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●「第 22 回やる気と感動の祭典」基調講演レポート

「想像しているより早く「食品ロス」問題が日本で起こる…」
株式会社 oﬃce3.11

代表取締役

井出

留美さん

衆議院選挙であの 「希望の党」 の公約を皆さん見られましたか･･･
「12 のゼロ」 を実現する。
と公約しています。
（1） 原発ゼロ
（2） 隠ぺいゼロ
（3） 企業団体献金ゼロ
（4） 待機児童ゼロ
（5） 受動喫煙ゼロ
（6） 満員電車ゼロ
（7） ペット殺処分ゼロ
（8） フードロスゼロ
（9） ブラック企業ゼロ
（10） 花粉症ゼロ
（11） 移動困難者ゼロ
（12） 電柱ゼロ
その中に、 「フードロスゼロ」 という項目があります。
いわゆる 「食品ロスゼロ」 ですよね。
国も地方自治も･･･
確実にこの流れで動いています。
商人伝道師が思っているよりも早くこの問題にクローズアップされるかもし
れません。
フランスでは、 「食品ロス」 ゼロを目指し･･･
ゴミを捨てると 「ペナルティ」 が課せられるようになりました。
アメリカもこの流れに向かっています。
そして、 「クローガー」 や 「ウェグマンズ」 などはこの 「食品ロスゼロ」
を推進しています。

「エシカル活動」
の一環として･･･
しかし、 日本ではまだこの 「食品ロス」 ゼロについては議論されていな
い状態です。
こと、 「食品ロス」 を多く出している業界では･･･
「これは手遅れになるかも･･･」
ということで、 “問題提議” の意味も込めて、 井出先生にお願いしました。
日本にも 「フードバンク」 があちこちに出現してきました。
日本の悪しき 「商い習慣」･･･
「3 分の 1 ルール」 を見直ししていこうという動きもあります。
水面下ではこの 「食品ロス」 ゼロに真剣に取り組もうとしています。
よく考えてみて下さい。
「食品ロスゼロ」 を目指す＝粗利益のアップに繋がると思いませんか･･･
「食品ロスゼロ」 ってすごく良い運動だと思っているんですよ。
業界全体がこの 「食品ロスゼロ」 に取り組んでいけば･･･
どれだけ “粗利益の基準” が上がることでしょうか。
でも、 この 「食品ロスゼロ」。
“大義” がないと、 現場の方々は動かない。

“大義”
それは、 我々が行おうとしていることは･･･
地球環境や･･･
地域環境の･･･
社会貢献に繋がるのだ！！
という “大義” です。

この “大義” があれば･･･

「人は動く！！」
そこで、 「第 22 回やる気と感動の祭典」 では･･･
この 「大義」 を学んでもらいたいと思い、 井出先生にお願いしました。
すごいでしょ！
「やる気と感動の祭典」 って。

先を見て学ぶ！！
前回は 「PDCA を回す」
次回はあの 「大久保恒夫」 先生の講演。

“先を見て学ぶ！！”
これが、 「やる気と感動の祭典」 の基調講演のコンセプト。
参加された方々は、 とんでもない話を聴くことになる。
820 名の人たちは、 同業の方々より、 半歩先の情報を得ることになる。
良かったですね･･･
「食品ロスゼロ」
必ず、 日本にこの流れは来る！！
だから、 真剣に今から学ぶ。
おわかりですか･･･

次回告知

第 23 回やる気と感動の祭典
日時 ： 2018 年 4 月 10 ・ 11 日
場所 ： 東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート

基調講演 大久保 恒夫氏
登壇決定！

●「第 22 回やる気と感動の祭典」特別講演レポート

「ファイブウェイマーケティングの 5 つの項目の
トータルスコアを上げろ！」
日本経営コンサルタント株式会社

代表取締役

「ファイブウェイ」 とは…

水元仁志

さらに、 「サービス」
「カスタマーサービス」 は最もトータルスコアーを上げられる。

この 「価格」 と 「アクセス」 と 「サービス」 ・ 「商品」 ・ 「経験価値」 の
トータルスコアを上げることが 「売り上げの最大化と利益の最高化」 に
つながるのです。
「勝ち組」 と言われる企業はどんどんこの 5 項目のトータルスコアを最大
化しようとしている。
例えば 「アマゾン」。 「価格」 ・ 「アクセス」 ・ 「商品」 で圧倒的スコアーを
叩き出せる。 「サービス」 も “スピード” と “自宅まで持ってくる” という
点でスコアーを上げている。 しかし、 「経験価値」 のスコアーは上げら
れない。 そこで、 「Amazon Bar」 などの “フィジカル店舗”」 をつくる。
すべて、 この 「5 項目」 のトータルスコアーを上げたいために…
では、 どうすればいいのか…
まずは 「価格」。
今回は 「アウトレット調達」 や 「鮮魚調達」 でスーパーサプライズ発表
があった。
例えば、 この商品知ってますよね…
この右の商品の調達、 いくらだと
思いますか…
なんと、 「原価 255 円」

