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ポートランド

シアトル

「Amazon」
 のフードビジネスへの加速化

商人伝道師こと水元仁志主催のアメリカ視察セミナーもいよいよ１７回目。
今回は日本でも話題となった「amazon GO」をはじめ、全米で注目となっている店舗をコーディネーターの稔子・ウィルソン先生とともに視察しました。
もちろん、「すべての訪問先にアポイントを取ります」。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。
そのため、ほとんどの店舗で「写真撮影」や「インタビュー」を行うことができます。ですからとにかく「時間が足りない！」。
お土産を買う時間も、観光する時間もほとんどありません。ハードスケジュールなのも本セミナーの特徴。せっかく「高い費用」を払って参加されるのですから、「時間」
や「費用」を現地での「学び」に費やしてほしいという主催者の考えからです。
今回はシアトルとポートランドを視察しました。その中から３つのテーマに絞ってお伝えいたします。

１
視察の 3日前にオープンしたという新業態を急遽視察。場所はスター
バックス本社ビルの隣。
昼休みなどの時間に、スマホやタブレットで商品を注文、決済し、車
で取りに行けばすぐに、商品を持ってきてくれるというシステム。よっ
て、店内には簡単なカウンターと倉庫のみ。
「こういう時代がくるのかなー」
「でも、昔、セルフサービスのガソリンスタンドをアメリカで見て、
日本では消防法などの問題でこの仕組みは無理だよねー」
と言ったことを思い出す。それと、全く同じではないかなーと。
日本でもあと 5～ 10 年で当たり前になるかもしれない。

Amazon Fresh Pick Up
▲店内はカウンターだけ。
　いたってシンプル

▲店舗前の駐車場で商品を受け取る
　ことができるシステム

シアトルのAmazon 本社内にある日本でも話題の新業態。
事前にAmazon アカウントを作っておけばレジを通すことなく買い
物ができる。ただし現在はAmazon 社員向けだけの「テスト販売中」。
視察に訪れた日が土曜日だったために、店自体がお休みだったため、
外観からしか、見れなかった。というより、中が全くわからない。
「なぜ、中が見えないんだろうねー」と言っていたら･･･
ある社長が、
「外から見える店づくりにしたら、センサーが外を歩いている人の商
品を認知するかもしれない。外を歩いている人のアプリを逆に認知す
るかもしれない。
だから、センサー認知という仕組みは、クローズにしなければいけな
いのではないですかね･･･」
なるほど！！
秋には一般公開してくれることを願いつつ、せっかくなので全員で記
念撮影。

Amazon GO

▲「NO LINES. NO CHECKOUT
　（NO SERIOUSLY）」
 
　

▲外観はとてもオシャレ感あり ▲店舗入口 ▲残念ながら店休日



「ウォルマート」
 の e コマースへの積極投資２

シアトルからポートランドへの移動中に立ち寄った「Wal-Mart」。
入口にこんな「看板」があった。
「On Line Pick Up」。
ウォルマートは確実に「e- コマース」を強化しようとしている。
いまや「最大の競合はAmazon」。
さきほども紹介したピックアップサービスをすでに展開している。
そして、「青果部門」の強化はすごかった。
日本でいう「鮮度宣言」。陳列棚を「黒色」のオリコンから「木目」
のオリコンへ変更。「ファーマーズマーケット」の様にしている。
明確にわかるからすごい。
やっぱり「ウォルマート！！」と感じた次第です。

Wal-Mart

▲ピックアップサービスはすでに展開中 ▲木目のオリコンが目立つ

▲青果売場は雰囲気がガラリと変わった

「ホールフーズマーケット」
 の凋落３

たぶん、他の「アメリカ視察セミナー」ではそう感じないかもしれない。
「商人伝道師＆稔子ウィルソン先生」のセミナーは「競合するエリア
での視察をしたい！！」という商人伝道師の強い要望が反映されてい
るため、今回も「車で 20分以内」のエリアに･･･
「トレーダージョーズ」・「365 by ホールフーズマーケット」・「ニュー
シーズンズマーケット」・「ズーパンズ」・「ウォルマート ネバーフッド」
「セーフウェイ」・「アルバートソン」・「ホールフーズマーケット」
などがひしめき合う地域を集中して視察した。
よって、「ホールフーズマーケット」の凋落がよくわかる。
よって、今まで以上に「365 by ホールフーズマーケット」の“コン
セプト”や“店づくり”がインパクトを与えた。
amazon による買収でどんな“化学反応”を起こすか…。
これからとても楽しみである。

