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第 74 回惣菜サミット 
～ 韓 国 大 会 ～ 

議事録 

 

2016 年 2 月 5 日（金）～7 日（日） 

於：韓国・ソウル 参加者：29 社 35 人 

主催：惣菜サミット／主幹：Retail Desk／後援：農水畜産新聞社（韓国） 

  

 韓国の流通業界はこの５～６年で、競争が深化し大きな変化を遂げている。日

本と同様に核家族化、単身世帯の増加、少子高齢化、女性の社会進出が進んでお

り、中でもスーパーマーケット、ＣＶＳ、ネット通販の台頭が目覚ましく、簡便

食品、惣菜、健康食品がトレンドとなっている。最新のスーパーマーケット、百

貨店を視察して発展途上である韓国の日本式惣菜の将来性を探った。また、趙聖

国㈱海清淨社長、季翰相ロッテ百貨店食品コンテンツ開発担当、チョン・ジョン

ヒー農水畜産新聞社代表理事など韓国の食品に関わる人達との交流を図った。 

 

＜参加企業・団体＞ 

大松食品／三晃／マルハニチロ／全国農業協同組合連合会／オギノ／コープフーズ／

生活協同組合コープネット事業連合／リウボウフーズ／四季彩／丸久／グルメデリカ

／せんにち／宝醤油／国分フードクリエイト／国分グループ本社／日本惣菜協会／岩

下食品／エスエムアイ／日本アクセス／日本製粉／鈴茂器工／ヤヨイサンフーズ／宮
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商／松田食品工業／吉田喜／三菱食品／テーブルマーク／日本食糧新聞社（順不同） 

 

研修 於：国営ＡＴセンター会議室 

             ･･･始めに･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大会開催にあたり、国営ＡＴセンター会議室にて小平昭雄惣菜サミット会長他役員と趙

聖国㈱海清淨社長、チョン・ジョンヒー農水畜産新聞社代表理事が面談し、今回の研修の

成功と今後の両国の惣菜産業の発展について意見交換をした。 

 

①･･･「韓国の流通＆惣菜の現状と展望」 

        ツアーコリアコンサルティング代表 チェ・ヨン氏 

 

 韓国では、ハナという量販店が流通の始まりで、１９８０年

代である。私は、この草創の頃、西友やコカコーラ、今は韓国

には無いがウォルマートで商品担当役員もした。日本でウォル

マートが西友と提携した頃も関わった。その後、新世界のｅマ

ートで海外の寝具類の導入やシステムづくりをして、09 年に流

通専門のコンサルタントとして独立し、今日に至る。 

 今は無いが、ＢＢｇｏ（ビビンゴ）というビビンバ専門店を

直営で開発した。通常、ビビンバはご飯の上に具材をのせてい

るが、ご飯を土手にして中に具材を入れる新しい形のビビンバ

だった。工場で作った具材を冷凍にして店舗で温めて提供するシステムも開発した。 

 韓国の流通業は現在、ＣＶＳとモバイルオンラインショッピングが伸びており、百貨店、

スーパーは停滞。同じ商品でもモバイルで買うと安い。オンラインの端末はパソコンでは

なくモバイルが伸びている。ファッションや化粧品は売れなくなってきており、食品売場

の強化、モバイル食品が一番伸びてる。 
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 最新の韓国の食品売場はアメリカやヨー

