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第 23 回やる気と感動の祭典レポート第 23 回やる気と感動の祭典レポート

2018 年４月 10~11 日開催
東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート

参加企業　２０２社
参加人数　８４０名

グロッサリー部門

今スーパーマーケット業界では人件費高騰に伴い、「教育費削減」が始まった。これは最もやってはいけないこと。一番減らしてはいけないもの。それが「教育投資」。
なぜなら、教育は " 継続 " してこそ " 実 " になるから…。今回の「第 23 回やる気と感動の祭典」では、５０名を越える社員様を連れて参加される企業もいました。
第２３回目を迎える「やる気と感動の祭典」では、ものすごい提案をしました。はじめて参加される企業は「何これ…??」と思われたでしょう。いつも参加して
いる企業でさえも「今回ちょっとすごいぞ !!」となった内容。なぜなら、世の中の流れの " 半年～1 年先 " を学べる日本で唯一のセミナーだからです。

利益とモチベーションを最大化する２日間

「こだわり」商品についての発表

「こだわり」商品に取り組む上での

注意事項や･･･

「こだわり」商品の取り組み方法

「こだわり」商品の春～夏の企画

等の発表でした。

株式会社 G7 ジャパンフードサービス
株式会社文化堂

「アウトレット」商品についての発表と･･･

「生鮮とのコラボ販売」についての発表･･･

「マネキン販売」のコツについての発表など･･･

度肝を抜く発表でした。

成長して ! もっと成功して !

その後の経過を「やる気と感動の祭典」でまた

発表してもらいたいと感じる発表でした。

株式会社ファミリーストアさとう

鮮魚部門

「鮮魚のイノベーションセミナー」を受講して･･･

“商品化のイノベーション” を起こし･･･

大きく結果を変えた発表をした。

「世界農業遺産」に登録されている･･･

「能登半島」

“天然の生けす” と言われているのと海域。

ここは「魚の宝庫」なんです。

それを今回、一挙公開してくれました。

さらに「出展ブース」でも菓子や食品も出

展してくれました。

発表だけでなく、商品まで実際に見ること

ができる。

こんなセミナーないですよね。

すごくよかった。

株式会社山成水産

女子力甲子園
あっという間に、1 時間が過ぎた。

「もっと聞きたかった !!」の声･･･

続出 !!

よかったですよね。

自分たちが進むべき道が間違っていな

かったことを再認識できましたね。

株式会社山信商店
四郷店スマイルキッチン食育メンバー

レジチェッカー部門
「レジチェッカー」のプロフェッショ

ナルの発表。

いろんな “ノウハウ” を発表してく

れた。

レジチェッカーさんにとっては、も

のすごく勉強になったと思う。

素晴らしい発表でした。

株式会社アクティブマーケティングシステム



デリカ部門

「ニッチャー戦略」という点では “日本有数” の企業

になった。

その” ヤマダのニッチャー戦略” をあますことなく発

表してくれた。

「ヤマダのコト POP」

「ヤマダのプロモーション」

「ヤマダのチラシ」

まで、学んだ。

すごく勉強になったと思います。

ヤマダストアー株式会社

青果部門 同じ会社…?

同じ人間…?

と思うぐらい、

「リユース仕入れ」「無選別仕入れ」を行っ

て…

数字が劇的に変化した発表でした。

目を疑うような数字。

参加された青果バイヤーは何か感じたは

ずです。

「ハイリスク・ハイリターン」だけど…

「リスクなきところに利益なし !!」ですも

んね。

ぜひ、挑戦してみてください。

株式会社キョーエイ

精肉部門
23 回目にして、初の「生鮮部門女性管理職」発表。

「肉バブル」の中…

「次の一手」を発表してくれました。

公開できませんが…

これをモデリングしたら…

またまた “ステージがもう一段アップ” しますよね。

“半歩先” を行く「やる感セミナー」だけあります。

“半歩先” のノウハウ発表でした。

参加された企業は “即 ! モデリング !!” です。
紅屋商事株式会社

店長部門
「ニッチャー戦略」の発表。

度肝を抜かれた発表でした。

「汗をかけ !」

「足で稼げ !」

今の時代には古臭く感じるかもしれないけど…

まさしく、商品力はこの 2 つのことをしないと…

「差別化」商品なんて集められないですよね。

また…

「販売力をつけるために、人を育て、人間力を上げる」

「人間力を上げるためには、個人の能力に依存しない」

“名言” がどんどん出てきた発表でした。

株式会社ニチエー

次回告知

第2４回やる気と感動の祭典

2018 年10月29・30日日時

場所 リーガロイヤルホテル大阪

そして、最後に…

「第23回 やる気と感動の祭典」での最高の言葉はコレ!

