流通業専門インターネットＴＶ「商人ねっと」会報
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基礎教育コンテンツ続々登場中！
「第 26 回やる気と感動の祭典 .EX」レポート

第1回

レポート

「第 22 回気づきと驚きのアメリカ視察セミナー」レポート
ニューヨーク・ダラス・ポートランド
第３7 回〜第 39 回 売場大賞 受賞企業発表
商人ねっと視聴ランキング（2019.6 〜 2019.10）

●第 26 回やる気と感動の祭典 .EX

●売場大賞

受賞企業決定！

●基礎教育コンテンツが充実！

2019 年 10 月 15・16 日にリーガロイヤルホテル大阪にて
「第
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27 回やる気と感動の祭典 EX」が開催されました。今回は

Ʊ
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直前に「台風 19 号」の水害や消費税増税対策、連休明け

の開催とスーパーマーケットにとって参加しにくい状況の

χ

THE IMPRESSION & MOTIVATION LIVE SEMINAR.EX

中、１２５社４９３名の参加者が会場に集まった。

「サバイバルバトル」の時代に、殻に閉じこもっていたら資
本力のある企業に太刀打ちできない。

練りに練られたセミナー内容は参加者にとって過去最高の
お宝情報満載になったことは間違いない。

基調講演

無印良品をはじめイオングループの「トップ
バリュ」
、ゼンショーグループの「すき家」
の PB ブランドを手掛け、世界的ブランドに
成長させた立役者が初めて日本の “公の場”
で講演をした。世界的な観点から
「商品のマー
チャンダイジング」について、また、ウォル
マートとトレーダージョーの PB 商品を例に、
PB 商品のの本質を学ぶことができました。
トレーダージョーは「コト」の販売、ウォル
マートは「モノ」の販売を行っているとピー
ター・トーマス先生は言います。
トレーダージョーの PB は「いい食を楽しく
安く」というビジョン、この企業には
4000SKU の商品すべてにイノベーションが貫
き通されていると。
そこが他社との圧倒的違いになっている。
そして、
「誰も知らないトレーダージョーの
従業員が持つ 14 個の秘密」も披露。そのう
ちの１つが、従業員の休憩室には PB 商品が
あふれていて自由に食べることができるとい
うもの。しかし、それは食べさせようとして
いるわけではなく、お客様と商品について話
をするためなのだという。
企業の戦略の一つとして「PB 商品」を使い、
それが「人材」
「店舗」と相乗効果を生み、
「イ
ノベーション」につながる。
会場に来ていた方々はそれを実現する様々な
ヒントを掴み取ることができたはずです。
「ブルーオーシャン的商品開発」の第一歩を
踏み出せることでしょう。

すべて日本語で話していただき、事例写真も多く活用した
講演で満足度２００％でした

●基調講演●

ノマードテクノロジーラボインク
創業者兼代表取締役社長

ピーター・トーマス 氏

女子力部門特別講演

「仕事が楽しくなる！
お客様が喜ぶ！
気遣い力アップのヒント」
今回はもう 1 人の特別ゲストが「や
る気と感動の祭典」に登壇。
プロマナー講師・三上ナナエ先生は
元 ANA の客室乗務員。
「究極の気遣い」
について学ぶことができました。
気遣いが上手い人は「情報を集める
アンテナを立てている」と三上先生
は言います。
はじめから気遣いが上手い人はいな
い、訓練することで上達することが
できるのです。
講演では、気遣い能力を高めるため
のワークも行い、会場はおおいに盛
り上がりました。

接遇コンサルタント
三上 ナナエ 先生

ワークの前後は会場を歩き回り参加者と
コミュニケーションをとる場面も

ド真剣に “学ぶ” 白熱の会場！

朝 11 時からスタートしたセミナーは休憩をはさみながら 19:30
まで 8 時間 30 分、そして 2 日目も朝 8 時から 13 時 30 分まで 5
時間 30 分、2 日間トータルで 14 時間というロングセミナー。
しかし、誰一人疲れた表情を見せない。途中で退席する者もい
ない。席は前方から埋まっていく。参加者全員が、自社に持ち
帰れることはないかと、１つ１つの発表から必死に学ぼうとし
ているからだ。
会場で聞いたある企業のこの言葉。
「前年比では飯が食えない！！」「目標や予算を達成しないと会
社はなくなる！」
「前年比 107％ぐらいでないと、
飯が食えんぞ！」
すごくヅキッときた言葉でした。こういう企業は、ものすごく
勉強するし、
「正しい知識」の上で、攻めれば一人勝ちできる。
ぜひ、
来年春の「第 27 回やる気と感動の祭典 EX」にも参加して、
この “学び” を体感・継続してみて下さい。

