़ͳͺʄʃ

6Ғ
226pt

؛ਜ਼૱ຌవ ڟవड़వΉͲ100ೖؔಈ͏ʄ

સ5յ 2016೧3݆݃

౨ښʀॕͶ͍Ζεϥρϒϱήιϱνʖ؛ਜ਼૱ຌవɽતͲ500mړͶφʖϦʖΩಌ࠹వะ͗ड़వɽΉͳͶΏΗͻ70%ୈΉͲཚ
ͬࠒͳ༩͠Ηͱ͏ͪɼ֘Ν͜ͱΊΗͻӪڻΝΆ·ण͜ͱ͏͵͏ͳ͏͑݃ՎͶʄஏҮືϫʖΩϩηʖϏʖϜʖίρφ͗͏͖Ͷ͢ͱ
ʰՃ֪ʱͲڟ૬ͤΖ͞ͳ͵͚ଲ߇͢ͱ͏͚͖ʃͨ100ೖؔ௧͏ࠒΊໝ༹Ν়͟ղͤΖχΫϣϟϱφ൬ૌ͗ɼࠕ೧3݆ɼͯ͏Ͷ݃͢ɼ
ͨસ༲͖͗͠ΗΉͪ͢ɽ
ڟଲࡨΝָ;ɼࣰભͤΖ࠹నͤͲࡒگɽ

ʰID-POSͺೋ͢͏ʱͨΞ͵෫Ͷࢧͮͱ͏ΉͦΞ͖ʃ

2016೧2݆ޮ࢟ ຘ݆3ೖ સ9յ

12Ғ ID-POS ؈ୱ༽ढ़

ೖຌυʖνΤΥΠύΤηࢤݙӀༀͳ͢ͱஎΔΗΖɼԠౣধࢢਫ਼͗ૻΖʰID-POS؈ୱ༽ढ़ʱɽ
ID-POSͳͺɼID͘POSυʖν͞ͳɽ
POSυʖνͺɼʰՁ͗ʤWhatʥʀ͏ͯʤWhenʥʀ͏͚ͯʤHow manyʥʀ͏͚ΔͲʤHow muchʥജΗ͖ͪʱ͗Κ͖Ζๅɽ͞͞Ͷʰ୯
͗ഛ͖ͮͪʱͳ͏͑ๅ͗௧Յ͠Ηͪ͗ʰID-POSʱɽ
ӨۂʀϜʖίνʖʀMDʀജϜϋζϡʖචݡʄജրવϐϱφ࣏͗ʓͶ͘ͱ͓ݡΉͤʄ

58pt

11Ғ 109pt ࢃໞജΗΖPOP๑ଉ
13Ғ 47pt SM͜ୱ؇ཀྵ༽
14Ғ 42pt ળྙڗ
15Ғ 36pt ΏΖ״ͳـಊࡉఱ නंන
16Ғ 31pt ୱ؇ཀྵ

୯ͲͲ͘Ζ࠹کঘജηΫϩ

17Ғ 30pt ৼંٮ
18Ғ 29pt ϧρϒϱήϪεϒ
18Ғ 29pt ీࡌಕ

20Ғ 28pt ηʖϏʖϜϩϜς ʛ࠹کҲవะʛ
21Ғ 27pt ఽઈϫʖΩϩοΥʖϱ

γφʖΩϟϧ

21Ғ 27pt δʀൡవ ϢϜξηφΠʖ
21Ғ 27pt ৱͺ㕔͖ชԿ͖ʀঐஎࣟరਕ
24Ғ 26pt వಆജ࢞ߪ࠴
25Ғ 18pt ϧϓʀΤΥδʖMD
25Ғ 18pt ੪Վঌ
27Ғ 17pt ״ޔϜʖοϡϱξζϱή VMDߪ࠴
27Ғ 17pt ঐਕͮͳωϣʖη

29Ғ 16pt ஏҮҲ൬͕ͱ͵͢گү ϑζϣΠϩϜʖοϡϱξζϱήߪ࠴
30Ғ 15pt εϨʖθࡂࣆ

๑ਕճҽʀݺਕճҽูॄ
๑
ʰೋ͢͏ʱΝʰΚ͖ΕΏ͚ͤʱɼ͏ͯͲʹ͞Ͳָ;๎ୌ

αηφ͖Δ౦ࣁɼऀҽگүΝబఊγϛʖφ

֦వะ͟ͳͶׄΕ৾ΔΗΖIDͳϏηϭʖχΝʰঐਕͮͳʱͶྙ͢ͱ͏ͪͫ͜ΗͻɼϏλαϱΏηϜϙɼν
ϔϪρφͲʰ͏ͯͲʀʹ͞ͲʀͫΗͲʱγφͶΠέιη͢ͱʰָʱ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
ʰঐਕͮͳʱͺɼఁαηφͲگүͲ͘ΖϱνʖϋρφگүΝ௪ͣͱɼϏʖφʀΠϩώφ͖ΔܨӨंΉͲɼ
ླྀ௪ۂͶؖΚΖસͱਕʓگүΝγϛʖφ͢ͱ͏͘Ήͤɽ