「YOU ARE WHAT YOU EAT」

( あなたの食べるものであなたはつくられる )

なんかよい言葉ですよね。

第二日目の一番札を獲得したのは･･･
「日東燃料工業株式会社ベニースーパー」さん
なんと、朝 3時に並ばれたとのこと･･･

頭が下がります。
確かに、前で聴くのと･･･
後ろで聴くのでは･･･
全くリアル感が違う。
どうせ参加するなら、前方がいいですもんね。

第 2日目の一番札
「朝礼」は「やる気と感動の祭典」に参加され
ているレジチェッカーさんたちが
全員壇上に上がり･･･
行います。
これも、「やる感」名物になってきました ( 笑 )。
そして、セミナースタート。

レジチェッカーによる朝礼



基調講演

あっという間の 1時間でした。

そのお話の中で、いくつか共鳴したことがありました。

それが･･･「大きな錯覚」です。

今小売業は大きな錯覚を起こされていると言う。

その一例を今日は紹介します。

1. 本部から指示を出せば、売場は良くなる。
これは大きな錯覚だと…

ほとんどが本部の指示を売場で実行されていないと･･･

必ず実行されているかのチェックが必須であり･･･

なぜ、このようなことをしなければいけないのかを･･･

現場の人たちとコミュニケーションをとらないといけないと･･･。

本当にその通りですよね。

コミュニケーション不足・「PDCAを回す」ことの不足

こういうことで、いわゆる「言いっぱなし」になってしまうことが多い。

だから、大きな錯覚だと･･･

2. 経費を削減すれば利益が出る
これも大きな錯覚だと･･･

経費を削減すれば、売場が乱れる。悪化する。

そうすると、売上げは必然と落ちてくる。

そして、利益が出なくなる。

だから、経費を絶対に削減してはならないと･･･

それよりも、もっと･･･

商品力を強化する

販売力を強化する

価値を創造する

ことに力を入れるべきであると･･･

そうすれば、売上げが上がり、粗利益率が上がり、経費率が下がる。

よって、営業利益が拡大すると･･･。

でも、ほとんどがこの逆を行っている。

3. 店舗を出店し、商品を並べておけば売り上げは上がる
店舗あたりの競争力が落ちるので、全体の売上が落ちることが多いと･･･。

もう、商品を並べておいただけでは売れない。

そこで大事なことが「基本の徹底」であると･･･

①あいさつ

②クリンネス

③品切れの削減・品揃え

④品質・鮮度基準

そうすれば、「固定客」を増やすことができる。

それが客数増につながってくるんだと･･･

まさしくそうだと思います。

4. ディスカウントをすれば売り上げが上がる
これは大久保先生の一貫した考え方

短期的には売り上げは上がっても、長期的に上げ続けることは難しい。

売上拡大は「固定客」を増やすことを考えるべきであると･･･

そのためには、先の「基本の徹底」と「変化への対応」をしていかないといけないこと

をすごく強調されていた。

5. アイテム数を増やした方が売上げが上がる
アイテムを増やすと、売れ筋商品や「売れて儲かる商品」のフェースが拡大できずに、

売上げは落ちると･･･

売上げと利益を出すポイントは「売れ筋商品」の徹底売込みしかないと･･･

単品量販で、「売れて儲かる商品」を売り込むことで全体の粗利益率が上がる。

そして、何より作業効率が上がり、生産性が上がる。

だから、むやみやたらにアイテムを増やしてはいけないと･･･

6. 今の商品、売り方をしっかりやっていけば生き残れる
これも大きな錯覚であると･･･

既存の商品は売り上げは落ちるし、売り込み方を変えないと売り上げは落ちる。

なぜ、「過去の成功体験に固執するのか！」と･･･

新しいことに挑戦する。

挑戦しなければチャンスはつかめない。

お客様のニーズの変化

仕入環境の変化

情報システムの進歩

に対応していかないと、“死に絶える” と･･･

全ての小売業の方々に聞いてもらいたかった。

しかし、ほとんどの企業が今の商品や売り方をしっかりとやっていけば、

生き残れると思っている。

当たり前と思っておられるかもしれません。

しかし、この「当たり前」のことをしっかりと行っていない。

だから、利益が出ないんだと仰られていた。

その通りだと思います。

しかし、数多くの企業様は「大きな錯覚」を起こしているのではないかと･･･

「大きな錯覚」のままで進んでいったらとんでもないことになってしまう。

気づいた時にはもう、“The End" となりかねない。

そこで、皆さんに気づいてもらい･･･

この「錯覚」の呪縛から逃れてほしいと思ったから･･･

みなさん、どう思われましたか･･･

みなさん、どう感じ取られましたか･･･

みなさん、どのような気づきがありましたか？

