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売上・利益を大きく変える
戦略・戦術・戦闘方法を学ぶセミナー
エントリーのご案内
応募締め切り

2019 年

2月 9日(土)

※エントリー費用は一切かかりません
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取り組みの
PDCA を加速させ
「棚卸し」ができ
自社のノウハウを
挑戦する土壌が
構築できる！ 社員の意識が高まり 基準アップできる！ できることで
モチベーション
売上・粗利アップ！
アップできる！
社員教育の一環として「発表者エントリー」をご活用ください
年２回（４月・１０月）のセミナー開催にあわせて、取り組みを見直す絶好の機会にもなります
エントリー対象部門

鮮魚部門
鮮魚部門

スーパーマーケット全部門・メーカー・卸・問屋が対象です！

グロッサリー部門
グロッサリー部門

青果部門
青果部門

精肉部門
精肉部門

デリカ部門
デリカ部門

寿司部門
寿司部門

ベーカリー部門
ベーカリー部門

店長部門
店長部門

女子力部門
女子力部門

レジチェッカー部門
レジチェッカー部門

フロアー部門
フロアー部門
管理職部門
管理職部門

日配部門
日配部門
POP
POP 部門
部門
食育部門
食育部門

ハード部門
ハード部門
販促部門
販促部門
お取り組み部門
お取り組み部門

「やる気と感動の祭典」は小売業に携わる全ての方々と共に
「安さ以外での戦略・戦術」を学び、 実践する という日本で唯一のセミナーです。
「やる気と感動の祭典」は、
「発表者エントリー」の提出からセミナーが始まっております。
この夏 ~ 冬商戦で実践したことを「エントリー」という形で報告してください。
その実践で得られた結果を “棚卸し” するという意味からも
「エントリー」することが必ず貴社の成長へとつながります。

エントリー企業の声（セミナー参加企業様のアンケートより一部抜粋）
１

PDCA の加速

実践し、失敗と成功を繰り返す中で、
毎回、エントリー資料を作成することでノウハウを構築できた！

毎回の取り組みの報告を「社内報告」で終わらせず、「発表者エントリー」として作成することが
今まで難しかった「ノウハウ」構築につながりました。

２

モチベーションアップ

「他流試合」に挑むことで自社及び社員の意識が高まった！
全国レベルの「他流試合」で競争することで、社内の中での評価ではなく、
「客観的な評価を受けた」という事実が、企業全体の意識向上に繋がりました。

３

基準アップ

取り組みの「棚卸し」ができ、大きな「気づき」が生まれた！
エントリー資料を作ることは、商品の「棚卸し」をすることと同じこと。
自分たちが取り組んできたことを振り返ることで、今の自分の基準がわかり、
さらなる基準アップに向けて行動できるようになりました。

４

売上・粗利 UP

新しい取り組みを行える土壌ができ、売上・粗利が劇的に伸びた！

「エントリーすること」が当然の社風になったことで、自ら考え・行動する社員が増えました。
その結果、次々と昨対比超えの売場が続出し、売上・粗利が劇的に伸びました。

選考結果発表からセミナー当日まで

①最終選考結果発表（2/14）

Web で発表された後、各社へのセミナー案内と
共に発表企業様のご紹介をさせていただきます。

商人伝道師一日一言 Blog
http://akindonet.exblog.jp/

Youtube
商人ねっと ch

・流通業専門インターネット教育ＴＶ
「商人ねっと」
・スーパーマーケット業界関連セミナー
・協賛団体による告知

…その他多数

発表内容につきましてはエントリー内容を元に水元仁志が
全面プロデュースをさせていただきます。
また、発表当日まで事務局による細かなバックアップを
行ってまいりますのでご安心ください。

ご案内パンフレット
※第２3 回開催時

・
「やる気感動の祭典」公式 web サイト

②発表までの準備（2/17~）

▲発表者への合同説明会

▲発表内容の相談・確認は
随時受け付けております

▲プロモーション用の写真撮影

「発表者エントリー」はどのようなデータ形式でも構いません。
普段使い慣れているソフトをご使用して下さい。
夏 ~ 冬の
取組事例を各自で
まとめる
PowerPoint

Excel

Word

2 月 9 日締切
エントリー
データ作品を
郵送 or メール

2 月 14 日
最終選考結果発表
13:00 発表企業へ FAX
19:00 商人伝道師一日一言 Blog
(http://akindonet.exblog.jp/) にて発表