ロッパを学び、店舗内は周りを農畜産物やグ

ロサリーが囲み、真ん中にイートインショッ

プがあるスタイルである。この店舗はスーパ

ーマーケットですか？食堂ですか？と質問

されるくらいだ。ローマのイタリア食材専門

大型ストアーEATALY やミラノの高級スー

パーPeck などから学んでいると思う。 

 小売りをチャネル別に見ると、百貨店、量

販店、スーパーは売上が５年連続減少で４～

５％減少している。オンライン、ネットは右肩上がりに伸びている。 

 ロッテマートは国内１１７店舗、、海外１６７店舗。ｅマートは国内１５６店舗、海外

９店舗。ｅマートは売上は伸びているが、営業利益は落ちており、食品の中でもＨＭＲや

惣菜を強化している。 

アメリカの専門家は、小売りの半分は 10 年～15 年くらいで無くなると予測している。

ウォルマートもいろんな売場があるが、新しい取組みでは売場の中に新鮮食品や惣菜を強

化した売場を作って、大きな改革をしている。 

 新世界が一番注力しているのは、PEA COOCK という、ＨＭＲ商品である。ライフスタ

イルを全て忘れて､全てはオムニチャネルで帳合いしようとしている。製造は子会社や中小

企業で、その商品を専門店に置いてショップ化し、製造小売りを目指している。ｅマート

も大型店舗ではＰＢに注力しているので、加工食品や日用雑貨の大半のメーカーは売上が

落ちている。 

 ＣＶＳは、惣菜と ON ネットワークに注力。「８時 55 分 韓国の日常食」のキャッチコ

ピーで朝食市場に冷凍弁当やサンドイッチを提案。ＣＶＳ店内で食べれる店舗も多い。 

 また、ＣＶＳのＣＵは元ファミリーマートであるが、弁当が２桁で伸びている。コーヒ

ーも伸びている。ＣＶＳが弁当を強化しているため、スナックの小型店や飲食店もグレー

ドが上がってきている。 

 価格競争は激しく、「１＋１」、「５＋１」など、１個買うと１個おまけ、５個買うと

１個おまけなどの表示が目立つ。韓国も日本同様に核家族化、単身世帯の増加、少子高齢

化、女性の社会進出が進んでいるが、収入は日本と逆で若者が金持ちで高齢者は所得が少

ない。 

 韓国のＨＭＲは５０００億円市場。韓国のディストリビューション（普及）カテゴリー

は新鮮食品と惣菜である。ＨＭＲの課題は冷凍のコスト高、流通（賞味期限・消費期限）

が短い、同業間の競争が激しい、取引先と仕入れ方法の改善などがあり、商品作り、売場

作り同様に悩んでいる。 

 Ｑ 韓国の強みと弱みは？ 

 Ａ 日本より優れているのはモバイル。商品開発はモバイルやオムニチャネルで使える

というところから考えている。問題はＳＭがＰＢ生産を子会社や中小企業に委託するため、

ＮＢメーカーとのあつれきが起きている。 

 Ｑ モバイル購入層は？ 
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 Ａ 若い人中心である。 

 Ｑ 日本のＳＭはまだ淘汰されていないが、韓国はどうか。 

 Ａ 少数精鋭なので、変化が早い。撤退も早い。 

 

②･･･「生産と流通を繫ぐ」 

  チョン・ジョンヒー農水畜産新聞社代表理事 

 

 農水畜産新聞は１９８１年に新聞を立ちあげ、韓国では最

も歴史のある業界紙である。 

 発行媒体はブランケット判の農水畜産新聞と、タブロイド

判の THE BUYER の２紙で、農畜産物とその関連の生産と流

通を繫いでいる。 

 ライフスタイルは、この 10 年で大きく変わった。ものすご

く早いスピードである。その中心になっているのが、惣菜であ

る。韓国ではＨＭＲと言う。これを、小売りやメーカーは速い

スピードで追いかけている。 

 こうした環境下で、皆様の訪問は大きな意味を持っていると思う。日本の惣菜は高い技

術で世界に発信している。私達は、今回の惣菜サミットの皆様の訪問を新聞に載せて農水

畜を扱っている人達、加工食品メーカーの方々に情報を発信したい。この機会をこれから

の両国の発展に繋がるように微力ながら報道で応援していきたい。 

  

③･･･「視察店舗の説明と韓国の流通事情について」 

                               趙聖国㈱海清淨社長 

 

