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新潟大会 

２０１７年７月８日（土）～９日（日） 

 

参加者：48社 95人 
７月８～９日、新潟県長岡市・魚沼市・湯沢町で 48 企業・95 人の参加で、第 80

回惣菜サミットを開催した。 

第１日目の８日は、原信川崎店、新保店、七日町店と、ウオロク長岡店の４店舗

を視察。さらにテーブルマーク魚沼水の郷工場を訪問し、無菌パック米飯と冷凍う

どんの製造ラインを見学した。 

 第２日目の９日は、湯沢町の「水が織りなす越後の宿 双葉」にて、中川学アク

シアル リテイリング㈱取締役・執行役員が、同社の現状と取り組みについて講演。

続いて佐藤総一郎サトウ産業㈱代表取締役社長（（一社）日本惣菜協会会長）が新

潟県の雪室を活用した「越後雪室屋」ブランドを紹介。宇尾野隆にいがた雪室ブラ

ンド事業協同組合副理事長（㈱ウオショク代表取締役）が同ブランドの取り組みに

ついて解説した。最後に、小平昭雄会長が今大会を総括し、新潟のＳＭ動向から学

ぶ商品力の強化・人材の育成について講評がなされた。 
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１、開会の挨拶       

惣菜サミット会長 小平昭雄氏  

今回第 80 回を迎え、１００人を超える皆さんが集まった。地方大会で１００人を超える

ことは、皆さんの熱い思いと期待の表れであると思う 

昨日は原信、ウオロク、テーブルマークの素晴らしい工場を見学し、大変感心した。レ

イアウトや売場作りなども大いに勉強させてもらった。後ほど具体的なことをお話させて

もらうが、今回学んだことを一つでも二つでも自社に持ち帰り、今期の取組みにつなげて

いただけると幸いだ。 

 常に申し上げているのが、自ら現地に行き、自らの目で、舌で確認しながら、できるこ

とはスピーディーに取り組んでもらうこと。見ただけ、聞いただけではいけない。少しで

も自分たちのビジネスにつないでいただけると嬉しい。 

 

２、新規会員紹介（１社） 

㈱タミー食品工業㈱ 中島幹夫会長  

昨日の乾杯でほぼ自己紹介も兼ねたが、懇親会で一部の方々

にはお話させていただき、熱意をひしひしと感じることができ

た 

この場を通じてさらに学ばせていただきたい。 

 

 

 

 

 

３、ご講演 

 

◆アクシアル リテイリング㈱◆ 

アクシアル リテイリング㈱取締役・執行役員 

原信ナルスオペレーションサービス㈱取締役・執行役員 商品本部長 

アクシアル レーベル㈱取締役                     

中川学氏 

現在の店舗数は、原信とナルス合わせて 77 店舗、フレッセイが 51 店舗。 

 食品スーパーの売上高ランキング（公開企業）で見ると、アクシアル リテイリングは

第９位。経常利益は第７位で、経常利益率は第３位に入る。 

グループの経営理念は「我々は毎日の生活に必要な品を廉価で販売し、より豊かな文化

生活の実現に寄与することを目的とする」だ。特殊な相手ではなく、ごく普通の人々から
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豊かさを実感してもらうことを目指している。そ

