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－議事録― 
（全録） 

 

2018年 5月 18日（金）～20日（日） 

参加者：47人 
 

 ２０１８年５月 18～20 日、香港にて第 83 回惣菜サミット香港大会を開催した。参

加者は 47人。 

第１～２日は、香港のＳＭなど小売業７店舗を視察した。イオン コーンヒルでは、

イオンストアーズ香港シニア・バイイング・マネジャーの奥嶋収氏から、香港の経済概

況や同店の状況や顧客特性などについてレクチャーを受けた。 

 第３日は第 83回惣菜サミットを開催し、星良雄全国農業協同組合連合会生活関連事

業部生活リテール部主席技術主管、黒田久一㈱三晃社長、藤尾諭司広州広菱食品商貿有

限公司営業本部長、茂野隆一氏が各者さまざまなテーマで講演。若林哲也三菱食品㈱デ

リカ本部長が今回の視察を通じてコメントした。 

 まとめに、小平昭雄惣菜サミット会長が「中食のマーケットが伸びる可能性は世界共

通。今回の視察を是非自社の事業に生かして欲しい」と総括した。 
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スケジュール 

現地小売業視察（５月 18～19 日） 

 

日 月日 内容 

１ 
2018年 

５月 18 日（金） 

●参加者香港に集合 

【視察】 

①一田（ＹＡＴＡ／西友系） 

②ＴＡＳＴＥ（フェスティバルウォーク） 

Regal Kowloon Hotel 泊 

２ ５月 19 日（土） 

【視察】 

③イオン コーンヒル 

 ・イオンストアーズ香港 奥嶋収氏よりレクチャー 

④そごう コーズウェイベイ 

⑤ＧＲＥＡＴ ＦＯＯＤ ＨＡＬＬ 

⑥シティスーパーＩＦＣモール 

⑦３６０（エレメンツ） 

Regal Kowloon Hotel 泊 

３ ５月 20 日（日） 

【会議】 

第 83回惣菜サミット＠FreeSquare Co-Working Office 

・講演（５人） ・総括（小平昭雄会長） 

●参加者帰国、現地解散 
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一田（ＹＡＴＡ） ＴＡＳＴＥ 

 

 

そごう コーズウェイ

ベイ 

 

奥嶋氏によるレクチャー

は、香港の経済概況を含め

多岐にわたった 

イオン コーンヒル 

 
  

Great Food Hall シティスーパー ３６０ 

 

イオンストアーズ香港シニア・バイイング・マネジャー 奥嶋収氏

による現地情報 
 

 香港は、サービス業がＧＤＰの 90%を占め、税率も低く法人税

は日本の約１／２だ。一人あたりＧＤＰは３年前に日本を超えて

おり、失業率は２・８％と低い水準を維持している。観光都市であ

り、５８５０万人が２０１７年に訪れ、そのうち 78％が中国人だ

った。 

 世帯あたりの指標を見ると、１世帯平均人数は２・９９人で、月

収は約 35 万円。その一方で５人に１人が貧困層にあり、ジニ係数

は 0.539である。エンゲル係数（家計支出の食費内訳）は 27％で、

うち 67％が中食・外食に向けられている。一般的に住居費が高く、収
奥嶋 収氏 
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入の１／３が家賃やローンで消える計算だ。 