これは昨日の 「いちい」 さんのサービスの発表。
「トイレ」 ではなく、 「化粧室」 を実現した。
これだけでも 「トータルスコア」 は上がりますよね。
こういうことをたくさん学びました。
そして商品。
青果部門で発表した 「松孝」 さんの発表はすごかった。

「まずい！さわるな！危険！」
フルーツの紹介。

逆に 「美味しいフルーツ」 の紹介。
参加者が大感激した発表でした。
これで、 「商品」 のトータルスコアが
上がりますよね。

こんな発表がバンバン飛び出す。
鮮魚部門も…
この右写真の 「冷凍真ダコ」
いくらくらいと思いますか？
「羅臼さん真ダコ 1 杯 1,000 円
参加されている 「ジャパンミート」
の境社長が飛んでいった。
「全量ください！！ ( 笑 )」 と交渉していた。
こういうことで、 「安さ」 を出して、 トータルスコアを高めていく。
次に 「アクセス」
「とくし丸」 などはこの 「アクセス」 の最大化につながる。
また、 「コラボ販売」 もこれに当てはまりますね。

最後に 「経験価値」
「フィジカル店舗」 では一番大事。
今回はこんな 「経験価値の最大化」
を学びました。
「モデリング」 してください。
というように、 この 5 つの項目の 「トータルスコア」 を最大化すること。
これが 「第 22 回やる気と感動の祭典」 で商人伝道師が参加者に伝え
たかったこと。
参加されたみなさん、 わかりましたか？
この 「トータルスコアー」 を上げて 「売り上げの最大化」、「利益の最高化」
を狙いましょう。
今回の “モデリング” すれば大丈夫。
“即！モデリング” です。

●お取り組み企業発表
「第 22 回 やる気と感動の祭典」。
お取り組み企業の発表がすごく多かったですね。
なんと、 5 社もありました。
なぜこんなことになっているのか…
それは、 「共に学ぶ」 ということが定着したからだと思います。
「共に学ぶ」 ことにより、 “情報の共有化” ができる。
そこで、 一つの 「方向性」 が決する。

グロッサリー＆お取り組み部門
株式会社マルヤナギ小倉屋

鮮魚部門
株式会社エムケーコーポレーション

今回の 「マルヤナギ」 さんがそうでした。

鮮魚部門
中標津魚類株式会社

青果部門
株式会社松孝

「熱狂信頼営業」。
つまり…
「売場を元気にする支援！」
こんな売り場をどんどん提案してきます。

ヨーグルトと一緒に…
スープに…
カレーに…
こういう提案をしていただけることにより…
売上は勿論のこと…
売場が活性化してくる。
これを、 「お取り組み」 というと思うんです。
「高い！安い！」 の交渉も大事。
しかし、 それよりも大事なのが…
「ともに学び！ともに実践！！」 することではないでしょうか。
「Win-Win」 の関係。
これこそが、 業界全体の発展につながると思っている。
「お取り組み」。
少しずつではあるけど、 前に進み始めた。
メーカー様が 「異常値販売」 という言葉を知り…
「異常値販売」 を実施した時…
大きなパワーとなる。
これが 「売場を元気にする支援！」 だと思う。

そして、
「データの分析をもとに、 カテゴリー全体の売上 ・ 利益 UP を提案」
するカテゴリー専門家。
専門家だからこそ、 こんな提案ができる。

でも、 まだまだ…
「第 22 回 やる気と感動の祭典」 に参加いただいた企業様。
もう少し、 「お取組み」 企業様を一緒に参加させてみてはどうでしょ
うか。
そうすることにより、 「お取り組み」 が強固なものになる。
「ともに学び！ともに実践！！」
これこそ、 生き残りの道であると確信している。
ぜひ、 来春の 「やる気と感動の祭典」 に
お取り組み企業様と一緒に参加してみてはいかがでしょうか…

第 22 回 やる気と感動の祭典ボランティアスタッフ
「サバイバルアドベンチャーズ」活動レポート
今回のボランティアチーム「サバイバルアドベンチャーズ」のメンバー構成は、男性 7 名・女性 2 名。
業種は、スーパーマーケット・食品メーカー・小売り向けサービス業など…