女子力のすごさ
第一日目で経営者の方々からすごく評価が高かっ
たのが「女子力」部門発表でした。
千葉の小さいスーパーマーケットの「パート社員」
さんの発表。
「女性の戦力化」といわれて久しいが「働き方改革」
などで、この戦力化はどこかへ行ってしまった。
そんな時、今回、
「一人のパートさん」が、度肝
を抜くような発表をした。
「やる気が、本気になった時、変わる」
なにが… 「店が変わる !!」んです。いきなり、こ
んなことを言うんですから…
でも、本当に「成長」した証の発表でした。
「イノシシ年」だそうです。
「猪突猛進」とはこん
なことなんでしょう。
グロサリー担当なのに「バロッサカレー」の有料
試食を計画。さらには、自分の部門の定番まで変
え、売場に「値段の階段」を作った。さらに「戦
略キャンバス」も自ら構築。
「女性スタッフ」が商品を選び販売する。すごい
ですよね。その結果、
「3 ヶ月連続前年超え」。
女性は学ぶ機会を欲しがっている。会社としては
挑戦かもしれないが、
「仕事の責任」と「楽しさ」
を覚えた女性は会社の期待に必ず応えてくれる。
「女性が元気になると、店が元気になる。店が元
気になると、
お客様が元気になる。」このような「正
のスパイラル」が働く。これが「女子力」なんです。
この「女性の戦力化」を具体的に学ぶことができ
た発表でした。

次回
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女子力部門発表者の
株式会社おおたや 金綱里美 さん

約 500 名の前でパート社員が堂々
と発表する。これこそが「やる気
と感動の祭典」。
21 世紀の「学び」は地位も職位も
関係ありません。
「学びたい」を
求める同じ志を持つ者同士が「情
報の共有化」をすることが成功の
カギなのです。
発表の最後では、前回の「やる気
と感動の祭典」で偶然席が隣だっ
たという「株式会社どんたく」の
藤森さんとステージ上で抱き合う
シーンも。
SNS でお互いの売場の取り組み写
真を送りあったりして士気を高め
あっていた。
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THE IMPRESSION & MOTIVATION LIVE SEMINAR.EX

開催日：2020 年 4 月 21 日・22 日
場所：東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート

皆様のご参加お待ちしております！
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「キャッシュレス比率９８％の国」から学ぶ３泊４日

第1回

レポート

第 1 日目

今、
中国はキャッシュレス比率９８％。
リアル店舗はデジタルシフトを積極的に行って新
しい力をつけてきています。
キャッシュレス化によっては販促やマーチャンダイジング
も全く違う進化を遂げています。
キャッシュレス化が急速に進む日本にとって、
今の中
国は今後のビジネスモデルを学ぶには最適な場所なのです。
そんな中、
６月２８日から７月１日に初開催した
「気づきと驚きの上海視察セミナー」
。
同
じ料金で成田空港と関西空港の発着便が選べるということもあり、
全国から３１名の
参加者が集まりました。
現地の視察先をコーディネートしていただくのは、
中国でコンサルを行っている杉野隆
先生。
ストアマネージャーへのインタビューをはじめ、
セミナーでは日本人が今見ておく
べきところを、
現地の人でしか分からない視点でわかりやすく説明していただくなど満
足度の高いセミナーとなりました、
。