 小売業では、香港にはイギリス系のジャーディンマセソンと、香港系のＡＳワトソンの

二大コングロマリットがある。純日系企業ではイオン、アピタがあるが、先日アピタが売

却された。各地下鉄駅にショッピングセンターが存在している。小売業全体は 13ヵ月連続

で昨対をクリアしている。 

 イオンは１９８５年に会社を設立し、87 年に開店した。94 年に上場し、96 年に広東イ

オン、２００２年に深圳ができ、約 30店舗体制となった。イオン コーンヒルは、オープ

ンから 30 年が経ち、当時 30～40 代だったメイン顧客も 30 歳年を重ねている。現在はそ

の子供と孫がくるようになったため、「３世代が集う場所」として２０１６年に改装し、商

品構成・売り方を大きく変えた。４フロアを連動させた「フロア効果」でウェルネスやこ

だわりを訴求しており、新たな客層として、20 代～30 代が増えてきた。さらに改装によ

り、デリカの売上・構成比の両方がアップした。 

 香港在住日本人は約２万５０００人とされるが、全体的に日本製品に対する人気は高い。

７５０万人の人口の内、２３０万人が２０１７年に来日した。そのため、日本の味を求め

る客が多い。ごま、わさび、とんこつなどがまれる味だ。また風水的に演技の良い字やネ

ーミングもポイントで、日本語のパッケージも訴求効果がある。 

二大コングロマリットに対抗するには、デリカでの差別化が鍵になる。揚げ物では、日本

に行く人が多くなったのでコロッケも最近売れるようになってきた。「水曜市」では１５０

０個売れた実績もある。ホットデリカはオールスクラッチで加工しているが、法律上ホッ

トデリカは 60℃以上と定められている。同様に、寿司は４℃以下が原則のため、コメがす

ぐ硬くなってしまうという難点もある。 

小容量の商品も売れているが、ボリュームがあるものが好まれる傾向が強い。香港のレ

ストランなどは 1食 500ｇ以上に設定されている商品も多い。香港の家の平均面積は約 44

㎡とされ、２００ｌ冷蔵庫を使う家庭が多い。そのため週に複数回来店し、店舗を冷蔵・

冷凍庫代わりに活用する動きも進む。鮮魚では、サーモンは脂の乗っているノルウェー産

が売れる。生牡蠣は年間通して産地をリレーして販売しており、パーティー需要などで人

気だ。 

日本に比べ人材の流動性が高いことも特徴の一つで、レストランと小売業で 20 万人が不

足していると言われている。また、デベロッパーの権限が強く、売上高が下がると契約を

打ち切られることもある。 

全体的な傾向として、中食・外食はやや減少傾向にあり、内食傾向も出てきた。新商品

を増やしていくことが常に求められている。 
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イオン コーンヒル店内 

   

   

   

 

第 83 回会議（５月 20 日） 

講演①「香港視察を終えて レディーミールの可能性を探る」  

全国農業協同組合連合会生活関連事業部生活リテール部主席技術主管 

星良雄氏 

昨日イオンの奥嶋氏の講義の中で、香港の食の外部化率の

高さが紹介された。２０１１年の家計消費支出では、1ヵ月

の世帯支出２万１６２３香港ドル（HKD）（約 32 万円）の

うち、27％が食費支出で、そのうち 70％が内食以外の中食・

外食の合計だと言われた。日本は輸入・卸売り物価、消費者

物価もここ２年であがった。中食の売上拡大し、素材よりも

単価が高いので、その分野がエンゲル係数を押し上げている。

日本は 25・８％で香港とそこまで大きく変わらない。 

私が質問したのが、「日本の中食率は伸びているが、香港

はどうか」ということだった。実は低下しているという。 

しかし、日本はまだまだ伸びると予想される。アメリカ穀

物協会によると、２０４０年に、日本の食の外部化率が７～８割になると予想している。

しかし、香港では 70％に到達したら低下している状況にあるという。日本も同様かもしれ

ない。 
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日本の場合は調理文化が発達しているから、おそらくそれを放棄しない。一定の割合を