のために、まずチェーンストアのマスメリットを

生かす。それを支えるのは人材で、その基盤は QC

活 動 に 裏 付 け ら れ た Totally Quality 

Management だ。 

 ＴＱＭは、日常管理（デイリーマネジメント）

と方針管理（方針マネジメント）の二つのＱＣ活

動から成る。デイリーマネジメントは店舗など

日々の業務を標準に沿って行う維持活動で、方針

マネジメントは経営理念実現のため方法のこと。

方針マネジメントは、QC サークル活動と SUM

（Service Up のための Management）活動に分

かれる。QC は工場などで行われている活動で、部門ごとが集まり、改善活動を行う。SUM

は店長・マネージャー・バイヤーが専門分野で部署方針に基づいた重点目標を QC 手法な

ど使って達成することを目指している。 

昨日見学された川崎店は、「ニューコンセプト II＋」の店舗だ。２００１年に豊栄店オー

プンにあたり、提案型売場のフォーマットを作った。それをもとに、２０１０年、長岡市

の中心に美沢店をオープンするにあたり、カニバリ防止に「ニューコンセプト II」を作っ

た。考え方としては、「毎日の生活に豊かさを提供する」をテーマに、新しいＭＤ、あか抜

けた売場、生産性の向上の三つを実現する。その経緯の後、15 年 10 月に川崎店が「ニュ

ーコンセプト II＋」として誕生した。 

同店は旗艦店舗として、新しいライフスタ

イルの提案（健康・時短ニーズに重点）、部門

の枠を超えた食シーン連動（サラダ、魚菜、

ミートデリ）を加えた。今 10 店舗が「ニュ

ーコンセプト II＋」に生まれ変わっている。

川崎店を実験店に作業などを簡略化して、新

店にもっていった。 

ＭＤで特に強化したのが、「３６５サラダ」。

店内製造のサラダを中心に商品化した。部門

を超えて、青果・精肉・水産もサラダ売場に商品を並べている。青果は店内カットし袋詰

めしたキャベツやレタス、カップサラダなど。精肉はローストビーフを中心に提案。水産

は特徴的商品を生かしたサラダを作った。惣菜では、今までサラダはサイドメニュー的存

在だったが、メーンのおかずとして主食的なサラダも提供するようになった。チキン南蛮

サラダなど、高価格帯だが定番として定着している。 

時短ニーズへの対応では、生鮮の惣菜化に注力した。水産では「魚菜」、精肉は「ミート

デリ」として商品化。当社は水産が強化売場の一つでもある。日本海にも近いので、生魚

に力をいれている。とれたての生魚を使ったり、南蛮海老を使ったり、安い単価で提供で

きる。「ミートデリ」は、鶏肉を基本商材として商品化。今は他の精肉からの商品にもチャ

レンジし、素材に近いところから加工している。 
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これらは新しいチャレンジなので、悩ま