Whole Foods Market

▲夕方４時台でも店内はガラガラ ▲最新店舗の「３６５」

2017 秋　開催決定！

と驚きの気づきと驚きの
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9月22日(金)～9月29日(金)開催日程
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特集
第２１回やる気と感動の祭典
徹底レポート

大盛況のうちに終了した
第 21 回やる気と感動の祭典。
今回も数々の成功事例が発表され、
参加者に大きなやる気と感動を残しました。
その舞台裏で起こった様々な出来事を
お届けします。

入念なリハーサル
毎回、開場前に行われる発表者リハーサル。どのように登壇・降壇するのか？立ち位置はど
こなのか？演台に立った時はどんな状況なのか？細かな注意点も含めて発表前に全て確認を
しているのです。更に、「OP映像と共に発表者が登場する」という第 20 回からの新たな取
り組み。登場のタイミングが難しいこともあり我々スタッフもステージに上がり細かく
チェックをしています。

今回は新たな試みとして「アファメーションボー
ド」と「情報交換コーナー」を設けてみました。
全国からメーカー様・問屋様、そして同じスーパー
マーケットで働く皆さんが集まる場はそうそうあ
りません。こちらで交流がより深まれば…と思い
設置してみました。しかし、皆さん恥ずかしがっ
てかあまり書き込みは無く…。第 22 回でも設置予
定ですので、ぜひ活用してみてください♪

基調講演基調講演 稲田将人 氏

参加者に「PDCAの正しい回し方」を解説する稲田氏

今回の基調講演は、コンサルタント会社マッキンゼー入社後、独立し数々の企業で V
字回復を起こしてきた稲田将人氏に講演していただきました。PDCAという言葉が生
まれた歴史、企業成長における PDCAを回すことの重要性と陥りがちな問題点から話
は始まりました。ここで既に、経営者をはじめ参加者の皆さんは前のめりになって話
を聴くほどの状況。次は具体的に「PDCAを回すとはどういうことか？」「各要素に
おける注意点」を解説。非常に分かりやすくスタッフも思わず「なるほど～」とつぶ
やいてしまうほど…。しかし、稲田氏から耳が痛い話が飛び出る。「どんぶり PDCA」
「丸投げ PDCA」「なーんちゃって PDCA」。適切な Pや Cを行わず失敗していること
が今の日本企業には多いのだとか…。注意喚起をした後、流通業を一例として PDCA
を回す為のコツや具体的な方法などを伝授してくださいました。経営陣のみならず各
チーフやリーダーも非常に参考になったのではないかと思います。

新たな取り組み！

アメリカ視察で学んだことをモデリングし
圧倒的な結果が出たことを発表した鈴木氏と永堀氏

今回、新たに生まれた「グロッサリー＆アメリカ視察セミナー部門」。
アメリカ視察で学んだことを活かし、大きく結果を残した文化堂様による発表。
各店舗の状況に合わせた売場展開の変更や、ミレニアル世代への対応として商品構成を
変えるなど時代への変化にも対応した取り組みは目を見張るものがありました。
アメリカの現状・自社の状況、実際に取り組んだ内容に至る過程から結果まで。取り組
み前後の数字や売場・商品写真をもとに詳しく発表がされ、参加者の皆様にも大変好評
の部門発表となりました。

過去最大の参加数！物産展コーナー
今回も開催されました「全国各地の物産展」コーナー。
開場前のホワイエは写真の通り沢山の人だかりが。今回は発表企業様
自らの出展や、お取り組みしている企業様の出展だけでなく、飛騨・
高山物産展やメーカー様の出展など今までに無く幅広い物産展となり
ました。少しでも「新たなお取り組み」が生まれ皆様の御役に立てた
のなら幸いです。