年代・職務は、新入社員〜中堅社員〜ベテラン社員（幹部社員）様まで…
様々なバックグラウンドを持った皆様が参加してくださいました。
「やる感ボランティア」は経験と成長の場ということで、

バラエティに富んだ
メンバー構成

若手のメンバーには優先的に責任のあるポジションを担っていただくようにしています。
リーダー・サブリーダーは若手の女性２人が担当！

上手な情報活用

ボランティアスタッフ同士の話し合いには、

毎回「サイボウズ」という WEB 上のサービスウエアを利用しています。
セミナー開催前日までは、WEB 上だけで話し合いを進めていきます。

今回のボランティアチームは、「サイボウズ」上の過去回トピックをしっかりと読み込み、
過去にボランティア参加された先輩社員様からもアドバイスを受けるなど、

過去回情報を上手に利用し、その上で自分たちのオリジナルの意見を組み込んでいました。
また、WEB 上のコミュニケーションには、文字以外に写真や図を駆使して話合いを進めていたので、

メンバー全員が情報を共有しやすく、不明点があれば綿密に打合せしていく様子はとても心強く感じました。
開催前までに進める準備を的確にピックアップし、どのタイミングでどの作業を行うのかを
無理のないスケジュール管理でこなしていく様子も素晴らしかったです。
全体の流れはリーダー・サブリーダーがしっかりと誘導し、

フェアな意見交換

他のメンバーは各役割のリーダーとして、全員がそれぞれのやり方でリーダーシップを発揮していました。
普段の立場（職務）や年齢とは関係なく、フェアな話合いが行われていたことがとても印象に残りました。

→
島根・広島物産展への案内 POP。皆さん、ご覧になりましたか？
地元ということでレジェンド安武さんに作成していただきました

入念な準備と確認を終えて いよいよ本番！
世界に一つだけの花の演出に
一つ一つ手づくりのコサージュを
身につけて会場を盛り上げました。

参加者の皆様を誘導するのはもちろんのこと
各自担当していた役割をしっかりと果たしました

基調講演をされた井出先生の著作を紹介する
POP は文字がはみ出て印象的。
リーダー大内さんの力作です。

商人ねっとの DVD を紹介する POP は全員で分担して作成
一言形式に小さなスペースの中に「コト」を散りばめて頂きました

事前の WEB 上での打合せは順調だった「サバイバルアドベンチャーズ」でしたが、

やる感の本番は毎回何が起こるか分かりません。

新たな経験と気づき

今回も前日準備〜セミナー当日にかけて、たくさんの予期しないハプニングが…。

皆様、日常業務もある中での打ち合わせ、必要な物の準備などなど…

ボランティアさん1人1人が対応しなければならなかった場面も多々あったことと思います。

そんな中だからこそ大きな成長が出来たのではないかと、

私たち運営スタッフが一緒に対応した場合もあれば、

困難に見舞われつつも、新たな気づきがあったり、

今後につながる経験になったのではないでしょうか。

非常に目まぐるしい 30 日間だったと思います。

当日の活躍を見て感じた次第です。

参加された皆様に改めて感謝すると共に更なるご活躍をお祈りしております。

また、
「やる気と感動の祭典」でお会いいたしましょう！

「日本の5年先がある」アメリカのスーパーマーケット。そんなアメリカに今、「100年に一度の大変革期」が訪れているといいま
す。アメリカの変化を間近に体感できる、商人伝道師と稔子・ウィルソン先生のアメリカ視察セミナー。同行した商人ねっとス
タッフ2名の視察レポートを少しだけお届けします。

1.ピックアップ、デリバリーサービスの拡大
業界に衝撃を与えた、AmazonのWhole Foods
Market買収。買収によってWhole Foods Marketは
どう変わったのか！？競合企業の対策は！？今回
の視察の大きなテーマでした。
実際に視察してみて驚いたのは、むしろ地元のイ
ンディペンデントなスーパーマーケットが、積極的
にAmazonやInstacartなど のピッ クアップ ・デリバ
リーサービスと連携していたことです。Amazonと対
抗するのではなく、Amazonと共存する。これも一つ
の有力な流れなのかもしれません。

▲Prum MarketのAmazon Prime NowとInstacart

▲Prum MarketのGrubHub。GrubHubは「フードデリ
バリーサービス」。他のレストランやファスト
フードの料理とPrum Marketの安くておいしいワイ
ンなどが一緒に注文でき、配達してくれる。

▲Fresh Thyme Farmers Marketの
Amazon Prime Now

▲ShoppersのAmazon Locker

▲WegmansでもInstacartと連携しています
▲WholeFoodsMarketにもAmazon Lockerはありましたが、まだそ
んなに多くないようです。当然、今後Amazonとの連携はどんどん
強化されてくることでしょう。