 今回の視察は以下である。 

※ロッテ百貨店（東京班は金浦空港で関西班を待っている時

間に） 

①ハナロマート良才店･･･惣菜センターを持って注力／②Ｓ

ＳＧフードマーケット淸潭店･･･新世界の新機軸のＳＭ。現

在５店舗だが赤字。満足度を高めて黒字化を目指している最

中／③ロッテスーパー瑞草店･･･ロッテはロッテスーパーを

２００１年にスタート。現在は５００店舗。若いファミリー

層が住むアパート団地に展開／④現代百貨店板橋店食品売

場･･･韓国で一番トレンドとして流行っている店を 1 ヶ所で

見れる。日本の千葉や埼玉にあたる郊外型店舗／⑤ホームプ

ラスエクスプレス藪内店･･･テスコの考え方を取り入れた売場を実現／⑤新世界百貨店京

畿店食品売場＆ｅマート武田店･･･駅に直結して新世界が百貨店と直営のｅマートを隣接

して運営／⑦龍山区漢南洞商店街･･･ファッションなど個人商店が多く立ち並ぶ。 
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 韓国は新世界ＧとロッテＧの２社で国内販売の半分強を占める。新世界Ｇは百貨店、ｅ

マート、ＳＭ、CVS、ドラッグストア。ロッテＧは百貨店、ＳＭ、セブンイレブン、ホテ

ル、テーマパークなどを運営。日本で例えると、新世界は利益追求型のイトーヨーカ堂Ｇ、

ロッテはＭ＆Ａや業態開発のイオンＧと言える。一般的に、韓国の流通視察ではロッテと

新世界の百貨店視察が多いが、今回は、あえて変化の活発なＳＭを中心に視察先を選んだ。 

 ＣＶＳの、国内店舗数は約３万店。韓国の人口は５０００万人弱なので、人口に対して

日本より店舗比率は高いが成長している。 

 韓国のＨＭＲは日本円にして１７００億円市場と位置づけられている。韓国市場は安定

期は日本の 1/3、競争が激しくなるのは 1/2 と言われている。ということは、ＨＭＲ市場は

３～４億兆円規模にならなくてはいけない。 

 韓国には日本の惣菜という概念がない。冷凍食品が多い。韓国人は揚げ物が大好きであ

るが、何度も惣菜として挑戦したが、成功していない。効率と生産性を優先して味が落ち

てしまう。 

 惣菜を育てるには、日本惣菜協会、惣菜サミットのような組織が必要である。そこで、

Retail Desk には人材教育を、農水畜産新聞社には業界を盛り上げる媒体に育って欲し

いと考えている。韓国のＨＭＲの考え方を変えていくのが私の仕事である。 

 

④･･･ 「韓国と日本の食習慣の違い」 

         季翰相ロッテ百貨店食品コンテンツ開発担当（元 三味に勤務） 

 

  今までは美味しければ良かったが、これからは健康でなけれ

ばならない。日本の食事は塩辛いと言われるが、韓国より塩分

摂取は少ない。韓国のキムチは日本のキムチより塩分が高い。

それが、毎食、出てくる。最近は健康を気遣う人が多くなった。

昨年くらいから、添加物を気にする人も多くなった。 

 また、日本は食事を個人別に注文して出てくるが、韓国は皿

に共有でおかずが出てくる。ビビンバもそうだが、韓国人は混

ざっている物が好きである。しかし、韓国も 1 人暮らしが増え

て、弁当が売れている。 

 ＣＶＳについては、店舗数は伸びているが１店舗当たりの売

上は落ちている。また、ＣＶＳの売上商品構成比は、たばこ３割、酒類１割。他は、飲料、

インスタントラーメン、スナックなど。日本のＣＶＳは惣菜で客を呼び寄せているが、韓

国は店舗が小さく、商品構成もまばらで、日本のようなチェーン毎の統一感がない。 

 日本の惣菜は購入して直ぐに食べられるが、韓国はそこまでの商品は CVS の弁当くらい

しかない。また、日本の惣菜はおかずであるが、韓国のＨＭＲは、それでご飯は食べない。

おやつやおつまみの感覚で、食事シーンのものではない。海苔巻きやいなり、それら詰め
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合わせが販売されているが、食事ではなく