デリカ部門は「グローサラント展開」
。

今回は成田空港と関西国際空港の 2 か所から出発します。
成田空港はこんな感じです。

でも、それ以上に注目されたのが 2 つ。
一つが「アプリ決済」。
みんな「体感」しました。
こんな感じです。
（右写真）
関西空港からの出発組や現地で合流する方もおられますので…
計 31 名（商人ねっとアソシエイト除く）
の大所帯で行きます。( 笑 )
まず、最初に視察したのが…
「盒馬鮮生（フーマーシェンション・Hema Fresh）」
日本のスーパーマーケット関係者や流通関係者が…
必ず訪れるお店。
「リアルとネットの融合店舗」
「世界一のピックアップサービス」
「アプリで決済するお店」
として有名。
その「盒馬鮮生」はこんなお店です。

鮮魚は水族館のような感じ。

「フーマー」のアプリで決済する。
ところで、日本人は思うわけです。
「万引きできるんじゃない？」
「10 個持ってきて、4 個スキャンして 6 個持っていかれるのでは…」
と…。
現地ガイドさんに聞いたところ、いたるところにカメラがあって
そういうことをした人は「チェック」される。
逆に言うと、まじめに「買い物」した人は「不正行為をしていま
せんよ…」と。どんどん信用ポイントがたまる。そして、このポ
イントはその人の「保証」になる。銀行から借り入れしたりする
ときの “保証”。だから、ポイントを貯めたいので、不正をしない
とのこと。上手くできてますよね。
でも、すごい「しくみ」ですよね。中国ならではだなーと思いな
がら…。本当に、
「こんな決済業務なら、お客様もストレス溜ま
んないだろうなー」と思った次第です。
そして、
「ピックアップサービス」
。
「30 分以内に自宅までお届けします」
これが最大の “ウリ”。みて下さい。
そのための人員…。
まずは、店内にいっぱい “ピックア
ップ” するための店員が待機してい
ます。
（右写真）
さらに、配達する人たちもこんなに待機しています。

精肉は全て「ガスパック」展開。

インタビューで、
「盒馬鮮生」の総責任者に聞いたのですが…「全
員、社員」なんですって。
「えっーー！！」という感じですが…。
田舎から出てきた若者ばかりなので、賃金が安いんですね。
「月給 5 〜 8 万円」ぐらいなんだそうです。
また、外部に委託すると「30 分以内に配達する」という “保証”
や “担保” をとることができない。もっと言うと、外部に委託す
るとデリバリーでトラブルが発生すると…。
だから、全員「正社員」にしているとのこと。
そして、「インタビュー」
。見てください。
こんな感じでインタビューしているんです。
参加者は大学の講堂みたいなところでインタビューを受けていま
す。

約 40 分ぐらいインタビューできました。
店を見るだけでは全くわからないことばかり。インタビューの内
容はシークレットにしますが…。みんなが「へ〜！！」というこ
とばかり。ちょっとだけいいますと…。
「１日 1000 万円平均ぐらいの売上高」
「30 分と言っているが、30 分〜 60 分の範囲でお届けしている」
「アプリ決済に移行するのに約６ヶ月かかった」
ということ。
「インタビュー受けないとわかんないですよね…」ということば
かりです。「このセミナーやっぱりすごい！！」と自画自賛して
いました。
次に。お伺いしたのが…
台湾資本の「大潤發（RT マート）
」。いわゆる「スーパーセンター」
こんな感じです。

ということをするために、それに対応できるソフトや機材を入れ
ているよね」と…。
ちなみに両店とも「年商 60 億円」ぐらいです。
これもインタビューしないとわからないこと。
「客単価」の低さでした（笑）
この店、
「客数１日 10,000 人で客単価 1200 円」。「えっ！？」と
いうことばかり…。とても、面白かったですね…。

第２日目
朝８時からセミナー。
こんな感じです。
（右写真）
「上海」のスーパーマーケットの基準…。
「上海」のスーパーマーケットの成長…。
「上海」のスーパーマーケットのスピー
ド感…。
そういうものを感じただけでも、上海まで来たかいがある。
そう思っています。
「第１回 気付きと驚きの上海視察セミナー」第２日目。
まず、訪れたのが香港に本店のある「City Super」