▲早くからオンラインとピックアップ
サービスに力を入れているWalmartも、
当然強くアピールしています

▲Amazon Fresh Pickupは今後どのように拡大していくのか……

2. ハードディスカウンターの進化！？
無骨な棚に、よれよれの段ボールが置いてあるだけ…
以前行ったAldiの印象はそのようなものでした。「今更視
察しても…」そんな参加者の声も聞かれる中、店舗に
入って一転、以前の印象は、見事に裏切られました。
棚も箱もきれいで、内装やPOPもおしゃれ感があり…商
品に関しては、「オーガニック」「グルテンフリー」「サス
ティナブル」などまで打ち出してきている。
一方のLidlはAldiの倍ぐらいの広さの店舗でしたが、
隅々まで手が行き届いていてきれいでした。商品も、高
品質低価格。特にベーカリーは私もいただきましたが、
非常においしかったです。エリアマネージャーへのインタ
ビューによると、PB商品に力を入れていて、グロサリーで
は7割以上がPB商品。PB商品はディスプレイ時をよく考
えデザインされており、「オーガニック」なら緑、「グルメ」
なら赤、といったように、華やかな色やデザインで、売場
に統一感がありました。
こんなAldiやLidlですが、なんと、400坪のAldiを2名で、
1000坪のLidlを6名で回している！？
参加者一同、このハードディスカウンターの進化には
びっくり。ハードディスカウンターの勢いをまざまざと見せ
られた視察となりました。

3. イートイン
ではなく

グロッサラントへ

食の体験から購入へ
視察店舗の写真を一挙公開︕︕

≪WHOLE FOODS≫

Grocery + Restaurant

≪WEGMANS≫
グロッサラントの流れで、
「調理済み加工商品」に力を入れている

｢EZ entertaining」｢EZ meals」
イージー（EZ）に美味しい食事ができる
イージー（EZ）にパーティーができる
イージー（EZ）にディナーができる

「時短」は世界共通の課題

≪MAIN & VINE≫
グロッサラントの流れで、「エンターテイメント」
を意識してライブ感を入れてきている

≪METROPOLITAN≫

「4E」なしには実店舗として存在できない
4Eとは
Excitement（興奮させる）
Entertainment（楽しませる）
Experience（経験価値を上げ

る）

E-commerce

（インターネット対応ができる）

≪PCC≫

≪EATLY≫

グロサリーアイテムを絞り込んで「スペシャリティ化」していた
店を「ショールーム化」してネット販売に力を入れている
何時間でも過ごせる空間の演出はさすが「イータリー」と感動させられます︕︕

私たちがこの視察セミナーでアメリカを訪れたのが9月末。そして12月初旬、
我らがToshiko先生より、驚くべきニュースが飛び込んできました。
何と、365 by Wholefoodsが店舗を閉めることを決定。
そして、MAIN & VINEの閉店を親元のKROGERが発表。
更に、FRED MEYERも出店予定を取り止め。
いったいアメリカの流通業界では何か起こっているのでしょうか･･･
「一時も目を離せない」という状況です。
今後も「アメリカの今を、そして流通業界の今」を随時追っていきます︕

売場大賞公式サイト
http://www.akindonet.com/grandprize/

「売場大賞」
は、
年間の様々なイベントを通し、
スーパーマーケット業界に関係する全ての人々の技術レベル向上を目的としています。

特典

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

特典

1 「売場写真大全集 DVD」をプレゼント！！

2

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
などの商品をプレゼント

年間開催日程

第2 5回売場大賞 「X m as・年末・年始商戦」
最優秀大賞

優秀賞

コト POP 大賞
募集締め切り：1

月 20 日

募集締め切り：2

月 20 日

募集締め切り：3

月 20 日

第2 6回売場大賞 「節分」
最優秀大賞

第2 7回売場大賞 「ひなまつり」
最優秀大賞

応募方法
募集部門 1. 青果部門 2. 鮮魚部門 3. 精肉部門 4. デリカ部門
5. グロッサリー部門 6. 日配部門 7. イベント部門 8. コト POP 部門
※上記の中から１部門だけでのエントリーでも受付ます。

応募方法

1. 写真データを全部門まとめてお送りください
2. 氏名（個人の場合）
・企業名・店名・職位・住所・連絡先（法人の場合は窓口となる方）
・メールアドレスをお書き添えの上、メールまたは郵送にてご応募をお願い致します。
【郵送の場合】
〒104-0045 東京都中央区築地 6-4-5-801 「商人ねっと株式会社 売場大賞 受付係」
※DVD-R・CD-R・USB メモリ等に写真データを入れてお送りください
【メールの場合】
info@akindonet.com
件名に「第○○回 売場大賞 エントリー」と明記の上お送りください。