Νӿ͓ΖώϨΦʖεϥϱ͖͵ϧϱψρϕ
ӫ͖ͫΔָ;Ώͤ͏ʄ

ঐஎࣟΏηΫϩΠρϕٗढ़ͺͬΘΞɼͨ࣎غͶΚͦͪ࠹ક
ྲྀΉͲɼঐਕͮͳگүαϱτϱςͺ࣎800Ґ͍Εɼ࠹αϱ
τϱςຘ݆10ຌҐഓ৶ɽ௧Յྋۜ͵͢Ͳαϱτϱς͗ຘु࣏ʓ
ͳ௧Յ͠Ηͱ͏͘Ήͤɽ
ηϜϙΏνϔϪρφͲࢻͲ͘ΖͲݳΏݜर࣪Ͳͪ͢༽Εɼۯ
࣎ؔ͘ͲࢻΝͦ͠ͱָΞͫ͞ͳΝϪϛʖφड़ͤΖ͞ͳΝٝແ͜Η
ͻɼࡀ༽ޛOJT࣎ؔक़͗ՆͲͤɽ

ఁαηφͲ͢Ώͤ͏ఈֻ
ݸΔΗͪگү༩ࢋΝΓΕްՎదͶ༽

ঐਕͮͳ๑ਕճҽͺɼ1͖݆͍ͪΕ5,400ԃ/వะఈֻ͵ͲɼસͱవะͲʹ͵ͪͲఁαηφͲ
ָ͞ͳ͗Ͳ͘ΉͤɽݜरΏιϝψʖ͵ʹͶർ΄ͱɼྃඇΏި௪ඇɼճඇɼߪࢥഁݥඇͳ͏ͮͪαηφ
͗ਫ਼͢͵͏ͪΌɼऀҽگүඇ༽Νॊཔͳർ΄ͱͶࡡͤݰΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
ଡਕ਼ݜर͵ʹͶ͕͏ͱɼͨՃ֪ϟϨρφͺྼષͲͤɽ

͚͢ͺͬ͞Δ

Ӌь˖ಅỉٶẪầࠢٻỆಅጚử˦ịẴẮểỆыẲẺẐܱោἍἱἜὊẑ

ǹȸȑȸȞȸǱȃȈܱោ˟
ӢʻŴɤᣃࠊư͵ɶᲛ
ிʮ

ӸӞދ

ἍἱἜὊᵏଐỉ්ủ

セミナー概要

ᵏᵏᾉᵏᵎ

ᢿᧉἍἱἜὊᵆͪૠஉᾉ᩷ௐẆڈૠஉᾉଐᣐᵇ
ṼӲ˖ಅಮỉܱោإԓ
Ṽ൦ΨἍἱἜὊ

ӕụኵỚʙ̊ႆᘙ

ᵏᵏᾉᵒᵎ
ᵏᵏᾉᵒᵎ
ᵏᵑᾉᵏᵎ

ᢿᧉἍἱἜὊᵆͪૠஉᾉችᎹẆڈૠஉᾉἂἿἕἇἼὊᵇ
ṼӲ˖ಅಮỉܱោإԓ
Ṽ൦ΨἍἱἜὊ
˞কᵓᵎЎ

ᵏᵏᾉᵏᵎ

ӕụኵỚʙ̊ႆᘙ

῍

発表していただきます。

ᵏᵏᾉᵎᵎ

῍

「今日のまとめ」として約 1 時間セミナーを
行います。
ｇ．約 20 分〜 30 分。
毎回 2 社ずつ｢会社の取り組み｣について

̾КἅὅἇἽἘỵὅἂ

῍

60,000 円 ÷30 名＝2,000 円 / 人
ｅ．セミナー開始前とセミナー終了後の１時間。
“個別企業相談” の時間があります。
ｆ．「１部門 1 時間 30 分〜 2 時間」で
毎月 3 部門ずつのセミナーと、

ẅᵗᾉᵑᵎ
῍

ｃ．「１ヶ月１回あたり３部門」づつとし、
集中的に学べるようにしています。
ｄ．「１社１０名まで」何名参加されても同料金
つまり、 3 部門 ×10 名＝30 名。