「ストアマネージャー」と「雑貨バイヤー」にインタビュー。

香港では圧倒的支持を得ている「City Super」。しかし、上海の「ス
ピード感」には、あの「City Super」でさえついて行けない感じ。
一つ一つの商品を見るとすごく良い商品を売っている。しかし、
なんか「スピード感」が違う。ある参加者からこんな質問が…。
「アプリ決済などのデータをどのように活用しているのか…」
「アプリ決済のデータは無い」
「決済業務だけに使っている」

もちろん “隠し撮り” ではありません。許可を得ています。
参加者いわく「スーパーマーケットの原点を見た」とか「昔のア
メリカのスーパーマーケットがこうだったよね」とか「昔は売場
から匂いがしてたけど、全く匂いが無いよね」とか…
すごくレベルの高いお店でした。
しかし、レジ決済のところにくると
その生鮮のレベルの高さが記憶から
薄れるぐらいすごい光景を見た。
それが「顔認証」のレジ。
こんな感じです。
（右写真）
凄かった。
その後、なんと会議室で「インタ
ビュー」
ここで衝撃が走る。
「ギンレイカードの使用率は？」の質問に…
「ほとんど無い！」
「クレジットカードからアプリにほとんど変
わっている」とのこと。
「えっ！ウソでしょ！
今、日本はギンレイカードが使えますよ！！

「お金を払わないとデータを渡してくれないのではないか…」
だから、お客様の要望から仕方なく決済業務には導入するが、そ
れ以上のコスト負担できないのでお金を払っていない。
それに対し、
「アリババ」や」
「テンセント」はどんどん、
この「ビッ
グデータ」を集めて分析している。
それを「グループ企業（スーパーマーケットなど）」に活用させる。
そして、どんどん「傘下」に収めるのではないかな…と。
インタビューを聞いて、そう感じました。
次に訪れたのが「ル・マルシェ」。
AI やアプリ決済などは中国の「テンセント」に委託して、マーチャ
ンダイジングは「カルフール」が行う。
右のマークを QR コードでスキャンすると…
「カルフール専用のアプリ」に飛ぶ。
そして、その「QR コード」をスキャンすると…
その場で決済できる。
ですから、自分でレジで「アプリ決済」などしな
くて良い。もちろん、レジでは「顔認証」も含め
てアプリ決済は「長蛇の列」
しかし、土曜日なのに「カルフール」にはお客様はいませんでし

たね。先日、中国の企業に「中国国内の営業権を譲渡する」とい
うニュースが入ってきました。
フランスの「カルフール」は「食の植民地化」を狙ったのでしょ
うけどそうはいかなかったみたいですね。
そして、次は「フーマー」が運営している「ロボットレストラン」
へ…。
自分たちで魚介類を選びそれを料理してもらう。それ以外は「テー
ブル」で QR コードをスキャンして注文する。

「スーパーマーケットの中にファミリーレストランを入れている」
「それも店で売っている食材を “２オーダー” で作る」
これってすごいことだよね…と。まさしく「グローサラント」
いろいろと問題点はありますが「トライ＆エラー」でどんどん進
化しているんでしょうね。
ここから上海の「ど真ん中」のスーパーマーケット「Ole」へ。

開店当時、日本のスーパーマーケットの指導を受けたそうです。
ネット企業に対抗するために「買物経験の最大化」をしている。
ネット購入ではできない「味覚・聴覚・視覚・嗅覚・触覚」の 5
感に徹底的に訴える。
よって、いたるところで「試食販売（対面）
」
なんと、100 名以上いました。試食担当…。

第３日目
まずは朝 8 時から早朝セミナー。
この早朝セミナーがないと全く
違った見方をすると思うんです。
中国のスーパーマーケットを…
だから、このセミナー凄いんだ
と思う。参加者の方、いわく……
「コストパフォーマンスは最高でした！！」と……。
そして、店舗視察スタート。
まずは、
「オーシャン＆オーシャンミニッツ」

コンテナに「コンビニエンスストア」を作ったんです。
これ、凄かったです。こんな考え方など日本人にはない。
「過疎地」や「買物難民」の地にはこのスタイルが最高じゃない
かな……と。もしも売れなくなったらこのコンテナごと移動すれ
ば良いのですから……。
。
次に訪れたのが「超級物種」