受賞企業様ご紹介
第 20 回売場大賞

「GW ・ こどもの日 ・ 母の日」

GW ・ こどもの日 ・ 母の日の限定商品の展開や楽しい売場演出がなされており 「イベントを成功さ
せようという」 という意識が感じる内容でした。 非常にレベルが高いエントリーが多数ありました。
最優秀大賞

紅屋商事株式会社

Best Award

会社全体での取り組み。一人一人
がイベントの成功を意識し、全部
門でこの大型連休に取り組んでい
た。提案力・単品量販力・売場演
出すべてにおいて、レベルの高い
取り組み。

第 21 回売場大賞

「父の日」

売場大賞へのエントリーをずっと続けている企業の提案力が変わった。 ただ単なる単品量販では
なく、 料理提案や、 生活シーンをうまく提案している企業が多数ありました。
最優秀大賞

山成商事株式会社

Best Award

父の日のイベントを通して、地域の
方々に楽しんでいただけるような
楽しい提案、売場づくりがされてい
ました。サプライズのある売場演出
は、きっとお客様の「顧客感動」に
繋がったことだろう。

第 22 回売場大賞

「土用丑の日」

土用丑の日といえば、 「うなぎ」 の取り組みばかりで、 鮮魚部門やデリカ部門がメインになってしま
う企業が多い。 しかし、最近では 「土用丑の日＝うなぎ」 を超えた取り組みが増えていきています。
最優秀大賞
Best Award

ヤオマサ株式会社

今回受賞したエントリーはまさに「土
用丑の日＝うなぎ」という発想にと
らわれず、「うなぎ」というものを題
材にして店全体で仕掛けてきている。
土用丑の日は「うなぎの異常値」で
はなく「店の売上の異常値」という
考え方で取り組んでいた。

受賞企業様ご紹介
第 23 回売場大賞

「お盆商戦」

今回のお盆商戦のエントリーでは今年の新たなチャレンジというものに取り組んでいる企業が多かっ
た。 しかし、 残念だったのはダイナミックな展開が少なったということ。
結果が伴わないという企業も多かったのではないでしょうか。
最優秀大賞

株式会社ウシオ

お盆商戦での売場づくりの差別化

Best Award

は難しい。しかし、そんな中で差
別化しようと努力している執念の
ある売場でした。これを続けるこ
とが売上に結びつく。

優秀賞

株式会社いちやまマート

コト POP
大賞

写真と吹き出しをうまく利用し、お

デリカ・ベーカリー部門ではダントツの売場

客様に対してうまく伝えられている。

展開。商品づくりは参考にする点が多い。

第 24 回売場大賞

紅屋商事株式会社

「ハロウィーン」

今回初の募集となった 「ハロウィーン」 の取り組み写真。 かなり気合の入った取り組み写真が多数
送られてきました。 商人伝道師も最優秀を決めるのを迷った程です。
最優秀大賞
Best Award

紅屋商事株式会社

エントリー枚数 300 枚超え！！
「全てが完璧」といえるほど、1 部門
たりとも手を抜くことなく、全部門
で取り組んでいました。イベントだ
けではなく、商品の MDing まで落と
し込んだ取り組み。この取り組みは
Xmas 商戦にも必ず生きてくるはず。

売場大賞は 「商人ねっと」 で無料配信中です！
個人会員様登録料無料！！

番組サンプル動画

会員登録ページ

www.akindonet.com

商人ねっと 番組視聴ランキング
2017/5～2017/10

1位

527pt

2位

232pt

3位

132pt

4位

120pt

5位

107pt

6位

87pt

7位

80pt

8位

73pt

9位

59pt

10位
41pt

毎月1日更新

毎月の全部門のブルーオーシャン戦略を徹底解説！

商売繁盛虎の巻

ブルーオーシャン戦略で数々の不振店舗を蘇らせてきた実践派コンサルタント・水元仁志の戦略を毎月学ぶことができる唯一の教材「商売繁
盛虎の巻」は毎月20日に配信しております。
「果物編」「野菜編」「鮮魚編」「精肉編」「デリカ編」「フロアー編（グロッサリー・日配）」の6部門。各部門約30分、講師である水元
仁志が最新の戦略を分かりやすく解説します。
番組では毎月、全国から寄せられた成功事例売場・POP・商品化の写真を水元仁志の解説付きでご紹介しております。
また、番組で使用している全ての資料・写真データはダウンロード可能ですので社内での共有も簡単に行うことができます。