第 23回やる気と感動の祭典

株式会社リテイルサイエンス　
代表取締役社長

大久保恒夫
株式会社リテイルサイエンス　
代表取締役社長

大久保恒夫

小売業の経営改革

商人伝道師 Blog「商人伝道師一日一言」より



「第２３回やる気と感動の祭典　企業ブース」
（2018年4月9～10日開催）

第２３回やる気と感動の祭典」では、お取り組みブースでは、44社の出展がありました。
本格的な出展ブースが多く、セミナー開催の２時間前からブースには多くの方々が訪れていました。
経営者をはじめモチベーションの高い人々が参加されているので、成約率がものすごく高いのも特徴。

出展されている企業様がビックリされていたくらいです。

■特設ブース

■石川・能登物産展

■東京物産展

■愛知物産展

■福島復興物産展

他のどの展示会より
発注を受けるセミナーです





第19回気づきと驚きのアメリカ視察セミナー

視察店舗＠ポートランド

ターゲット

ウォルマート スーパーセンター

アルバートソン

ウィンコ フーズ

セーフウェイ

365 by ウォールフーズ マーケット

ウォルマート ネイバーフッド

チャックス プロデュース ＆ ストリート マーケット

視察店舗＠シアトル

ベイビュー スリフトウェイ

フレッドマイヤー

ニューシーズンズ マーケット

パイク プレイス ファーマーズ マーケット

メトロポリタン マーケット

トレーダー ジョーズ
アマゾン ゴー

アマゾン フレッシュ ピック アップ
アマゾン ブック

ホールフーズ マーケット

セントラル マーケット

PCC

ズーパンズ マーケット

5月25日（金）～5月31日（木）で開催されました、
第19回気づきと驚きのアメリカ視察セミナーの報告をいたします。
今回も、アメリカ流通業界の変化の速さを感じる1週間でした。

ニューシーズンズ マーケットでは大歓迎でお迎えいただきました。
ご対応いただいた、Ceceさんは｢コミュニティー コーディネーター｣という肩書をお持ちの
とても素敵な方でした。お店全体がホスピタリティにあふれていました。

NEW SEASONS MARKET

by  すだち



TRADER JOE’S

素晴らしいPOPの数々。制作現場も見せていただきました。
インタビュー横では私たち全員にPB商品のクッキーをふるまっていただきました。
インタビューだけでも感激なのに、その上クッキーまで。ここでもホスピタリティを感じました。

PIKE PLACE FARMERS MARKET

名物「丸魚を投げるシーン｣、今回も見れました。
何回見てもワクワクします�お金が貯まるという金の豚も忘れず撫でてきました。

AMAZON GO

改札にアプリをかざして入店。棚から必要な商品を取って、レジを通らずそのまま店を出ます。
天井など、いたるところに張り巡らされたセンサーやカメラですべてを認識されています。
店を出た5分～10分後にメールでレシートが送られてきます。
いち消費者としての貴重な体験をした感があり楽しかったです。



STARBUCKS RESERVESAFECO FIELD

INTERVIEW

日本総領事館

今回も多くのインタビューの機会をいただきました。Toshiko先生に感謝。
ご対応いただいたマネージャーさんたちにも感謝です。

Other
その他、こんなところにも行ってきました�

｢AIが人間の仕事を奪う｣という議論もされています。Amzon Goのような無人店舗が流行
して、レジを打つ人が必要なくなると、雇用が奪われてしまうという現象も考えられます。
一方で、ニューシーズンズ マーケットのように、ホスピタリティに重きを置いているスー
パーマーケットも多くあると感じました。出会う店員さんはみな笑顔・笑顔・笑顔♪こうし
たホスピタリティにあふれたサービスを提供することで顧客と世間話をし、顔なじみとなり、
顧客は「自分のお店」として利用し続けてくれます。そういう意味では店員さんの重要性も
増していると考えられると思います。機械化できる部分は機械化し、アナログ対応が必要な
部分についてはアナログ的におもてなしをするということが、大事になってくると思います。
これは日本も同じ。すべてが日本の先を行くアメリカのスーパーマーケットの現状から、一
層目が離せないと感じました。







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



ヤオマサ株式会社 株式会社マルヨシセンター
商品力もこの企業の魅力の
一つだが、その「商品をお
客様に伝える」ということ
がとても良くできている。
今後、スーパーマーケット
では「商品の価値」をどれ
だけお客様に伝えられるか
が重要になってくる。