おやつとして数人でつまんで食べる。もっ

と言うと、日本では家族４人で外食に行く

と、飲み物を４つ頼むが、韓国では２つ頼

んで、シェアする。習慣が違う。 

 日本の惣菜をベンチマークにしたが、韓

国の惣菜にまだ育っていない。トンカツ、

コロッケはご飯のおかずにならないから

である。ご飯のおかずになるのはトンカ

ツ、コロッケのソースである。塩辛いもの

がご飯のおかずという文化である。 

 韓国の弱い商品は、手頃な価格で買えるスイーツである。12 月に、ロッテ百貨店の本店

に日本からベンダーを通して売場を作った。白い恋人、ひよこ･･などなど揃えた。１日 15

万売れている。 

 嗜好として、日本のブランドで合うのはかつや、大戸屋は良いと思う。 

 

⑤･･･小平昭雄 惣菜サミット会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ、恵方巻きはまだまだ伸びる 

 

 ２月３日の恵方巻きは店舗回りをし、情報収集した。 

 Ａ社は８００万／日、Ｂ社は５００万円／日、Ｃ社は４４０万円／日、デパ地下のＤ社

は池袋で４４０万円／日で前年比 20％増。Ｅ社は３４０万円／日で同 20％増と、３００～

４００万円台がたくさんある。巻き寿司という単品で１日の売上が伸びる。まだまだやり

方があるのではないか。 
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 予約販売である。 

 予約は、企業間、店舗間でまだまだ取組みに開きがある。数字は結果。何をやったかで

結果は変わる。予約で積極的なのはＣＶＳである。12 月に入って、まもなくパンフレット

を作って、積極的に予約注文を取っている。遅れているＳＭは予約に伸びしろのチャンス

がある。 

 水産業界では年間１店舗当たりの売上ベスト３は、昔は中島水産、北辰、魚幸であった。

今は角上魚類である。28 店舗あるが、１店舗年間 15 億を売りあげている。少子高齢化で

魚離れが言われる中、なぜ数字が伸びているのか。角上は、世の中の環境は全く関係ない

と言っている。よそと同じ事ではないことをしている。 

 恵方巻きもよそと同じように売場でプロパーで販売しているものの予約を取って、当日、

売れ残りを夕方から値引きしていては信頼を失うだけである。予約で伸びているところは、

前年比 20～25％伸びている。売上の 17～18％が予約。当日の売上に 15％の予約が乗っか

る商売をやらない手はない。 

 百貨店、ＧＭＳ、ＳＭ、ＣＶＳもマーケットリサーチすること。 

 ＣＶＳの３日当日の売場は貧弱である。夕方はハーフが 10 パックあるかどうか。16 時

には値下げしていた。そんな売場で誰が買いたいと思うのか。ＳＭは、夕方は当に販売繁

忙時である。あるところは、15 時過ぎには売場がからっぽ。12 時スタートで 14 時にはか

らっぽで、生産が間に合わない。まだまだ伸びしろがある。 

 以前は、店舗に入って入り口のすぐ横に鬼の面と豆を置いて節分コーナーを作っていた。

今は、完全に豆まきから恵方巻きにシフトした。ある業界のデータでは、節分の日の入店

者の７割は恵方巻きに参加していると出ている。 

 価格もしかり。海鮮１３８０円など１品単価の底上げにも積極的に取り組まなくてはい

けない。百貨店、ＳＭ、ＣＶＳなど、ステージが違うと提案の仕方が異なる。ステージの

違うところを見て学んで欲しい。 

 恵方巻きは、巻いてパックして売場に出すという製造工程が少ない商品である。切った

り盛り付けたりの手間がかからず、惣菜の中では魅力ある商品である。ロス率も、あるＳ

Ｍは通常は 10％位だが、恵方巻きは２％だと言う。利益に貢献するおいしい商品である。 

 今年の特長は、平均単価が４８０円が５８０円に、６８０円が７８０円というように価

格帯が上がって、入店客数が前年並みとして、それが売上に貢献したように思う。横並び

商品ではなく、少し高くてもお客様に選ばれる価値ある商品を作り出さないといけない。

イオンは店内で１本１本巻いている。ヨークベニマルは奥村彪生さんを前面に出して玉子

焼きは店内で焼いて･･･と店内調理をアピールしている。 