毎月5日更新

水元仁志が売場をクリニック！売場づくりのポイントを実際の店舗を基に解説

水元仁志の「売場クリニック」

水元仁志が実際の店舗の売場を見て回り、良い点、悪い点を具体的に指摘していきます。
「虎の巻」で提案された数々の取り組み・戦略を実際に行っている企業様の実例を見ることで、売場に反映させる際のポイント・注意点を分
かりやすく理解することができます。生の売場にお邪魔して撮影しているため、そのままモデリングし、すぐに結果を変えることが可能で
す！

全国のスーパーの頂点に選ばれる売場は！？

売場大賞
第11回、2015年Xmas～年末年始商戦から新しく生まれ変わった「売場大賞」。
エントリーは簡単、イベントの取り組みの様子の写真を送るだけ。エントリー企業には、全企業の取り組み写真DVDをプレゼント。情報を発
信する者が情報を制す！
また、見事優秀・最優秀賞に選ばれた企業様には、賞品としてやる気と感動の祭典の無料招待！
ぜひエントリーをお願いします！

毎月15日更新

経営者としての考え方、現場対応力、問題解決力、基本哲学を学ぶ

栃木「勝人塾」

超実践派コンサルタント佐藤勝人が、あなたの商売と人間観を変える！！
巨大チェーンによる家電戦争で有名な栃木で、社員ゼロ、家業のカメラ店をたった一代で18店舗のチェーンにまでのし上げた、天才経営者・
佐藤勝人。全国13か所で開催される佐藤勝人の会員制セミナー「勝人塾」から、佐藤氏の地元「栃木会場」の模様を毎月収録しお届け。それ
ぞれの経営者の悩みを聞き、その場で佐藤氏が解決していく。
経営戦略の基本・地域戦略・販促・広告・部下指導・事業継承など、経営のすべての悩みを解決する。

月刊「商業界」連動、山口茂先生が取材した全国のコトPOPを解説！

動画で学ぶ！今月の秀逸コトPOP

毎月1日更新 視聴無料！

月刊「商業界」で大好評連載中の「今月の秀逸コトPOP」との連動番組。山口茂デザイン事務所代表の山口茂先生が取材した全国のコトPOP
を解説していきます。
今やあらゆる業界で必須の技術となった「コトPOP」。毎月、様々な業種・業態で制作されたコトPOPの良い点や改善点はもちろん、店舗で
どのように展開されているのかまでわかりやすく説明。
動画ならではの、紙面では語りつくせなかったコトPOPの数々を、文字通り隅々まで見ていきます。製作者の狙いや売場での展開方法などな
ど、コトPOPの魅力をお伝えいたします。

食品を扱う「プロ」としての知っておかなければいけない商品知識バイブル

商品知識の鉄人 ／ 食は「餌」か「文化」か
「安心・安全」へのニーズがますます高まっている昨今。バイヤー・担当者には深い商品知識が求められます。
添加物、遺伝子組み換え、食品表示…
こだわりの味協同組合代表理事の冨永昌良先生が、
「メーカーが教えてくれない」日配・グロッサリー部門の商品知識を解説します！

凄腕担当者の人間力を学ぶスーパーマーケット版の「情熱大陸」！

チャレンジャー あくなき挑戦者たち
激化する価格競争でスーパーマーケット業界が困窮する中、全国のスーパーマーケットの中には、「売れている現場」がある。
毎年2ケタアップの成長を続けている店舗や、昨年対比150%を超えた売場、売上構成比20%以上を常にキープする売場、はたまたイベント時
において昨年対比250%の結果を叩きだす売場など、飽くなき挑戦の果てに成功をおさめる者たちがいる。
挑戦者“チャレンジャー”の辿り着いた勝利のセオリーを徹底解剖するスーパーマーケット業界版「情熱大陸」として呼び名の高い珠玉のド
キュメンタリーシリーズ。
「成功した担当者の考え方や決断・行動を見て知り、人間力を学ぶ」。社員教育には持ってこいの教材。

パート・アルバイトさんの応募率・離職率を劇的改善！

赤沼先生の求人入門
スーパーマーケット業界に限らず、どの企業もパート・アルバイト社員を募集しても全くと言っていいほど応募がない。
その多くの理由は、「ひょっとしたら…」という“淡い憶測”で「募集しても全く応募がない」媒体に求人広告を出し続けていること。しか
し、それでは相変わらず、全く応募がないのが現実。要するに、「募集する方法」が間違っているのである。本教材では、今までかかって
いた「年間何百万円～何千万円」の採用・教育コスト削減の方法を学びます。
また、採用後の悩みの一つ、「眠った労働力を発掘＆生かすための秘訣や方法」もお伝えします。

