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第２４回やる気と感動の祭典
２日間のレポート

あちらこちらで “商談” の嵐。
すごかったです。良いですよね…「やる感」って。

２０１８年１０月２９・３０日にリーガロイヤルホテル
大阪にて開催された「第２４回やる気と感動の祭典」。今
回も全国から多くのスーパーマーケット関係者が集った。
また、エントランスでは「信州物産展」をはじめとする「企
業物産展」も開催し、大いに盛り上がるセミナーとなった。
参加した人にしか分からない熱狂・興奮で「学び」はさ
らに深まった二日間。その模様を商人ねっと会員の皆様
へお伝えいたします。

そして、発表に戻ります。

基調講演
基調講演

5 番目の発表は「食育部門」。
発表者は日本食育コミュニケーション協会様。
代表 石原 奈津子さん
理事 宇都宮 越子さん
経営者に向けての発表でした。
今、日本はこういう状況になっています。
生活習慣病は増え続け…医療費は増大して…死
因の第 9 位に「自殺」がきて…
そして「貧困世帯」の増加が挙げられます。
そんな中、「食育」がとても大事ですよ…

青果の調達＆
青果の調達＆
アマゾン対策部門部門
アマゾン対策部門部門

午前１１時にセミナースタート。
まずは基調講演。
講演していただいたのは…
株式会社トクバイ 取締役 COO

食育部門
食育部門

沖本裕一郎

「青果の調達＆アマゾン対策部門」
発表者は株式会社東武様。
食育とは「食の楽しさ・おいしさ・大切さを体
験すること」なのだと…
そして、これからは「食を通じて、“つながる”
人と場と体験の機会を提供するところ」がスー
パーマーケットなんだ！！と…
さらに、これからは「超コミュニティー」の時
代になる。

「変化する生産者」
「トクバイを活用した変化対応」
「取り組み事例」
についてお話しいただいた。
６０代も半分以上がスマートフォンを利用して
いるとのこと。ということは「チラシのデジタ
ル化」は時間の問題ということですよね。
そして、紙媒体のチラシと比較してデジタルチ
ラシは「1/100~1/1000 のコストダウン」に繋が
るということも学んだ。
色んなことを学べてよかったのではないでしょ
うか…。

色んな「調達」を発表してくれました。
さらに、
「JA 美瑛」の成長性の発表もすごかった。

女子力甲子園
女子力甲子園

次に「グロッサリー部門」
「JA 美瑛」さん。これから「注目の JA であり、
発表者は株式会社ウシオ様と株式会社おおたや
産地であることを再認識」しましたよね。
様。
「おおたや」さんの「NewManagement」の発表
さらに「Amazon 対策」
は良かったですね。
女性にチャンスと課題を与えると、数字を意識
し、自ら考え、行動するようになる。そうすると、
どんどん「コト POP」も…「つぶやき POP」も
自らつけるようになる。
そして…
色んな切り口で発表してくれました。
モデリングする内容が目白押しでしたよね。
「９割のモデリングと１割の独自化」です。
実践していきましょう。
責任がでると「成功体験」を数多く積める。
すると…「仕事が楽しくなる」
これを「NewManagement」という。
「NewManagement」により「３８３枚」もコト
POP をつけるようになった。すると、こんなに
数字が変わった。
「118.0％」
時給はどんどん良くなってくる。ということは
「作業」を「仕事」に変えないといけない。
その発表でした。すごく良かったですね。
つぎに「ウシオ」さん。
「ローカル戦略」の発表。

デリカ部門
デリカ部門

素敵ですね。
こういう店を作ったら「働いてみたい！！」と思
うと思うんです。ぜひ、モデリングしてみてくだ
さい。
これで「第一日目の発表」は終了。
「午前 11 時から午後 7 時」まで…
すごく良かったですよね。
そのせいか…この後の「懇親会」も大盛り上がり。
最後に…
「女子力甲子園」で発表
してくれた…
「山成商事（どんたく）」
の女性の皆さんから…
こんなプレゼントを
いただく…（右写真）
ハハハハハハハハハ…。( 笑 ) 似てますか…。( 笑 )
「スーパーひとし君」です。( 笑 )

すごくわかりやすい内容で経営者の皆さんは勉
強になられたのではないでしょうか…

グロッサリー部門
グロッサリー部門

能登は父ちゃんが母ちゃんの手伝いをする。
一日中賑わいを保ったまま閉店になりました。
最初は思いが行き届かず、涙のところもあったけ
ど、企画が決まっていくにつれ、女性従業員だけ
でなく、男性従業員、本部の方々のお力添えにより、
無事に終えられました。
私にとっては、どう考えてもこんな貴重な経験は
なく、すごいことをやりきった感でいっぱいでし
た。
当日の夜は台風２５号が頭上を通ったのも気づか
ず、爆睡でした。