しいところが多々ある。例えばサラダは、

デイリーのものとカップサラダ、それと惣

菜のサラダを一緒に並べることを話し合

う。同じ商品が一緒のところで買ってもら

うことを川崎店から始めた。どうやって商

品構成を合わせるか、棚割など喧々がくが

くの議論をした。 

 惣菜部門における TQM 活動を紹介する。

今年度は期初方針を８つ作った。まずは商品力の強化。「おいしさ力を極める」取り組みで

は、商品力の強化と磨き込み、名物商品づくりを施策にした。今年だけの方針ではなく、

毎年取り組んでいる。上位商品の磨き込み、トータルで商品価値のアップ、おいしさ＋ネ

ーミング、パッケージまでをトータルでプロデュースして、売り込む仕掛け作りをする。

おいしく仕入れ、おいしく作り、おいしさ伝える（仕入れ、製造、売場展開）の３段階を

改善し、活動していく。 

16 年に取り組んだ事例として、焼き鳥がある。焼き鳥専門店の味を追求したタレを開発

した。秘伝のタレを科学的に調合し、店自信のタレを開発。コクを出すために取り組み、

最終的に鹿児島県産鶏ガラスープにたどり着いた。塩は淡路島産の藻塩。さらにおいしさ

を伝えるには、おいしい訳をポップで必ず

付ける。 

当初は４月月間１億円を目標設定した。

前年の２・７倍だ。もともとＣＧＣの焼き

鳥はスチコンでタレをかけるだけで製造

しやすいものだった。そこでチラシで良さ

を説明し、店舗にはＡ０ポスターで 20 メ

ートル先からでも見えるように掲示した。 

こうした取り組みを着実に実行するに

は、情報共有が大事。バイヤーは「１億円

売ろう」と計画立案したら、部門メンバーまで徹底して共有することが重要だ。 

店舗事例を紹介する。単価アップのための６本パック、丼など取り組んだ所、お客さま

からミックスの要望あった店舗があった。そこで３種品を作り、ニーズに対応した。こう

した各店の販売事例の共有を成功事例としてサイトに登録し、星をつけ、翌週以降参考に

していく。 

こうして販売のＰＤＣＡを繰り返す。これはまさに QC 活動だ。焼き鳥では、結果とし

て１億４５０万円で前年約２・８倍を達成。自信のついた取り組みだった。17 年度も１億

円に挑戦しており、１本１本生肉から串打ちし、備長炭で１本ずつ手焼きにしている。さ

らに自信をもって販売することができ、１億円を達成。焼き鳥は今やメーン商品となった。 

名物商品では、手作りおはぎ、とんかつなど昨年からは大粒たこやき、黄金比でブレン

ド 

したまぐろたたき、大豆のうまさ広がる納豆巻き、まめの風味香るえだまめなど、商品の



- 5 - 

 

ネーミングなどもお客さまに伝え、商品化している。昔ながらのざく切りメンチカツは５

月のデビュー。６月は油ののったまあじフライなど、ネーミングなど変えながら展開して

いる。 

健康をサポートするＭＤの強化施策では、「だし香るシリーズ」の拡大、売場コーナー展

開の強化、他部門での商品化を進める。だしを極めることで、味にコクと深み、素材のお

いしさを出し、自然と健康な食生活の実現をはかる。「健康商品＝おいしくない」という負

のスパイラルに落ちがちだが、「おいしく食べられる」「実は塩分少なく無添加」であるこ

とを訴求している。あえて健康商品とうたわず、ブランドを一生懸命育てようとしている。

シリーズは惣菜を中心に現在 30 品目となった。 

今年はこうした商品をデイリー、菓子にも広げていきたい。単品訴求ではなく、品目カ

ードやサインを入れて面で訴求する売場を作っていく。 

方針の一つに、「ＥＳＬＰ（Everyday Same Low Price）の推進」を入れている。いつで

も安く買えるパワープライス商品の強化だ。チラシでも表現し、１個１個の価格を知って

もらう。生鮮品など品目、売場広げる。原料から製造工程・物流を見直し、自社コミッサ

リーのローリーの活用や、協力取引先との連携を進めている。 

ＥＳＬＰの商品は、１日１店舗１００個を超える売上げを作り、名物商品の一つになっ

ている。去年作り直した北海道コロッケは、パン粉など改良した。TQM 活動を基軸に磨き

込み、おいしく仕入れ、つくり、つたえること、が基本である。店舗と一緒に売り込んで

いく体制作りに、我々の特徴が出ていると思う。 

 

◆越後雪室屋の挑戦◆ 

にいがた雪室ブランド事業協同組合 副理事長 宇尾野隆氏 

〈講演紹介〉サトウ産業㈱ 佐藤総一郎社長 

 川端康成の『雪国』の一節「国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国だった」で示さ

れるのが湯沢だ。 

 当地はとても雪深い。雪害、克雪という言葉もあるが、一晩で約１ｍは積もる。しかし、

そこに埋もれて意気消沈していても先は見えない。昔から生活の知恵で、野菜を雪の中に

入れて保存することをしていた。今から６年前、利雪の考え方で、新潟県雪室ブランド協

議会を立ち上げた。異業種が集まり、雪室に入れた商品

を作った。こうした取り組みを行う越後雪室屋を紹介

する。 

 

雪室とは、古くから新潟に伝わる、雪を利用した天然の

冷蔵庫だ。湯沢、南魚沼、十日町、上越、の山間地方で

利用されてきた。冬に降る雪をたくわえ、年間を通して

雪の冷気だけで倉庫内を冷やすことができる。それを

活用した統一ブランドが、越後雪室屋だ。 

 雪室に食品貯蔵をするメリットとして、温度変化が

少ないことがある。０℃、湿度１００％、保存ストレス
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が少ない。一般冷蔵庫は状況に応じて３～