その割には価格が安いんです（笑）
そして、グランドオープンしてい
ないから全くお客様がいない（笑）
でも、視察には最高。
ということで「インタビュー」
。
「ドローンで宅配している」
「半径 300m 範囲で」
これに対し参加者の質問が集中。でも、まだ実現していない。
まだ、物流で「ドローン」を使う実験をしているのだとか……。
しかし、それでも凄いよね…「ドローンで宅配」
。
夢のようなことを実現しようとする中国は凄い！！
そして、次に 2 週間前にオープンした「アルディー」。
「ハードディスカウンター」では世界最強。中国ではどんな店を
作ったのか……

「ビックリ」しました。アルディが「トレーダージョー」化して
ました（笑）ムチャクチャ店にお金をかけている。
「ワイン」や「ミールキット」や「デリカ」に力を入れている。
「これ？！アルディー？？？」という感じ。
たぶん、中国の「中所得者層」に大きなマーケットがあると考え
て今までのスタイルを変えたんだと思います。
3 年間アリババの「T モール グローバル」で徹底的に消費者分析
したと言いますから……。ある意味凄いと思った。
最後に「無人コンビニ」の「クラウドピック」へ。
「AmazonGo」と同じで「画像
認証」の無人コンビニ。
これは浸透しないと思う。
かなり問題がある。
しかし、このチャレンジは凄い。
「システム一流・運営五流」
と言われるがそんな批判はお構
いなし。
どんどん「ニューへの挑戦」する。この姿勢は本当に素晴らしい。
「3 泊 4 日」の「第 1 回 気付きと驚きの上海視察セミナー」
案内した際「上海行きましたよー。フーマーも見ました」という
方々がいっぱいいました。
「30 分以内で宅配する風景」や「QR 決済の風景」を見ることは誰
でもできます。しかし、その「裏側」を見ないとわからない。
「インタビュー」や「セミナー」で「なぜキャッシュレスを進め
るのか」というその背景を学ばないと…。今回参加された企業し
かわからない。
「今回のセミナーに参加して分かったことは、100 年に一度の大
変革期と言われたが、
500 年に一度かもしれない！！」ということ。
でも、中国のスーパーマーケットの視察してこんな危機感を感じ
ますか……。他のセミナーで……。
「セミナー」があって…「インタビュー」があって…「視察」が
ある…。これが、どれだけ大事かが参加された方々は分かられた
と思う。ムチャクチャ良かった！！です。

第２回開催決定！

気づきと驚きの

ムチャクチャお金をかけている店。

上海視察セミナー
開催
日程

2 月28 日（金）〜3月2日（月）

第22回

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
W
2019 年 11 月 4 日〜 2019 年 11 月 11 日

NEW YORK

WALMART NEIGHBORHOOD MARKET( IRL.)
WEGMANS.
KATZʼS DELICCATESSEN
Trader Joes
Amazon Go
Market Lan

pick
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WALMART
NEIGHBORHOOD MARKET

Intelligent Retail Lab（IRL）

天井に無数に設置されている
「Intelligent Retail
Lab（IRL）
」の人工知能カメラは在庫管理の為のも
の。 現在は試運転のため、半分だけ稼働してい
るそう。
まだその実績は検証の途中。

Wegmans

New York初出店のウェグマンズ。オープンして
まだ1週間と経たない新店舗の視察。
世界一家賃が高いNew Yorkでは留学生のほとん
どがルームシェアのスタイル。そのためか、出来合
い商品や簡単に料理できる商品が充実している。
さらに、少量だけでなく、
メガパックも品揃えして
いる。
売場では、販売している花を活用したり、
ラッピン
グ済の商品を一緒に陳れつしたりと華やか。
イートインはかなり混雑しており、視察当日はなぜか沢山
の警察官がランチに来ていた。近所に警察署でもあるの
だろうか。
そういえば最近、
アメリカでは大学の構内などに店舗展
開する戦略も流行っているそうです。

Eataly

「職人によって作られた最高品質の食材、食文化
を全ての人に」
というコンセプトで食事も食材の
買物もできるスーパーマーケット。
気軽に入れる店・高級なイタリアン・お酒がメイン
のBARいつでも好みの雰囲気で食事が楽しめる。
こだわりぬいた食材、店内のレストランのメニュ
ーリストもイタリア語。
イタリアの食文化に誇りを
持っているお店。