そして、第一日目の「トリ」は「女子力甲子園」。
発表企業は山成商事株式会社様。
すごい発表でした。

鮮魚部門
鮮魚部門
第２日目。
一番札は午前 5 時には受付におられた…
「ベニースーパー」さん。
たぶん、午前 3 時ぐらいでしょうか…並ばれたの
は…
そして、朝 7 時 20 分開場
7 時 50 分「第二日目」スタート。
トップバッターは鮮魚部門。
ショッピングセンター丸正総本店様。

「女性が輝く企業」にするために、色んな取り組
みをされていました。女性社員のみなさん、す
ごく参考になったのではないでしょうか…

誰も期待していなかったかもしれない。
しかし、良い意味でその期待を裏切った発表。
「売上 2 ケタアップ」の方法を発表した。
それも、より具体的に…
まずは、こんな取り組みをしている。

さらに、今回の「ハロウィン」
10 月の初旬からこの企業は行っています。

１日目の後半は女性３連続発表。
まず、
「デリカ部門」。発表者は株式会社山彦様。
現場の方々に最も“評価が高かった”発表でした。
「忘れかけていたものを気づかせてくれた」
「すべてモデリングです」
「すごかった」
の声が多数…。凄い内容でした。

そして、
「55 周年祭」を女性だけに企画させちゃ
いました。

「最強の天ぷら」
これは、みんな度肝を抜きました。

チラシを大幅削減（広告宣伝費約 68% 削減）して
も、
売上を１０４％以上伸ばしている。すごいですよ
ね。
さらに、「高品質」を実現するために…

「最強の第２のおはぎ」
これまた「スーパーサプライズ」。
「最強の米飯」
「そうだよねー」といわしめた商品化。
企画も…

「差別化戦略」の発表。

「最強のサラダ」
「500 円以上のサラダ」
よかったですね。
「鶏フェス」・「大人フェス」・「ライブ感」
凄く参考になるものばかり。
「PB 商品開発」

素晴らしい発表でしたよね。
「モデリング」できる内容ばかりでした。
「９割のモデリングと１割の独自化」ですよ。
そして、「ランチタイム」
こんなに盛り上がってました。エントランスは
…。

これにより、「おいしさ」がさらにアップしていっ
た。
だから、売上が 2 ケタ伸びした。

「最強のグリル＝肉惣菜」
これもすごかった。

なんといってもデリカ以外の部門の参加者から
も…
「すごくよかった」「とても勉強になった」
の声が出たぐらいですから…

多すぎてあまり紹介できません。（泣）
すごい企画・イベントの “雨あられ” でした。
お店の女性の方の感想が入ってます。
こんな感想です。
当日は台風２５号が直撃とのニュースが流れ、
ただひたすら台風のスピードが落ちることを願
いました。
私の願いが届いたのか、当日は晴天でスタート。
女性の方々に準備段階よりお手伝いをお願いし、
２日目、３日目になると、率先して「何する？」
との言葉をもらい、うれしく思いました。
前日になると、（男性）チーフたちが
「大丈夫か？これでいいか？」
と声をかけていただき、店内が賑わって、テン
ションアゲアゲで眠れず、当日を迎えました。
当日は各部門すべてが一致団結し、店内はまさ
にテーマパークのような賑わいに！！
女性従業員が中心になり、男性従業員が力をだ
してくれる。・・・まさに能登は
とと楽！！

さらに、ここがポイントでしたね。
「A ランク商品のリノベーション」。
例えば、相場高で苦しんでいる「タコ」カテゴリー。

こういう「リノベーション」を行うことにより…
「売上前年比 127%」を記録。
「秋鮭」も…

こういう「リノベーション」の方法を…
「タコ」・「生サーモン」・「秋鮭」・「貝類」・「魚卵」
「切り身」・「ブリ」・「丸魚」・「生珍味」・「マグロ」
で発表してくれました。
参加された企業さん、即！モデリングです。
そうすれば、「売上高前年比 2 ケタアップ」しま
すよ。
参加してよかったですね。