セミナー当日
事例発表

PDF

応募には、以下のものをご送付ください
エントリー募集内容

必須送付物

①取り組みをまとめたデータ
データの大きさや種類に制限はありません
企業でまとめて…個人で… どちらでも構いません

②ご連絡先
企業名・ご担当者様の部署名・氏名・電話番号など

●スーパーマーケット企業様
エントリー要項は一切ありません。
「お客様に喜んでいただいた」ことはもちろん…
「このチラシで集客できた！」
「こんな企画、当たりました！」といった成功事例

●メーカー・問屋様

スーパーマーケットとの「お取り組み」での成功事例

●過去エントリーの一例
・地産地消の進化の取り組み
・競合店対策の取り組み
・精肉部門で売上 1 日約 1000 万円戦略
・デリカのオリジナル商品開発方法
・アメリカの販売手法のモデリングで売上・粗利 UP の取り組み
・チラシでの集客手法の取り組み
・レジチェッカーの異常値販売の取り組み
・競争力のあるハイパーローカル戦略
・精肉部門のミレニアル世代対応の取り組み
・切り身、刺し身に頼らない粗利確保戦略
・デリカ部門のスチコン活用の取り組み
・女性の感性を活用したベーカリーの取り組み
・女性 1 名の売場で異常値販売する取り組み
・地元メーカーとの「お取り組み」で差別化戦略
・NB メーカーとの「お取り組み」で異常値販売の取り組み
・バックオフィスからコスト削減を図り利益確保の取り組み
・「刺身」から「お造り」への進化の取り組み
・寿司のイベントマーチャンダイジング戦略
・ハレの日の予約の異常値確保方法
・店内ラジオ放送などで買上げ点数 UP の取り組み
・ミドルマネジメント（管理職）のマネジメントの取り組み

③セミナー当日（4/16・17）

④発表後（4/18~）

エントリー資料の形式や枚数は、取り組みの
実施内容が分かれば、基本的に自由です。
例えば、社内報告資料のフォーマットがあれ
ば、そのフォーマットをご使用いただいでも
構いません。
アニメーションや音楽などの演出効果は選考
の対象外となります。

作成のポイント

※必須ではありません

①写真
取り組み当日の現場写真
②数値
販売個数や昨対比など、具体的な数値
③担当者の所感
改善点や成功・失敗した点などの説明

スーパーマーケット関係者８００名の前で取り組み発表を行います。

「やる気と感動の祭典」は業界関係者から最も注目されているセミナーです。
発表企業はセミナーでの発表後、様々な企業から視察の申し出や問い合わせがあります。
「追う立場」から「追われる立場」へ… あらたな基準アップが始まります。

発表者エントリーのポイント
①
「エントリー」に関して費用は一切かかりません（無料）
。

②
「青果」のみ・
「鮮魚」のみ、といった単部門でのエントリーも受付けます。

③企業規模や地域・事業内容等といった条件は一切ありません。

④全てのスーパーマーケット・全てのメーカー・卸・問屋が対象です。
事務局への送付方法

■メールの場合

■郵送の場合

「yarukan@akindonet.com」宛へ、

ご連絡先（ご住所、電話・FAX 番号、窓口ご担
当者様のお名前）を明記の上お送り下さい。
メールの添付ファイルでお送り頂くとサイズ

制限により送信失敗となる恐れがありますので、
必ず「GigaFile 便（http://gigaﬁle.nu/）
」や

「宅ふぁいる便（http://www.ﬁlesend.to/）
」等の
ファイル転送サービスをご利用下さい。

取組事例報告書のデータが入った CD・DVD・USB メモリ等を
以下宛先へお送り下さい。

〒104-0045
東京都中央区築地 6-4-5-801
日本経営コンサルタント株式会社
「やる気と感動の祭典」運営事務局 宛
TEL:03-3543-4865
※頂いた送付物は返却致しかねますので、予めご了承下さい。

提出期限につきまして

発表者エントリーの提出期限は…

2月9日(土)

必着と致します。

エントリーに関するお問い合わせ先

日本経営コンサルタント株式会社 「やる気と感動の祭典」運営事務局
〒104-0045 東京都中央区築地 6-4-5 シティスクエア築地 801
MAIL:yarukan@akindonet.com
TEL:03-3543-4865
FAX:03-3543-3776