ALDI

DALLAS
ALDI
CENTRAL MARKET
SPROUT FARMERS MARKET
H-E-B
WALMART

k
c
i
p p
u

Trader Joeʼsと同じ系列のお店。以前は低所得者向けのス
ーパーでしたが、今ではワインも沢山品揃えしてあったり
と、店のコンセプトが変わってきている。上海でみかけた
ALDYもかなりオシャレな感じだった。仕入れた箱のまま
で陳列するノンフリル（無装飾）の売場やその他の仕掛け
で低コストを徹底している。

CENTRAL
MARKET
ＨＥＢの高質版Central Market。売場は一方通行のようになっており、
レジにすすむまでに全ての部門を
見るような店づくりになっている。美味しいと評判のベーカリーは朝からすごい品揃えだった。なんとパン
作りは一日中稼働しているそうだ。DALLASという土地柄なんだろうか、調味料の品揃えが多いような気が
する。青果部門には、唐辛子コーナーまで売場づくりされている。店のスタッフも気持ちいい笑顔で接して
くれる。

pick
up

NEW SEASONS MARKET
WINCO FOODS
WALMART SUPERCENTER

NEW SEASONS MARKET

全米一住みたい場所と言われるポートランド。ポ
ートランドでは環境意識の高い人々が沢山暮らし
ている。
その方たちに支持されているNEW SEASONS
MARKEの取り組みを店の方に教えてもらいなが
ら視察。
「ウーバーローカル」
という新しい言葉を
生み出し、地域密着の最先端をひた走っている企
業。
一点だけ難点だったのは…ラーメン。今度
Toshiko先生がラーメンの作り方をお店にレクチ
ャーしてくれるだろう。

Portland

HAIR OF THE DOG & BEER BREWERY
FRED MEYER
SAFEWAY
TRADER JOES

WINCO FOODS

従業員が株主というとても面白い会社WINCO
FOODS。以前はとっても安い店というイメージだ
けだったのが…
清潔感ある安いお店というイメージに変わりまし
た。
店内も清掃が行き届いており清潔感ある店舗に。
生鮮の品質も以前より良くなっているとの情報。
Toshiko先生も思わず
「今度からこちらで買い物しようかしら…」
と…。

次回 第23回気づきと驚きのアメリカ視察セミナー 春開催決定
Portland San Francisco
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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！！
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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
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株式会社おおたや

POP や売り場づくり、商品
づくりに、よくしていこう
という意気込みが感じられ
た。
まだまだ勉強し始めた初歩
的な段階かもしれないが、
学べばよくなるといういい
例だと思います。
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株式会社どんたく

店長を中心として店ごとにテーマが違う。店
全体、全員で取り組んでいるのが評価が高い。

ṬẏẝẞΏṫạẋẜẎ

父の日において非日常を演出したらこの企業
に勝てる企業はあるのかというくらいイベン
トには強いだろう。
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ヤオマサ株式会社

なんと売場大賞土用丑の日において、
現在三連続受賞を成し遂げている
ヤオマサ株式会社。今回も新しい展開を引っ
提げて見事受賞しました。
トレンドのワードを使った販促や商品化はモ
デリングの価値あり！
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株式会社キョーエイ
業績という点では上向いていないが、危

ṬẏẝẞΏṫạẋẜẎ

機感が売り場づくりや、商品力になって
いる。お盆はローカルが大切。スローフー
ドやハレメニューの取り組みが非常に評
価できる。
お客様に対するアピールもレベルが高い。
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ݸᢂ

株式会社ニシザワ

紅屋商事株式会社

ローカルやハイパーローカル、スローフー
ド、晴れメニューの取り組みが評価が高い。
単品量販がしっかりできている点ではダン
トツ。お取り寄せも多数取り組んでおり、
非常に参考になる売り場だ。

人の顔写真を入れていて、顔はその商品
に責任を持っているということになる。
顔に目が行くのでアイキャッチにもなる。
使い方も最初に説明をしていて、さらに
食べたくなるＰＯＰ作りをしている。
一番見せたいところをラインを引いたり
色を変えたりして見やすくしているとこ
ろがポイント。
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商人ねっと 番組視聴ランキング
2019/6～2019/10