そして、「牛タン」。

次に行ったのが「第二次マインドシェア戦略」

商人伝道師も、そう思います。
「100 年に 1 度の大転換期」に…
「正しいことを学ぶ」ことをやめたり…
「正しいことを学ぶ」機会を少なくした
り…

ミート部門
ミート部門
そして、「生鮮部門のトリ」を任されたのはミート
部門。
野川食肉食品センター様。
「肉屋のプロ」の発表でした。
なんと、発表スタートしてすぐにトラブル発生。
「パワーポイント」が固まった。
あまりにも、容量が多すぎて…（泣）
そこで、急遽 10 分の休憩。その後、再開…。

「7 日間で 10t」売るノウハウを発表してくれました。
これも、「企業秘密」。
その他にも、一杯発表してくれました。
パワーポイント枚数
「377 枚」。
圧巻でしたね。
すごく良い発表でした。ものすごく勉強になりました
ね。

店長部門
店長部門
「第 24 回 やる気と感動の祭典」も大詰め…
「店長部門」発表。
発表者は株式会社文化堂様。

この企業、
「コト POP」ならぬ「コト人」で売り込む。

凄かったですね…。この発表。
まずは「販促」。

「曜日サービス」と「部門大市」で売上を伸ばし続けた。
しかし、そこに陰りが…
「中間コスト」のカットで安さを実現。
そして、商品。
まずは、誰も売り込まないカテゴリー、
「羊（ラム・マトン）」に注目する。なぜなら…

そう思うと眠れない。
だから、いろんなことに “チャレンジ”
するのです」
とも…

そして、大きな転換期が「気づきと驚きのアメリカ視
察セミナー」への参加。
ここで、大きな気付きを得た。
いわゆる、「トレンドの発見」

ありえないこと。
さらに、
「ニュー曜日サービス」も同時スター
ト。
そして、ここで大きな力を発揮したのが
「PDCA を回す」
という発表でした。
総パワーポイント枚数「252 枚」
それはそれは…
凄い発表でした。

２０２０年以降、「販売の方法やルール」
も変わってくる。
そういう時に…
「学ぶ」ことをやめたり…
「学ぶ」機会を少なくしたり…
「学ぶ」回数を少なくしたり…
これは何を意味するのでしょうか…言わ
れなくてもわかりますね。

「解説」でもお話したけど…
「数字にコミットしているから、PDCA は回せ
るんだ！」
「数字にコミットしていない企業は PDCA を
回せないし…
なんちゃって PDCA になっている」と…。
この文化堂さんは「前年は絶対に越える！！」
ということをコミット（約束）している。
だから、
「PDCA を回す」ことが出来るんです。
そして、「マインドシェア戦略」
これは「正しいことを学び続けないとできな
い戦略」

そして、今回 “これから取り組まなけれ
ばいけない！！” ことにフォーカスしま
した。だから、商人伝道師が思っている
以上に参加者の反応が良かった。
「アファメーションシート」の内容もすご
く良いことが書いてあった。
あとは「実践」あるのみ。
「実践」して「結果」を残し…そして…
新しく生まれ変わる「やる気と感動の祭
典」への参加を心よりお待ちしておりま
す。

今回も「20 名以上」の参加。前回は「30 名
以上」の参加。
石川の「山成商事」さんは「55 名」の参加。
山成商事の “若きリーダー” 山口宗大社長が
懇親会の挨拶で…
「今回の参加者は少ないと聞きました。
なぜなんでしょうか…。
学びをやめたり、少なくしたりしたら…
こんな激動の時代についていけません。
弊社は次回も利益を出してたくさんの社員さ
んと参加します。」
アファメーションしてくれました。
文化堂の山本敏介社長も…
「24 時間、寝ても…覚めても…
“危機感” を感じています。
これからどうなるんだろう…

このように展開。

などです。
「価格軸」から「商品軸」に変わった瞬間でした。
これで、グングン売上を伸ばす。
しかし、その勢いに陰りが…。
すると…。
「第一次マインドシェア―戦略」スタート。

次回

やる気とEX
感動の祭典

なんと「14 アイテム」も品ぞろえして…
競合他社を圧倒する。
豚肉は、メーカー様や問屋様との「お取り組み」
によって、“圧倒的な違い” を出した。
ものすごいアイテムを発表してくれました。
これは「企業秘密」なので、公開しません。
さらに、豚のホルモンに目をつけた。
キーワードは「鮮度と洗い」
すごかったですね。

さらに、「BPO」の取り組み。

さらに、「さがり」。
「野川といったら、さがり」というマインドシェア
を確保している。

4 月 16・17 日

日時

2019 年

場所

東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート

発表者エントリーのお願い
エントリー募集内容
いわゆる「全部門参加型の大型販促」
「牛さがり」は変色が早いので、スーパーマーケッ
トは取り扱わない。
しかし、しっかりと売り込むとものすごい利益商
品になるし、安くて柔らかいので、お客様の “人
気商品” になる。
これも「企業秘密」です。( 笑 )