８℃の温度変化があるが、雪室はマイナス

にもならずに安定保存が可能。食品の細胞

を壊さず、鮮度保持と熟成を進める。 

 展開アイテムは、酒、肉（和牛、銘柄牛な

ど）、魚（日本海の魚の味噌漬け）、野菜（じ

ゃがいも、カボチャ、ニンジンなど）、味噌、

醤油、そば、コーヒー、茶、ジェラート、ド

ーナツなど、全 20 品目 80 商品以上ｍ業務

用含めると 150 以上に上る。 

 組合は今年度で６期目に入り、26社が参

加している。１業種１者原則で、食品メー

カーは 21社が参加。問屋・デザイン・ブラ

ンディング３社、研究団体、新潟市産業振

興財団（販売アドバイザー）が所属する。

販売ルートは県内土産店、百貨店、県外小売など２３０の売場、業務用は外食産業、ギフ

トなど。通販約 30社にもルートを広げてきた。 

 これまでの経緯では、平成 22 年に準備委員を会立ち上げ、平成 23 年にブランド名・ロ

ゴを決定、フーデックスにも初出店した。 

雪室は江戸時代の前からあったと言われている。現在県内に約 40ヵ所以上あり、年々増

えている。魚沼だけでも大型施設が８ヵ所以上ある。エコな施設で、保存だけでなく冷房

としても利用。電気を一切使わない（照明程度）。そのため CO２排泄抑制を達成している。

低温・高湿度で、常に庫内は０

～５℃で一定だ。食材で温度

帯は違うようにしている。野

菜は５℃、肉は１～２℃。湿度

は 90％以上で、温度変化が少

ない。機械は３～８℃の高下

を繰り返し、安定していない。

光もなく乾燥していないので

食材にストレス不可がかから

ない。 

ネーミングも雪感を出し、

ブランディング。異業種連携

によりブランド共有、営業力・判断共有、知識・人脈共有を目指している。 

現在は県内認知度１００％だが、首都圏中心に県外知名度が低い。海外展開や県外食材

の活用も含め、さらに活動の幅を広げていきたい。 
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４、まとめ       

惣菜サミット会長 小平昭雄氏  

 
●売場は業績を反映する場所 

 各社とも、今期の事業年度はそれぞれスタートしていると思う。前期の業績では、SM、

GMS 含めて、業界の中で利益を出し続けることは、地域のお客様、企業の取り組みが評価

支持されていることの証しであろう。小売業で４％超えの利益は、沖縄のサンエーは別と

して、全国で５社。その中でダントツがベルクだ。関東圏の中で商売しているが、秩父で

スタートして埼玉県へ出てきた。名実ともに４・７％というダントツの利益率を誇る。そ

の次が広島のイズミで、関西・中四国に行くと必ず我々も見に行くし、売場にしっかりと

答えがある。まさに業績が売場に反映されている。 

 売場に表現されているものは、その気になれば見ることができる。ところが、表現され

ていない部分をどう見ればよいのか。品質や品揃えなど、陳列された状態は誰が見てもわ

かる。売場で品質のばらつきがない、同じレベルのものがあることは、企業の教育や仕組

み・制度につながっている。 

 

●「商品力の強化」とは？ 

 毎回サミットの中で政策方針を共有しているが、商品力強化、人材育成、生産性向上な

どを話されることが多い。実際、商品力の強化とは、具体的に何をするのか？そこから先

が言葉の世界で終わっていないか？ 

 昨日視察した原信の売場の中で、企業のトップが「惣菜部門のこれはおすすめ自信もっ

てできる」と、８品目ほどを言っていただいた。実際にその商品が数字を持ち上げている。

焼き鳥が月商１億円。大きな数字になったのはなぜか？原信の焼き鳥おいしい、だから必

ず買う――商品がおいしくなった、ということが確実なリピーターにつながっている。 

 サラダコーナーは、青果・水産・精肉のサラダコラボを展開している。川崎店は約２年

前改装された店。１年間、業績が２桁数字を伸ばし続けていた既存店としてあった店だ。

地域のお客さまから見れば、「売場が良くなった」として、店にいままで来なかった人が見

えているのだと思う。評価が上がって、客数が増え、商圏が広がり、結果的に定着した。 
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 どのエリアでも競争は当然ある。相手に勝たなければ将来はない。絶対人口は確実に減