1位

785pt

2位

380pt

3位

242pt

4位

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。

163pt

6位

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！

「結果が変わる」「売れて儲かる」鮮魚の商品化提案！

鮮魚力

147pt

8位

138pt

9位

127pt

10位
126pt

6/26

計10本 更新

「結果が変わる」商品化提案で好評の、堀内幹夫先生の「鮮魚力」。大好評につき毎月のシリーズ化！！
鮮魚部門の基本的な考え方から、トレンド・季節に合わせた具体的戦略の提案、さらに、実際の商品化の実技まで……
鮮魚部門にイノベーションを起こす、大ボリュームな内容になっています。
全国の鮮魚部門の現場を駆け巡る堀内氏だから提案できる、最新トレンドと作業性を加味した商品化提案は必見です。

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。

全国のスーパーの頂点に選ばれる売場は！？

売場大賞

37回：父の日 38回：土用丑の日 39回：お盆商戦 公開中

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！

商品知識・鮮度管理・計数・商品化技術まで、鮮魚部門の基礎全般を学ぶ

鮮魚 商品化技術編

153pt

7位

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

188pt

5位

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！

6/15公開

全16本

生鮮部門の中でも鮮魚部門は幅広い知識が求められる。しかし、現場は人手不足や漁獲量減による相場高など厳しい状況が続いており、売場
を維持することすらも危ぶまれている中、「基礎教育」は今後ますます重要となってきます。
本番組では、鮮魚部門で働く上で必要となる基礎的な知識と技術を学ぶことができます。
特に、現場で学ぶことが難しい商品知識や品揃え・売場づくりをはじめ、「かゆいところに手が届く」内容となっております。
さらに、商品化技術編では、魚のおろし方から基本的な切り方、刺身への商品化を中心にわかりやすく解説。
何度でも見返すことができ、空いた時間でムダなく勉強することができます。

売場づくり・商品知識・計数まで網羅する、新入社員教育に最適な番組が登場！

野菜基本編

8/29公開

全23本

野菜部門の、新入社員向け基礎教材が登場！人手不足の中、新入社員教育はますます重要になってきますが、教育にかける時間もままならな
い…そんなとき、本番組を活用してみてはいかがでしょうか。
この番組の特長は、なんといっても「ビジュアル」。本を読んだり講師の話を聞くだけではわからない「実際の現場（売場・商品など）」を、
豊富な映像や写真で紹介します。実際に自分が働く際のイメージが湧きやすく、自信をもって仕事に挑むことができます。
また、項目ごとに分かれていますので、気になる分野から見ていただくこともできます。例えば、集合型の社員研修の後のフォローアップと
してもご利用できます。

基本的なカット技術から盛り付けまで、フルーツカットの基礎を学べる番組！

フルーツカット技術 基礎編

4/25公開

全41本

お客様の心をつかむフルーツカット。しかし、「手間」がかかるといって敬遠されがちであり、人不足によって品ぞろえを控える企業が多い。
しかし、「必要な分だけ買える」「時短」「ゴミが出ない」などお客様の需要は高まっています。コンビニでの取り扱いは伸び続けており、
スーパーマーケットにおいても、「フルーツカット」に真剣に取り組むことで「他社との差別化」に成功し、売上・利益UPを達成していま
す。本番組では、「フルーツカット」技術を基本的な技術から映像化。これまで「手間がかかる」と思われていた作業もスピーディーにムダ
なくこなせるようになり、生産性も上がります。もともと利益率が高い商品なので、粗利改善に劇的に貢献します。
「フルーツカット」の担当者育成にはもってこいの基礎教材です。