これが「大ヒット」。
しかし、これも一巡すると…陰りが見えてきた。

「2018 年夏 ~ 冬商戦」で取り組んだこと、また、その実績

提出締切

2019 年 2 月 9 日 ( 土 )

第24回 やる気と感動の祭典
ボランティアスタッフレポート
ボランティアスタッフの皆様の協力なくして、やる気と感動の祭典は運営できません。
今回はボランティア様が担う役割分担を中心にご紹介いたします。

一人ひとりがリーダー！
TEAM INSPIRE(チームインスパイア）
今回のボランティアチーム「TEAM INSPIRE」
は 5 名。
Special Thanks メンバーの助けを借りながら、
しっかりと運営をしてくださいました。

ボランティアスタッフの皆様には、セミナー運営に必要な各種「役割」を担っていただいています。

ボランティアスタッフ全体をまとめる役割（リーダーやサブリーダー）をはじめ、
役割紹介 ～一人ひとりが
リーダー ～ それぞれの役割にリーダーを決めて準備を遂行していきます。

１ 事前準備〜祭典当日まで続くもの
祭典を運営するうえで要となる
・参加者様の受付
・参加者様の誘導
祭典当日に行うプログラムである
・リフレッシュ体操
・ラジオ体操
・世界に一つだけの花
などがあります。

２ 祭典前までに完了するもの
発表者様への「激励メッセージ」や
「ボランティア新聞」は祭典前に作成
し、仕上げます。

３ 会場打合せのみで本番に臨むもの
商人伝道師の解説をサポートする
「ホワイトボード係」や発表者様を照ら
す「ピンスポット係」などがあります。

TEAM INSPIRE の皆さんは“みんながリーダー”を合言葉に、10 以上の役割を
日常業務や役割の内容・準備期間を踏まえて兼務、調整してくれました。
そして、今回のチームリーダーは事務局からの指名による選出でしたが、シリアスに
なりがちなチームの雰囲気を明るくさせるようなムードメーカーの役割を果たしてくだ
さいました。

場内アナウンス

リフレッシュ体操

開場時や休憩時の参加者様ご案内 「リフレッシュ体操」は、体操内容をボランティアの皆様に決めていただいています。
や物産展ご紹介のアナウンスを行い チームのカラーや担当者の個性が反映されるプログラムです。その為、体操内容を早
ます。今回はスタッフ人数が少ない く決めないと練習もできません。なかなか担当者が決まらない状況の中、一人の女
中、いつも以上に場内アナウンスを 性ボランティアさんが立候補してくれました。
有効活用していました。急遽、アナ 最初は仕方なく受けてくださった役割かと思いますが、ご自分の苦手意識を克服して、
最後までしっかりと任務を果たしてくれました。やり終えた後の清々しい様子がとても
ウンスを担当してくださったボラン
印象に残りました。
ティアさんも普段やり慣れない任務
そして、体操中の「肩たたき」では、参加者様同士がお隣の方の肩をたたいて交流さ
だったかと思いますが、とても上手
れている様子に、会場全体が和んだ一場面でした。
にこなしてくださいました。

ピンスポット
発表者様や演出時の重要な場面と
人物を照らす「ピンスポット係」。
祭典前日準備～当日にかけての隙間
時間を利用して、操作や照らすタイミ
ングなどを覚えなくてはなりません。
リハーサルでは把握しきれなかった
点も、本番という実地訓練を重ねる
ごとにどんどん上達。担当されたボ
ランティアさんより「セミナーをじっく
りと観ることができる係」というオス
スメのコメントをいただきました。
大阪会場は少し高い位置から観れる
ので事務局からもオススメします！

各担当の裏側で…
今回、ご紹介した役割以外にも様々な出来事やドラマがありました。
役割の兼務もある中、時には仕事が忙しかったり、家庭の事情が重なったりと、
全員のタイミングが合わないこともありました。
そんな中、ボランティア経験のある「Special Thanks メンバー」の皆様には
TEAM INSPIRE を陰ながら支え、勇気づけていただきました。今回のメンバーが
しっかりと持ち味を発揮できるような配慮のあるサポートに大変感謝しております。
ボランティア参加の楽しみ
祭典終了後、ボランティアスタッフは毎回、晴れやかな顔に
なります。大変な中にも
「楽しさ」
や
「達成感」
があるからです。
参加された方からは、こんな声もいただいております。
大きなセミナー運営をやりきる達成感が味わえる
普段使っていない潜在能力が発揮される
志の高い、素敵な仲間と共に活動することで刺激を受ける
自身の傾向に直面し、成長のチャンスになる
少しでも興味のある方は、ぜひお気軽にご参加いただければ
と思います。皆様のチャレンジお待ちしております！