維持しながら外部化率が進むのではないか。 

内食以外の食のありかたや食事のありかたが、日本ではどのような方向にいくのかが最

大の関心事であろう。人口動態変化も影響すると思うが、人口減少が明らかに経済力を失

活させる。そして所得形成力も低下させる。高齢化はまぎれもない社会不安や生活不安を

もたらす。所得格差もある。日本の離婚率は３組に１組だ。女性の社会進出がさらに増え、

単身者が増える帰結になる。これらの用件が食や食事のありかたにいろいろな変化をもた

らすと予想できる。 

食の外部化がどのような所に現れているのかを把握することが、自分たちの仕事に直結

する。一つは業態の変化だ。できたて・つくりたて（クックサーブ）は一つの手段にすぎ

ない。従来は内食・中食・外食という概念の中でものを語っているが、その概念は垣根が

なくなってきている。ＳＭを含むＥＣも同じだが、垣根が無くなっていることは今回の視

察で確認できたのではないか。つまり、垣根を取り除いた事業・業態開発が求められてい

る。 

二つ目は、部門という概念に縛られすぎているので、生鮮の惣菜化が流行りはじめてい

る。生鮮の値入は惣菜よりも低いが、それでもうからない部門の惣菜化も進んでしまう。

赤字化のリスクもある。 

三つ目は、惣菜という概念が変質していくことだ。「即食（レディーミール）」という広

い概念でとらえる時代にきている。即食としてお客様と向き合うと、部門は売り手の都合

でしかない。陣取り合戦をＳＭの中でやっている場合ではなく、そのとき提供するレディ

ーミールはなんだろうか。 

昨年 11 月に米国に行ったが、現地のＳＭは各社ゴンドラの商品をよく移動している。今

回視察した「３６０」も、ドライグロサリーの中でレディーミールがたくさんあった。常

温で販売するレディーミールの商品構成が変わって来ている。 

今までは用途別ＴＰＯＳで送品校正・分類していたが、それがさらに進化している。お

客さまが取り合わせて買い物する購買動機のようなものが導線上確保されているのが、米

国の最近の傾向だ。買い物にいった時にわかりやすい売場になっている。 

その中で発見したのが、パッケージ入りのレディーミールで売り場構成を変えつつある

ことだ。欧州はチルドでの展開が多い。クックチル製法なので加熱調理を 90分以内、０～

３℃で５日くらいの日持ちがするようになっており、日本もそれにならっている。レディ

ーミールを冷蔵でやるべきだという人もいるが、条件が３℃以下なので、法体系が整備さ

れていないのと、物流が保証されていないので、普及しない。誰も着手していない現状だ。

レディーミールに関しては、今までやってきたことと別に捉え直して、売り方と供給する

側として、どの商品をどのジャンルで開発するかが課題だ 

調理法で研究しているのが、真空調理。面白い商品開発が進んでいる。フランスで開発

された調理方法で、日本には相当はやい時期にはいってきたが普及しなかった。１００℃

に満たない条件で肉をあたためるため、その時点での法律対応がなかった。今は裏付けら

れ、63℃で 30分の芯温キープが条件。法整備されたので、真空調理をどう活用しようか考

えている。惣菜を「即食」という意味でとらえ、提供する商品だ。 

惣菜は部門を飛び越えて、ひとつの会社としてトータルで考えていかなくてはならない
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時代にきている。 

香港はイオンスタイルの海外第１号店。グローサラントは香港の方が早い展開があった。

これも広い意味のレディーミールだ。ホールフーズは Amazon に買収されたが、レイアウ

ト変更し、ショーケースを囲んで売場構成していたのが、惣菜除いて新店舗はショーケー

スやめた。常温のレディーミールも普及していくのではと思う。これから日本のマーケッ

トどうなるかが最大の関心だ。 

 

講演②「青果業者から見た香港 フリーポートの強みをどう生かすか」  

㈱三晃代表取締役 

黒田久一氏 

香港はフリーポート（自由貿易港）なので、全世界から物

が集まる。場所自体はほぼ農産物がとれないので、昔から歴

史的に生鮮品は外から持ってくるというものがあると聞い

ている。 

改めて視察を通じてすごいと思ったのが、リンゴひとつと

っても、私がみただけで日本・韓国・中国・チリ・オースト

ラリアなどから多品種があった。 

「３６０」では冬柿がならんでおり、オーストラリア産だ

った。フリーポートでどこからでも持ってくるということが

できるので、オールシーズンの適地調達が可能。経済が堅調

で富裕層がたくさんいることもある。青果物の単価は日本の

百貨店でもとおらないような状況だが、それが購買力もある

証拠だ。 

香港のインポーターからの情報によると、リンゴは「ふじ」が売れるが、「王林」も売れ

ている。イチゴは「あまおう」がよく売れる。アクセンチュアが出した「平成 28年度輸出

戦略実行事業 香港における生活流通実態調査報告書」という青果物の状況レポートによ

ると、シャインマスカットが香港人にとても受けているとのこと。もう少しじっくりみて

みたい。 

奈良県は冬柿がとれる所で、輸出を始めるために、25年前から取り組み、週に１回は出

ている状況にある。TASTE、YATAも何らかの形で日本産青果物を展開しているので、も

う一度じっくり訪問させていただき、卸売り市場も視察して帰国する予定だ。青果物情報

が詳しく得られたらまた情報提供していきたい。 

TASTE では、レディーミールのスープがあったことはびっくりした。イギリスの影響を

うけてきたと思うが、それがチルド品だった。そのスープを見て、ある意味どこからでも

いいものをすぐに持ってこられるというスタンスがあるので、逆にノコノコ行っても厳し

いと感じた。そのヨコにはミールキットが 10SKU くらい並んでいた。今の所ミールキッ

トを使って調理するよりも、外に一歩でたら朝からテークアウト店もたくさんあるので、

作るという需要はまだまだ少ないのかと思うが、「調理を楽しむ」というのが一部富裕層の

パーティなどであるそうだ。 
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輸入業者は深圳に基地がある。香港人は「Japan Quality」に対する信頼が根強くある。