地域密着チラシの戦略・戦術を佐藤勝人が解説！

売れるチラシ作りの極意

毎月10日更新

日本一のチラシプロデューサーと呼ばれる佐藤勝人が毎月、全国から送られてくるチラシを分析し、的確な戦術を具体的に説明していきます。
佐藤氏自身が経営するサトーカメラも、たった1 枚のチラシで経営を立て直したというほど、チラシに精通している佐藤氏だからこそできる
内容となっております。
扱うチラシは主にスーパーマーケット業界のチラシ、それも販促にお金をかけられる大手企業ではなく、時間も予算もなくて困っている中小
企業の物がほとんどです。
佐藤勝人ならではのアドバイスやヒントが随所にちりばめられた教材となっております。

「21世紀型売場への挑戦！！」

カスタマーエクスペリエンスの最大化を実現した企業 株式会社東武

第2章 5/10公開

今、全国のスーパーマーケットから視察が絶えない企業、北海道の「株式会社東武」。
注目は2016年に改装した北見の「イーストモール店」。日本初の、シェフのいる「本格フードコート」や、同じく日本初の「バルク販売」
など、日本の10年先を行くといわれる「アメリカSM」の考え方を日本流に置き換えた店舗。
改装と同時にお客様から圧倒的支持を得ているこの店舗を、映像で徹底的にご紹介。
「イーターテイメント」「カスタマーエクスペリエンス」といった、「少子高齢化」「マーケットの縮小」「食の多様化」など変化する現
代社会に対応するための戦略を学べます。

New & Comming soon

新着＆制作中動画！

異常値販売がもたらす５つの効果とは？

2017年1月公開予定

しまむら式 異常値販売成功の極意

大手企業の躍進。さらにドラックストアやAmazonを代表とする、他業界・他業種の勢いが著しいスーパーマーケット業界。
安売りに応戦しては利益が残らず、利便性を向上させるには人手や資金が足りない。
この限られた状況を打破する方法が「異常値販売」
今回、取材に訪れた「しまむらストアー すみれ平店」では「異常値販売」を仕組み化し、月に３０回近く実践している。
考え方から準備段階、そして当日の販売方法まで「しまむら式 異常値販売」の秘密に迫ります！

11/27公開

脅威の経常利益11.2%を達成した店舗から学ぶ

「人手不足問題」解消の切り札！人のマルチ化

これから突入する「減の時代」！これまでの経験則では、人を減らすか、人件費を減らすことが最優先とされてきた。しかし、人不足の今・・・それ
をすれば店舗の運営すらままならない状況に陥ることは必至！そんな中、生き残りのためのキーワードとなるのが、「経常利益率」。
今回ご紹介するゆめマートはなわ三次東店は、なんと経常利益率１１．２％！それも、わずかな従業員数だけで達成している！
それも、決して「システム化された無機質な店」ではなく、「ワクワクドキドキ」する売場も実現！
キーワードは「人のマルチ化」！
「ゆめマートはなわ三次東店」の事例を元に、ヒト・モノ・カネがない中でもお客様に選ばれる「儲かる会社」の作り方の秘策を伝授します！

あなたのお店でもスグ実践できる！異常値イベントのノウハウを徹底的に解説！

大公開！究極のイベント裏舞台

最新回 丸正チェーン商事 成城石井ミュージアム

11/16公開

「異常値イベント」の当日・売れている現場にカメラが潜入！
仕入れや商品化、当日のオペレーション、タイムセールの仕掛け方などなど、店舗視察だけではわからないイベントの舞台裏を分かりやすく
解説します。
さらに現場を担当するバイヤー・担当者、さらには経営者にまでインタビュー！自社でもすぐに実践できる教材となっております。
最新回では、丸正チェーン商事のイベントを取材。商品での差別化の切り札となる「お取り組み」。
「丸正チェーン商事」と「成城石井」とのお取組みについて特集します！

PickUp 注目動画
生活協同組合おおさかパルコープ

14位

9/15公開

これが女子力を最大活用した店舗だ！

深刻な人手不足…上がり続ける最低賃金…正社員比率の低いスーパーマーケット業界にとっては死活問題。今後いかに非正規社員の「生産
性」をあげられるかが、これからの課題。
そんな中、パートタイマー主体のお店づくりによって売上アップを達成し続けている企業が「生活協同組合おおさかパルコープ」。中でも
「枚方公園店」は８年連続店舗売上げアップを達成する優良店舗。
有名デザイナーが手がけるようなお金のかかかった店舗でもない。ましてや、とびぬけて優秀なスタッフがいるわけでもない。
売上アップの立役者となっているのが、「女性パートタイマー」。
スーパーマーケットで働く全ての男性必見！女性が活躍できるお店の作り方、大公開します！