売場大賞公式サイト
https://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。

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

1 「売場写真大全集 DVD」をプレゼント！！

特典

特典

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

開催日程

第3 2回売場大賞 「ハロウィン」
最優秀大賞

商人ねっとにて
番組公開中

第3 3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3 4回売場大賞 「節分」
最優秀大賞

第3 5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 28 回売場大賞 「GW ・ 子どもの日 ・ 母の日」
今回の売場大賞は、 各企業エントリー枚数が多く、 白熱した戦いとなりました。 エントリー
枚数の多さは実践した数の多さに比例します。 その中から勝ち抜いた企業をご紹介します。
最優秀大賞

株式会社いちい

Best Award

子どもの日に対して新しい
チャレンジが沢山見られま
した。
特に目を見張ったのは子ど
もの日限定商品の多さ。
ワクワクするような
楽しいイベント演出でお客
様はよろこばれたのではな
いでしょうか。

最優秀大賞

株式会社マルヨシセンター

Best Award

母の日イベントの横ぐし
が刺さった展開。
全部門で演出された母の
日の売場は、とっても華
があり、美しい。
訪れたお客様の心にのこ
る取組だったと思います。

第 29 回売場大賞 「父の日」
父の日の 「売場大賞」 では、毎回、良い商品化や良い売場演出されているエントリーが多い。
その要因は 「父の日＝グルメ」 とりなり、 高単価商品が売れているところにある。
最優秀大賞

株式会社ユアーズ・バリュー

青果部門では父の日に「お花」という意外性
のある新しい提案、精肉・寿司を中心とした

Best Award

グルメな商品の展開、地元の企業とコラボし
たスイーツなど、おもしろい取り組みが沢山。
父の日のニーズをとことん考えて作られた取
り組みでした。

第 30 回売場大賞 「土用丑の日」
「進化」 が止まったように感じられた今回の 「土用丑の日」 のイベントでの取り組み。
「土用丑の日」 のポイントは、 ウナギ以外でどのように展開し売上げを獲得できるかである。
最優秀大賞
Best Award

ヤオマサ株式会社

昨年も土用丑の日を制したこちらの企業。
今回もこの企業を上回るエントリーが出ず、
最優秀大賞を獲得しました。
「土用丑の日」の取組に対する熱心な思いはダ
ントツ一番、取組写真の POP にあるように、
まさに元気印企業といえる。

受賞企業様ご紹介
第 31 回売場大賞 「お盆商戦」

協賛企業
株式会社松 孝

お盆商戦というイベントが少しづつ変わってきているということがうかがえる今回のエントリー。
「オードブル」 や 「お供え物」 主体の売場ではなく、 「日常」 を意識した内容が多数ありました。
新しいお盆商戦の形がでてきていると感じた売場大賞の内容だった。

最優秀大賞

株式会社ウシオ

Best Award

ローカルがキーワードの売場展開。
各部門で、ローカルの取り組みを行い、
差別化している様子が見える。
商品化一つにしても、コト POP 一つにし
ても、勉強し、確実に実践し取り組んで
いるということが伝わってくる売場づく
りでした。審査員の水元仁志がいう「正
しく学び、正しく実践」とはまさに、こ
の売場といえる。

優秀賞

コト POP
大賞

ヤマダストアー株式会社

株式会社おおたや

エントリーの写真の枚数は少ないものの、
一つ一つの商品や売場に、こだわりや個性
が光る。他社とは完全に差別化できている
ということが分かるエントリー内容。
ローカル・独自化の最先端をいく企業の売
場写真はとても勉強になります。

パートさんが描くコト POP で売場が元気
になっているという企業が受賞。
以前はパートさんもコト POP に対して敷
居の高さを感じていたとのこと。
コト POP は難しいのでは…とお悩みの方
も必見。
コト POP はお店自体が変わるきっかけに
なるということがわかります。

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

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。

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」

店長よ！みんな集まれ！「店長会議」

「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。

企画・制作：商人ねっと株式会社
〒104-0045
東京都中央区築地 6-4-5-801
TEL：03-5565-0180 FAX：03-3543-3776
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