 百貨店の中で、唐揚げ専門店やとんかつ専門店が、恵方巻きに便乗して商品を出してい

たが、それはお粗末だった。最後に狭山の店を見たが、売場の恵方巻きには行列ができて

いた。イベントの通信簿は日常の結果である。当日の売上もさることながら、日頃のお客

様の評価でイベントの業績は変えられる。 

 行事・催事の取組みは年度始めにしっかり落とし込んで、日常の延長にしましょう。去

年の延長では新しいものは生まれない。第一、小食になっている。 

 ２月３日は、取組み方によっては３６５日の中で一番売上を出せる日である。それが通

年の業績に繋がる。 
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Ⅱ、まとめ 「交代と後退の変化に対応は求められる」 

        

 今回の２泊３日の研修で、韓国を理解したつもりにならないで欲しい。ほんのごくごく

一部を勉強したまでである。 

 韓国の惣菜は、まだまだ伸びしろがある。今から 14～15年前に、ロッテがＳＭを立ちあ

げる時に私も関わった。今回の研修で３番目に見たロッテスーパー瑞草店である。あそこ

がロッテスーパーの１号店である。トンカツ、コロッケ、唐揚げ、焼き鳥など、美味しい

ものはどこでもおいしいはずと、私は商品作り・売場作りをしたが、今は当時の見る影も

無い。 

 日本のとんかつはジューシーさを求めるが、韓国のとんかつはバラ肉の薄い肉にドライ

パン粉を付けてパリパリに揚げ、オットギのソースをたっぷり付けて食べる。食文化の違

う国で、日本の美味しい１品１品をどう提供し続けるかが課題である。 

 お茶や水は昔は買って飲むものではなかった。飲料でコーヒーがお茶、水を抜いた。百

貨店の佃煮コーナーに欠かせなかったブランドが今は惣菜売場になりつつある。世の中は

交代と後退の繰り返しである。韓国も世代が若返り、ライフスタイルも食習慣も変わった

ら、惣菜の芽が出てくるかもしれない。そういう変化のなかで我々の対応は求められる。 

今回の研修が、現場の何かのヒントになることを願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

司会の若林様、ＪＴＢの齋藤様、 

お疲れ様でした。鬼合ニダ～。 

  

日本式とんかつ 韓国式とんかつ 
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交流会 

 決意発表！ 

 

 

 

 

 

 

韓国の惣菜産業のために残

りの人生をかけます！ 

宿泊を伴うサミットに初

めて参加。いつもの２倍、

３倍皆さんと話ができて

交流できて良かったで

す。 

玉子焼屋だが、韓国には

玉子焼きが無かった。広

めたい！ 

北度 38度線まで行って、

境界線を見てきた。 惣菜新参者で、皆さ

んと話をしていると

価値観の違いに気づ

く。 
 韓国のカット野菜は発展途

上。何か出来ないか。 「ＦＭＤ」（フレンドマーチ

ャンダイジング）。すばらし

い言葉だ！行動で示してい

こう。 

スーパーに生の鰻が並ん

で、文化の違いを感じた。

文化の違いを超えて世界

に鰻を発信していきた

い。 
 覚えた韓国語を披露しま

す。いい男はキムタクニ

ダ！誰に高価なみやげ買う

の→カミサンニダ！ 

昨晩、O2Oで結婚できた報告

があった。自分も O2O で婚

活、仕事にがんばるぞ！ 

デリカは個食化していない。全部てんこ盛り。ここに可

能性を感じる。揚げ物少なく、粉屋としては淋しい。ダ

ンスを踊らさせてもらってありがとうございます。 

20 年ぶりに来た。韓国で何

を勉強するのかと思ったが

目を見張る進化があった。

せんにちの矢野です！の練

習ができてよかった。 

韓国のマーケットが進んで

いる部分が多々あった。季

さんとしばらくぶりにあえ

て良かった。 

コリアンフェアを実施

します。 

３年後にロッテを見に来て

下さい。 

人の輪、大事。輪を作る場を広げていく。 
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