る、胃袋の量は減る。確実に減っていくことは、どこかを食わなければ数字を上げられな

い時代に入っている。「売場・商品が良くなったから、隣を通り越してもその店に行く」と

ならないと、明日はない。業界で 20 年以上仕事に関わっている人たちは記憶にあるかもし

れないが、かつて「新潟戦争」が話題になった。今まで存在していなかった量販店・ディ

スカウントが、長岡を中心に県外から進出。しかし、今日進出企業は店数が増えているの

か？売場・商品が良い、鮮度・品質が良い、ということが支持につながっているのは言う

までもない。 

 

●学びを自社に持ち帰り、実行を 

 ７月７日に、原和彦アクシアル リテイリング社長と対談した。原社長は、人材の育成

については、生産年齢人口が確実に減っている中、製造小売は働く人を教育しなくてはな

らないと語った。実際、今日の中川部長の話でも、ひとつひとつの積み重ねが着実に数字

に結びついてきていることが示された。商品力強化・人材の育成を各社言っているが、ど

こまで進んでいるのか、どんな取り組みをされているのか、言葉だけの世界ではなく、も

う一度振り返ってほしい。 

 「惣菜サミットに参加してこういう勉強ができた」と感じたら、できることは持ち帰っ

てすぐやってみていただきたい。川崎店では MD を生かしていく、新店はバージョンをア

ップしていく、ことを積み重ねながら取り組んでいる。原信は生鮮デリカ以外、ドライの

エンド、パワープライスの迫力ある売場を作っている。まさに残像として残る売場、また

言ってみたいと思われる売場だ。 

 ウオロク長岡店のオープンは２００２年頃だった。新潟に進出してきたプラント、イオ

ン、ダイエー、ベイシアと戦うためにできた店で、訪れる度にに変化し、チャレンジして

いる店だ。客数は３５００～週末４５００人で、それで原信と戦い、地域の同業者と戦っ

ている。お互いに数字を伸ばしながら、生活している人からのリピートにつながっている。 

 今回は元気な企業を見てもらい、試食してもらい、自分たちとの違いも確認してもらっ

たと思う。この大会が業務にプラスになった、とつなげていっていただきたい。 

 今月 25 日は丑の日だ。自社のパンフレットだけでなく、他社やＣＶＳのパンフレットを

見てもらいたい。企業によって、うちはどこの何を売るのか？を明確にすることが大事だ。

今が予約のピークだと思う。鰻の予約では、イズミは確実な数字を作っている。やれば予

約は確実にプラスにつながる。わが社の意志を明確に示して、提案してもらうことがお客

さまからの来店動機につながると思う。値頃感も大切だが、安いから安くする、ではなく

価値を次につながるようにしてもらいたい。 
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●７月８日（土） 店舗・工場視察 

長岡駅に全国から集まった参加者は、バス３台に分乗。原信川崎

店、新保店、七日町店、ウオロク長岡店、テーブルマーク魚沼水の

郷工場を視察した。 

◆原信川崎店◆ 
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◆原信新保店◆ 

 

 

 

 

 

 

◆原信七日町店◆ 
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◆ウオロク長岡店◆ 

 

 

◆テーブルマーク魚沼水の郷工場◆ 

 

 

☆これからの惣菜サミット☆ 

第 81 回 2017 年 10月 14 日（土）     第 82 回 2017 年 2 月 17 日（土） 