また、御尽力くださいました各企業様には改めてお礼申し上げます。

グロッサリー＆
アメリカ視察部門
グロッサリー＆
アメリカ視察部門 株式会社文化堂 

ダイジェスト１日目

第１日目レポート
YouTube にてダイジェスト映像も配信中！
右のQRコードからアクセスできます

今回、
アメリ
各店舗
変える
アメリ
み前後

申し上げます。

のなら幸いです。

また、御尽力御尽力くださいました各企業様には改めてお礼申し上



売場大賞授賞式
毎回、懇親会中に開催される「売場大賞　授賞式」。
今回は第 17 回売場大賞「Xmas ～年末年始商戦」に御協賛い
ただきました「株式会社松孝様」、「有限会社アルファー様」に
御挨拶も賜りました。皆様、会場外のモニターに映っていた
CMは御覧になられましたか？　2社ともに、お取り組みに関
心が高い企業様ですので、ぜひお問い合わせしてみてはいかが
でしょうか。また、今回は株式会社東武様が第 17 回と第 19 回
で最優秀賞というダブル受賞も印象的でした。

時には失敗例も交え販促の秘訣を発表した齋藤氏

２年ぶり３回目となる販促部門。今回、発表企業に選ばれた株式会社キクチはイベント
内容・チラシ・売場レイアウトを統一しての取組が特徴でした。もちろん各部門での連
携が欠かせないので、その連携を取る上でのポイントなども発表されていました。そし
てなによりも凄いのがイベントの内容と数！左の写真にもあるように時には大きな十杯
もあったようです…。そういった失敗から改善し、数々のヒットイベントを手がけてき
たのが発表者の齋藤氏。さらに、時代に合わせ「楽天さんとコラボ」しデジタルでも販
促を行うという徹底ぶり。とても密度の高い発表となりました。

販促部門販促部門 株式会社キクチ 

約 5年振りとなる 2社合同での店長発表。最初に発表したのは有限会社はなわ様。会社
の現状を紹介しながら、どういう過程を経て取り組みを行い業績を上げていったのかを
発表しました。また、一人が複数の役割をこなす「マルチ化」のポイントやアメリカ視
察から得たお店づくりの秘訣も印象的でした。株式会社ヤマトー様にバトンタッチ。ヤ
マトー様の発表の核は「モデリングと進化」でした。銀行からの融資も打ち切られそう
になるような状態で「徹底的に他社のモデリング」を行い業績を改善していったことは
参加者の皆様に勇気と希望を与えました。もちろん、モデリングだけではなく「ご当地
フェア」など独自の取り組みや女子力の最大化の方法も発表してくださいました。２社
の発表には共通する箇所が多数あり、この１時間の発表で皆様に多くの気付きと学びを
与えてくれたのではないかと思います。

店長部門店長部門 有限会社はなわ 株式会社ヤマトー

ダイジェスト2日目

第２日目レポート
YouTube にてダイジェスト映像も配信中！
右のQRコードからアクセスできます

２日目　朝の恒例行事

２日目の朝といえば「ラジオ体操」と「朝礼」ですね！
今回のラジオ体操……実は急遽、担当者が変更になっていたのです。
ボランティアスタッフ一丸となって、フォーメーションの変更などに
対応していました。詳しくは２ページ後のボランティア特集をチェッ
クしてみてください！

そして、参加しているレジチェッカーさん達による「朝礼」
第 20 回やる気と感動の祭典ではレジチェッカーの皆さんが自主的に
声を掛け合い集合するという１場面がありましたが、今回も１日目か
ら朝礼の準備を進めている方が多かったそうです。
いつも参加しているレジチェッカーの皆様には頭が下がる思いです。
ありがとうございます！

マルチ化に至る流れとどのように行っているのかを
発表した野村氏と高田氏
藤原氏はモデリングのポイントやお取り組みの方法を
重点的に発表された

有限会社アルファー
代表取締役社長
吉田　清一郎 様

株式会社松孝
代表取締役
吉村　誠晃　様



鮮魚部門鮮魚部門

株式会社いちやまマート

デリカ部門デリカ部門

株式会社よしや

グロッサリー＆
お取り組み部門
グロッサリー＆
お取り組み部門

株式会社伊藤軒

女子力部門女子力部門

株式会社ショッピングセンター丸正総本店

青果部門青果部門

紅屋商事株式会社

女子力部門女子力部門女子力部門女子力部門

式会社ショッピングセンター丸正総本店

青果部門青果部門青果部門青果部門

紅屋商事株式会社

精肉部門精肉部門

ノムラストアー株式会社

発表企業様の御紹介

発表者の皆様は発表原稿をファイリングして登壇されることが多いです。今回の
発表者の方は「一緒に働く仲間からのメッセージ」が書かれたファイルや、発表
のコンセプトを表紙にしている方など……
様々な想いが込められてるが皆様にはあまり目に触れないトコロを今回は御紹介
させていただきました！