デリカ・イノベーション ～“考え方”を学べば驚異的に業績を伸ばせる！～ 8/21公開 全7本
惣菜の「新たな可能性」を開拓し続けるスーパーウーマンに学ぶ！

今回の特別番組では、新たな切り口でデリカ部門の活性化を次から次へと行っている「株式会社山彦 南大通店」の取り組みをご紹介いたし
ます。南大通店のデリカ部門のチーフ・太田典子さん。彼女は「売上構成比7％台」から「売上構成比10％以上」にした“スーパーウーマン”。
そのデリカ売場に密着取材を敢行！惣菜の可能性を広げる様々な商品をご紹介します。
この提案の中の１つでも、自社で挑戦することで現状を打破する可能性を見出せるはずです。
商品開発に行き詰まっているデリカ部門必見の「魅力ある惣菜売場・商品作り」を学ぶことができます。

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。

PickUp 注目動画

新入社員教育対応！「基礎編」教材 各部門続々公開中！
商品知識・鮮度管理・計数・商品化技術まで、鮮魚部門の基礎全般を学ぶ

鮮魚 基礎編・商品化技術編

6/15公開

基礎編24本 商品化技術編16本

生鮮部門の中でも鮮魚部門は幅広い知識が求められる。しかし、現場は人手不足や漁獲量減による相場高など厳しい状
況が続いており、売場を維持することすらも危ぶまれている中、「基礎教育」は今後ますます重要となってきます。
本番組では、鮮魚部門で働く上で必要となる基礎的な知識と技術を学ぶことができます。
特に、現場で学ぶことが難しい商品知識や品揃え・売場づくりをはじめ、「かゆいところに手が届く」内容となってお
ります。
さらに、商品化技術編では、魚のおろし方から基本的な切り方、刺身への商品化を中心にわかりやすく解説。
何度でも見返すことができ、空いた時間でムダなく勉強することができます。

16位

10/25

生鮮部門に必要不可欠な包装技術を学ぶ

セルフパック技術

夏野菜編5本更新

生鮮食品において必須技術でもある「セルフパック」。「内容物が見られるような陳列」をはじめ、食品の「新鮮
さや風味」を保ち、「衛生的」にお客様に提供できるといった目的を持ちます。そして、セルフパックによって
「売価調整」ができるのもメリットの一つです。
本番組では、果物と野菜の「定番商品」を中心に、販売目的に合わせた包装技術をご紹介していきます。
各商品ごとに3～5分と短くまとまっているため、集合研修の中で必要なアイテムだけを視聴して学ばせることもオ
ススメです。
実際の「商品」「資材」「道具」を使用していますので、ビジュアル的に理解しやすく、包装作業を行ったことが
ない方にもわかりやすい内容となっております。

6位 野菜基本編 8/29公開 全23本

13位 果物基本編 3/19公開 全28本

8位 フルーツカット技術 基礎編 4/25公開 全41本
精肉、惣菜の基礎編も公開予定！
ご期待ください！

11位 94pt チャレンジャー あくなき挑戦者たち

21位 14pt 勝人塾

12位 90pt 鮮魚 基礎編

22位 13pt SM向け単品管理活用

13位 73pt 果物基本編

23位 11pt ID-POS 簡単活用術

14位 65pt 究極のイベント裏舞台

23位 11pt しまむら式

15位 64pt 赤沼先生の求人入門

25位 10pt 解決！悩みんどねっと

16位 59pt セルフパック技術

25位 10pt 山口茂の売れるPOPの法則

17位 51pt 惣菜の差別化・独自化への挑戦

27位 9pt 単品管理入門

18位 32pt 成田惣菜道場

28位 8pt 「人手不足問題」解消の切り札！人のマルチ化

19位 26pt 女性の創造性が店を変える

28位 8pt ザ・繁盛店

20位 18pt 食は餌か文化か /商品知識の鉄人

30位 7pt シリーズ歳事

異常値販売

成功の極意

誰でもできる最強の小売スキル

ヤマダストアー

ランキングの各動画はこちらからご覧になれます！

https://akindonet.com/shunen/ranking21

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

https://akindonet.com/lp/lp_membership/

「人が事を成すまで欠かせないものは
「人が事を成すまで欠かせないものは “執念”
“執念” である。
である。
努力は誰でもする。
努力は誰でもする。
その努力が
」
その努力が “執念”
“執念” と呼べるものになって、事は成るのである。
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々のこと
々の
ことでは
こと
ではへこ
では
へこたれ
たれませ
たれ
ません。
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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