20pt

11位

29pt

SM向け単品管理活用

21位

10pt

青果のトレンド

12位

26pt

大公開！究極のイベント裏舞台

21位

10pt

特別番組 丸正総本店

13位

21pt

行列ができる究極のイベント「朝市」 文化堂

23位

8pt

五感マーチャンダイジング

14位

20pt

これが女子力を最大活用した店舗だ！

23位

8pt

鮮魚力

15位

19pt

山口茂の売れるPOPの法則

25位

6pt

これでいいのか！？ 惣菜部門

16位

18pt

ライフ・ウェザーMD入門

25位

6pt

女性管理職登用で店が蘇る！

17位

14pt

心の接客

25位

6pt

対面接客説明サービス販売のすすめ方

18位

13pt

やる気と感動の祭典 最終選考結果

25位

6pt

店頭販売士講座

19位

12pt

成田惣菜道場

25位

6pt

伝説のローカルチェーン

20位

11pt

A Beautiful Wine

30位

5pt

ID-POS 簡単活用術

VMD講座

サトーカメラ

ランキングの各動画はこちらからご覧になれます！

http://www.akindonet.com/shunen/ranking17.html

法人会員・個人会員募集中
「難しい」を「わかりやすく」、いつでもどこでも学び放題

コストから投資へ、社員教育を徹底サポート
各店舗ごとに割り振られるIDとパスワードを「商人ねっと」に入力していただければ、パソコンやスマホ、タブ
レットで「いつでも・どこでも・だれでも」サイトにアクセスして「学ぶ」ことができます。
「商人ねっと」は、低コストで教育できるインターネット教育を通じて、パート・アルバイトから経営者まで、
流通業に関わる全ての人々の教育をサポートしていきます。

800を越えるバリエーション豊かなラインナップ
映像だから学びやすい！
商品知識やスキルアップ技術はもちろん、その時期に合わせた最新の戦
略まで、商人ねっとの教育コンテンツは常時800以上あり、最新のコン
テンツも毎月10本以上配信中。追加料金なしで新コンテンツが毎週次々
と追加されていきます。
スマホやタブレットでも視聴できるので現場や研修室で活用したり、空
き時間で視聴をさせて学んだことをレポート提出することを義務付けれ
ば、採用後のOJTの時間短縮が可能です。

低コストで導入しやすい定額制
限られた教育予算をより効果的に活用
商人ねっとの法人会員は、1か月あたり5,400円/店舗の定額制なので、全ての店舗でどなたでも低コストで
学ぶことができます。研修やセミナーなどに比べて、旅費や交通費、会場費、講師派遣費といったコスト
が発生しないため、社員教育費用を従来と比べて大幅に削減することができます。
多人数の研修などにおいて、その価格メリットは歴然です。

詳しくはこちら

http://www.akindonet.com/lp/lp_membership.html

主催

日本経営コンサルタント株式会社・商人ねっと株式会社

新春特別セミナー2018
2020年以降を生き抜く戦略を
“超一流講師”５名から学ぶ
平成

30年1月23日（火）1２：００〜１９：００
懇親会 19:00〜21:00

会場：新横浜国際ホテル
FOOD
TRENDS-US LLC

女性誌「Mart」

NPOランチェスター協会

㈱IDプラスアイ

日本経営
コンサルタント㈱

代表

編集長

常務理事

代表取締役社長

代表取締役

稔子・T・ウィルソン氏

2018年

名和田 竜氏

大給 近憲氏

1月 23 日（火）

会場：新横浜国際ホテル クイーンズホール

【セミナー参加費用（セミナー受講＋懇親会料金）
】

お一人様

水元 仁志氏

鈴木聖一氏

48,000 円

（税別）

１企業
３名様以上参加
１企業
５名様以上参加

お一人様

45,000 円

（税別）

お一人様

40,000 円

（税別）

定員

150名

■お問い合わせ・お申込み先

日本経営コンサルタント株式会社「新春特別セミナー」運営事務局

〒104-0045

東京都中央区築地 6-4-5-801

TEL：03-3543-4865
FAX：03-3543-3776
Mail：info@akindonet.com

お申込み問合わせ / 須田（スダ）

新春セミナー２０１８公式 Web サイト（セミナーの詳細・お申込みはコチラから）

http://www.akindonet.com/seminar/shinshun/

「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。
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