女子力甲子園で定番となった発表者登壇前の「応援」。
今回はなんと女子力以外の部門でも応援・声援がかかる部門が！
会社の代表として発表する発表者の方へのエールは、各企業様の
熱意が伝わってきます。次回もこんな盛り上がりがあるかも…？？

発表者の原稿には… 発表企業の応援が進化！

次回告知

2222
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開催日：２０１７年１０月１７日（火）・１８日（水）
開催場所：リーガロイヤルホテル大阪
　　　　　　〒530-0005　大阪市北区中之島 5-3-68

開催日：２０１７年１０月１７日（火）・１８日（水）
開催場所：リーガロイヤルホテル大阪
　　　　　　〒530-0005　大阪市北区中之島 5-3-68

2017 年 9月 1日（金）締切
発表者エントリー募集発表者エントリー募集



第 21 回やる気と感動の祭典でも
ボランティア「おもてなしビギナーズ」の皆様が
運営サポートで力を発揮してくださいました。
今回も山あり谷ありのドラマがありました。
その一部をご紹介させていただきます。

ボランティア募集が順調に進む！
毎回の傾向として、ボランティアさんの募集が
なかなか集まらずに苦労しています。
大変ありがたいことに、今回に限っては
応募締日には、ある程度の人数が集まりました。
早めに準備を始めることができ、まずは一安心です。

しかし、打ち合わせは、なかなか進まず…

第２１回やる気と感動の祭典
ボランティア特集
～おもてなしビギナーズ編～

ボランティアメンバー同士の打ち合わせは、毎回恒例のグループウェア「サイボウズ」を利用して、
インターネット上で進めていただきます。メンバーは揃ったものの、話し合いはなかなか活発になりません。
リーダーとサブリーダーの立候補者が現れずに最後まで決まらない…　それでも何とか役割を分担し
「ボランティア新聞作成」や「激励メッセージ送付」を完了させていきます。
皆様、提出物はきちんとこなします。
セミナー開催が近づいていく中、意見を活発に出して、積極的に取り組むメンバーと
なかなか反応が返ってこないメンバーとの間で温度差が広がっていきます。
セミナー当日に向けた各種練習や打ち合わせが不足している状況のまま前日準備を迎えます。

前日準備でメンバー全員がそろったところで、お互いに自己紹介。
そして唐突に…事務局スタッフから「役割交代」の任命が！
「サイボウズ」上では反応がイマイチだったメンバーにも、容赦なく役割が割り振られます。

心の交流と成長
「おもてなしビギナーズ」の特徴は…　　
顔合わせからわずか 3日間で、メンバー同士の絆が一様に深まっていきました。
仲間を信頼し、お互いに助け合う様子や何事も笑顔で楽しそうに取り組む様子が非常に印象的でした。
今回の様々な経験を通じて、それぞれが自分の課題に気づかれたり、大きく成長されていました。

今後の皆様の更なるご活躍を心よりお祈り申し上げます。
また、やる感でお会いしましょう！

前日準備の初顔合わせで「役割交代？！」そして「ギアチェンジ」

♪

サポート

誘導補佐

誘導担当

会場入口には特大ポスター

激励メッセージ

　「仲の良さ」と「笑顔」



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やる気と感動の祭典無料参加チケット
などの商品をプレゼント





株式会社東武

山成商事株式会社 ヤマダストアー株式会社

部門などは関係なくスタッ
フ一丸となった売場づくり
が店内にあふれている。

安売りを全くしない企業の
良い商品の価値の見せ方は
とても参考になる。

単品量販が群を抜いて良い
売場だった。売込みたい商
品が一目でよくわかる。

お客様のほとんどは、商品を売り込まれることを嫌います。
そのため、商品を良さを伝える POP は非常に重要な役目。
こちらの店舗の POP は、一つの商品に対して、「商品の作
り手の想い・商品の特徴・スタッフ」の感想など、写真や
コメントをうまく活用し伝えられている。