株式会社ノムラストアー

山成商事株式会社インスタ映えを意識した非日常の売場演出。
お客様へのアプローチがとても強い売場でし
た。青果売場での本格フルーツタルトの展開
や精肉部門の写真とは思えないようなカップ
サラダの展開。どのようなオペレーションを
構築されたのかは定かではないが、驚きの「部
門の枠を超えた取り組み」だった。

紅屋商事株式会社
こちらの企業は「生鮮が強い」ことで有名な
企業だが今回のMVPは「日配部門」。
心を奪われるよな見事なサンプルづくりは
「インスタグラムにアップしたい」という欲
求を、お客様は掻き立てられることだろう。
見ごたえのある売場展開だった。

商品名を中心とした POP の構成で、その周りに「そ
の商品をはどんなものか？」また、「どのように使っ
てもらいたいか？」をお客様に分かりやすく伝え
ている POP。
また縁取り文字は手がかかるため普段はなかなか
できないが、こういった「イベント時」「メイン商品」
には効果テキメンな手法。

Xmas 最優秀賞

年末・年始最優秀賞

パートナーさんを中心に
行っている「手作り感のあ
る温かい売場づくり」は、
お客様に楽しさを感じさせ
ている。さらに、売場はシー
ンや商品に合わせてうまく
構成されていて、とても参
考になる売場。



www.akindonet.com

ヤオマサ株式会社 ダントツで売場写真の枚数が多かった
企業。次の商戦に生かしたいという強
い思いを感じるエントリー。
「いわれの見える化」や「御祈祷した商
品」などの基本的な取組はもちろんの
こと、「今日とれたてのイワシ」の予告
販売、「大寒の時の卵で作ったバーム
クーヘン」などのユニークなものまで
しっかり取り組んでいる。

株式会社東武 新しいチャレンジが多く、「花パ！
（Flower Party）桃の節句は花祭り」
というタイトルを掲げて社全体でひ
なまつりに意欲的に取り組んでいた。
今話題のカーリングの話題も取り入
れた取り組みはお客様の印象にの
こったことだろう。
人口が少ない地域でこれだけ大きな
結果を残せているのは、この数々の
チャレンジによるものだろう。











青果関係者集まれ！「やっちゃばくらぶ」 魚関係者集合！「魚河岸市場」

精肉関係者集合！「肉の達人道場」 デリカ関係者集まれ！「デリカテッセンの部屋」

グロッサリー・日配関係者集合！「売場の達人教室」

全国のみんなと情報交換しあえる
facebookコミュニティができました！

現場・メーカー・問屋・仲卸・生産者、
スーパーマーケットに関わる全ての人に向けたコミュニティ！
「こんなお取り組みをしました！結果はなんと昨対比○○○％」
「新商品が出来ました！特長は□□□でお子様にオススメ！」
「アウトレット品が入荷！▽▽▽個限定なので早めにご連絡ください！」
などなど…
各部門ごとに情報交換しあえるコミュニティを開設しました。
参加方法は下記のQRコードを読み取って「参加する」ボタンを押すだけ！
皆様ぜひ、ご参加ください。

店長よ！みんな集まれ！「店長会議」



「「「「人人人人がががが事事事事をををを成成成成すすすすままままででででで欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいもももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは “““執執執執執念念念念念””” ででででああああるるるるる。。
　　努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででもももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

　　そそそそそそそそそそそののののののの努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力ががががががががががががががががががが “““““““““““““執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執執念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念”””” ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼べべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるもももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももものののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににになななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっってててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて、、、、、、、、、、、、、、、、事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事はははははははははははははははははははははは成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるのののののののののののののののののででででででででででででででででででででででででででででででででああああああああああああああああああああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるる。。。」」」」」

苦し苦し苦し苦し苦し苦し苦し苦し苦し苦しい時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛、辛い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時い時…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。

“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執“執念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念”念” を持を持を持を持ってって取り取り取り取り取り取り取り取り取り組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組む組むか？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？か？
それそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれともともともともとも “諦“諦“諦“諦“諦“諦“諦めるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめるめる” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か” か？？？？？？？？？？

それそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによによってってってってってってってってってってってってって、「、「、「、「、「、「、「、「、「、「、「、「、「、「道」道」道」道」道」道」道」道」道」道」道」は大は大は大は大は大は大は大は大は大は大は大は大きくきくきくきくきくきくきくきくきくきくきくきく変わ変わ変わ変わ変わ変わ変わ変わ変わ変わ変わ変わ変わってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

「努「努「努力」力」は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰は誰でもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもするするするするするするするするするするするするするするするするするする。。。。。。。。。。

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。す。
ではではではではではではでは、「、「、「、「、「執念執念」は」はどこ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。。

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、少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へこへこへこ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ことことことことことではではではではへこへこへこたれたれませませませません。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。