ᵖᾉᵑᵎ
῍

ａ．｢１ヶ月１回 (１日 )×１２ヶ月間｣とします。
ｂ．「セミナールーム」に集まり、
“集合教育形式 ( スクール形式 )” で行います。

᧵ٻ

ᵏᵏᾉᵒᵎ
ᵏᵒᾉᵑᵎ
῍

ᵏᵔᾉᵎᵎ
ᵏᵔᾉᵏᵎ

ᢿᧉἍἱἜὊᵆͪૠஉᾉᮗᮄẆڈૠஉᾉἙἼỽᵇ
ṼӲ˖ಅಮỉܱោإԓ

Ṽ൦ΨἍἱἜὊ

῍

ộểỜ

ᵏᵕᾉᵏᵎ
ᵏᵕᾉᵐᵎ

̾КἅὅἇἽἘỵὅἂ

ṾӖᜒṾ

࠾ၥ࠸ྜࡏ㸸᪥ᮏ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺᰴᘧ♫
ࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺᐇ㊶㐠Ⴀົᒁ
ᢸᙜ㸸ⰼᒸ㸦ࣁࢼ࢜࢝㸧
7(/㸸ࠉ)$;㸸
ࠛᮾி㒔୰ኸ༊⠏ᆅ 

ஜൢỂᎥẪ
ஜൢỂӕụኵớ

ṾᙻዴỉέỆỊẮỮễဒṾ
ұܱោὲ

ṾӋьẰủẺኺփᎍỉ٣Ṿ
ᙜ♫ࡣ㸰ᖺ๓ࠕࢇᗏࠖࢆࢃ࠸ࡲࡋࡓࠋ➇ྜࡢฟᗑࣛࢵࢩࣗ࠸࠺እⓗせᅉࠊᏛࢇ࡛ࡇ࡞ࡗࡓ࠸࠺
ෆⓗせᅉࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ౯᱁ࡼࡿᑐᢠࡔࡅ࡛Ⰻ࠸ࡢ㺃㺃㺃㸽ࡣ㐣ࡂࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕࢇᗏࠖࠋእⓗせᅉࡣ㜵
ࡆࡲࡏࢇࡀࠊෆⓗせᅉࡣゎỴ⟇ࡀ᭷ࡗࡓࡣࡎࠋኚࢃࡽ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋ࡛ࡶ࠺ࡸࡗ࡚㸽ࢇࡲࡸࡤ࠸
࡛㺃㺃㺃
ࡑࡇ࡛ฟࡗࡓࡢࡀỈඖඛ⏕ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࠋࡲࡗࡓࡃᏛࢇ࡛ࡇ࡞ࡗࡓศࠊ◁₍㝆ࡿ㞵ࡢࡼ࠺⣲┤྾
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡋࡶሗ࿌⪅ࡣᖹᡂ㸰㸲ᖺࡢࡲ࡛⾰ᩱရ㒊㛛ᢸᙜ࡛㣗ရࡣࢬࣈࡢ⣲ேࠋࡑࢇ࡞≧ἣࡽࡢฟ
Ⓨࠋ
ࡸࡗ㛗࠸ࢺࣥࢿࣝࡢฟཱྀࡽฟࡽࢀࡿࠊ࠸࠺≧ἣࠋࠕᏛࡧࠖࡶࣔࢹࣜࣥࢢࡀ୰ᚰ࡛ࠊࡲࡔࡲࡔࡢ≧ែ࡛
ࡍࠋ࡛ࡶࠊᑡࡋࡎࡘ࡛ࡍࡀᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࡽࡇࡑࠊࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸰ᖺ๓ኚࢃࡿỴ᩿ࢆࡋ࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤࠊఱࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࡇࢁ࣭࣭࣭ᙜ♫ࡣ㸯㸮㸮㸣ࡇࡢୡᏑᅾࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡣࡎ࡛ࡍࠋᖺ⛅
ࡶ㏆㞄ࢹࢫ࢝࢘ࣥࢺᗑࡀฟᗑࡋࡲࡋࡓࡀࠊ࣮࢜ࣉࣥᑐ⟇ࡣࢮ࡛ࣟࡋࡓࠋࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥆ࡅࡿࡇ
ࡢࡳࡀᑐ⟇࡛ࡍࠋ⤖ᯝࠊ࣮࢜ࣉࣥࡼࡿᙳ㡪ࡣࡃ࡞ࡃࠊᅇഴྥࡣ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ➇ྜࡋ࡞࠸ᑐ⟇ࠊࡘࡲ
ࡾࢽࢵࢳ࣮ࣕࡢ❧ࡕ⨨࡛࠸ࡃࡇࢆᨵࡵ࡚Ỵពࡋࡲࡋࡓࠋ
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