株式会社ショッピングセンター丸正総本店

紅屋商事株式会社

エントリー写真の総枚数 800 枚以上！！自社の
イベントの様子を記録し、次回に活かすという
気持ちがすごくわかるエントリー内容だった。
売場は、流行語の「Cool Japan」をテーマにし
た店づくり。企業全体で「コンセプト」を統一
した売場でした。また、「はじめてのおせち」
と銘打ったおせち商材の大々的売場展開はみご
とでした。まるで、テーマパークのようなお店
は、来店されたお客様が楽しみながら買物でき
る素晴らしい売場展開。



株式会社ニチエー

株式会社東武

非常に、節分の楽しさが前面に出ていた店づく
り。商品化においても独自で商品化したものを
多数販売しており、恵方巻にしても「中身の見
える化」をして、お客様に選ぶ楽しさを提供し
ていた。もちろん売場演出については、過去に
何度も受賞している企業というだけあり、ダイ
ナミックな演出が多かった。商品化・売場共に
楽しい店づくりができてる。

ひなまつりに対する意気込みが感じられる売場
でした。
例えば、「ひなまつりのスイーツ」「ひなまつり
のオードブル」などの大々的な予約販売。そし
て、ひな人形をうまく活用した売場。さらに、
女性に嬉しいお花のプレゼントなど、「ひなま
つり」をテーマにしたの様々な提案がされてい
ました。文句なしの受賞作品でした。



シェフのいる本格フードコート

「店舗コンセプト」の考え方を詳しく解説！

現地に行くことなく店舗の様子を映像で見る！

QRコードでサンプル映像を
無料視聴することができます。

株式会社東武

日本初の「バルクショップコーナー」 生活シーンを意識した「青果売場」

新番組のご案内

21 世紀売場への挑戦
カスタマーエクスペリエンスを実現した企業
第 1章　イーターテイメント編（25分）
第 2章　カスタマーエクスペリエンス編（20分）

NEW

＜取材店舗＞
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これこれではでは差が差が差が差が差がつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかないないないないないないないのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのです。す。
ではではではではではでは、「、「、「、「、「執念執念執念」は」はどこどこからからからからからからからから生ま生ま生ま生ま生まれるれるれるれるれるれるれるれるのかのかのか…？…？

それそれそれは、は、は、「愛「愛「愛「愛「愛「愛」で」で」で」で」です。す。す。す。す。す。す。

会社会社会社に対に対するするするするする、仕、仕、仕、仕事に事に事に対す対する「る「る「愛情愛情愛情愛情愛情」が」が」が、“、“、“、“執念執念執念” を” を” を生み生み生み出し出し出し出しますますますますますます。。

仕事仕事仕事仕事仕事仕事を愛を愛を愛してしてしてしているいるいるいるいる人は人は人は、少、少、少、少々の々の々の々の々のことことことことことことではではではではではではへこへこへこたれたれたれたれませませません。ん。ん。
会社会社会社会社会社を愛を愛を愛してしてしているいるいる人は人は人は、少、少、少、少、少々の々の々の々の々の々の々のことことことことことではではではではではではへこへこたれたれたれませませません。ん。ん。

“結果が変わるまでやり抜いてみせる！！” と誓い、
その通りの行動を取ります。

その行動が、周りの人には “執念” と映るのです。

「人が事を成すまで欠かせないものは “執念” である。
　努力は誰でもする。

　その努力が “執念” と呼べるものになって、事は成るのである。」

苦しい時、辛い時…。

“執念” を持って取り組むか？
それとも “諦める” か？

それによって、「道」は大きく変わってくる。

「努力」は誰でもする。

これでは差がつかないのです。
では、「執念」はどこから生まれるのか…？

それは、「愛」です。

会社に対する、仕事に対する「愛情」が、“執念” を生み出します。

仕事を愛している人は、少々のことではへこたれません。
会社を愛している人は、少々のことではへこたれません。

“結果が変わるまでやり抜いてみせる！！” と誓い、
その通りの行動を取ります。

その行動が、周りの人には “執念” と映るのです。