弊社は果実問屋からはじまった会社。セリ人からスタートした父は、「日本のくだものは世

界トップレベル。いつか輸出できるようになる」と若い頃から行っていた。イメージが具

立ち的にわかなかったが、今それが具現化しそうだ。 

果物は相当なエネルギーを育てるのに必要だが、担い手の問題もあるものの、逆に世界

にうってでることもやらないと、日本の青果物の拡大はできない。果実は大きなポテンシ

ャルを持つ。アメリカでは「フィンガーフード」というが、手のひらサイズの食品で小さ

なリンゴも同じ。日本のものはビッグサイズだが、洗わずにそのまま食べるということも

ひとつの手段。デザートとして食べるのに簡潔できるサイズということで、ひとつの展開

の仕方でもある。 

香港業者によると、激戦である輸入業への提案として、青果物は高いので、加工用の野

菜の取り扱いも視野に入れているという。品質的に問題ないものをうまくパッキングして、

価格訴求対応品としての展開が考えられる。実需ベースで売られているらしいので、コス

トも下がるはずだ。 

先日、日本惣菜協会の会合で、齋藤健農林水産大臣が香港で展開するおむすびのテーク

アウトチェーン「はなむすび」について話していた。日本からまだ３０代半ばの若者二人

が短期期間で成長させたという。日本人が失っているチャレンジ精神が象徴的だった。こ

ちらに来て、日本産のコメをおしゃれに展開しているのが目の当たりにして刺激をもらっ

た。香港は東アジアの玄関口でもあるので、まだまだやれる余地があると思う。足下の商

売ももっと深掘りしないと生き残れない。今後も情報共有していけたらと思う。 

 

講演③「中国の食品・デリカ事情 ビジネス展開のスピードを見る」  

広州広菱食品商貿有限公司営業本部長（三菱食品㈱より出向） 

藤尾諭司氏 

 三菱食品から現地法人の広州広菱に出向している。もとも

と惣菜担当をしていて、今中国で日本からの商品を輸入・販売

している。中国の商習慣では、販売店を持っていないと、その

メーカーの商品を販売できないので、代理店商売になる。日本

人２人と中国人スタッフ８人の合計１０人でやっている。日

本の商品は中国の人も興味あり、日本酒は関税が４０％かか

り、さらに志向品で１０％の税金がかかるなど、合計で８２％

税金がかかる商品だ。ただ、昨対では日本から中国に輸出した

酒は１７０％の伸び。厳しい環境の中、需要がとても高い。そ

の一方で、福島県産を含め 10都県の商品輸入ができない規制

もある。ニーズはあるが輸出入できない状況にある。みなさん

求められているので、今後規制が緩和されればさらにチャンスが広がる。 

今住んでいる広東省は、人口１億２０００万人で、ほぼ日本と同じ。広東省の強みは、

中国第三の都市広州と、深圳を抱えていることだ。深圳は「中国のシリコンバレー」と言

われており、ウィチャットなど SNSアプリの企業などがある。もともと漁村だったがここ
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20年くらいで急激に発展した。 

中国は貧富の差がすごくあり、沿岸部の町は裕福な人がたくさんいる。人々がどういう

ところで買い物するかというと、そこまでお金のない人は、所謂市場に行く。中国は共働

きが非常に多く、両親と同居し、子どもの面倒は親が見て夫婦二人が働くというスタイル。

祖母が朝市場で買い物し、御飯をつくり子どもの面倒を見る。市場は生鮮品が多く、市場

があるとだいたい SM がその近くにある。市場生鮮品、SM で調味料や加工品を買うとい

う傾向があり、両立している。ただ、裕福な人は突き抜けた高級 SM で買う。中国の食生

活で今までなかったものも買われている。所得で購入シーンが変わるのが面白いところ。 

中国の惣菜は、ほとんどが正直「真茶色」といってよい。鶏の足がそのままタレで焼い

ていたり、揚げ餃子があったり、茶色の売場だ。寿司はほとんどサーモンが多い。最近変

わってきたのは、イートインコーナーが大きくもたれている点で、大きくない売場でも、

そこで買った惣菜を食べたり、一部は生鮮品をその場で調理してたべさせてくれたりする

こともある。 

簡単に寄って食べられる店がたくさんあるので、それを家に持って帰ることはあまりな

い。買った物をその場でそのまま食べたいというのが、イートインコーナーの拡大になっ

ているのではないか。 

アリババなど、10億人くらいのユーザーがいる企業が小売に出資するようになった。決

済は、60％以上が初チャットなどの決済機能を使っており、ＩＴ企業と小売が強みを融合

させる業態が最近出てきている。プライスカードに二次元バーコードがついていて、自分

でスキャン、店のサイトに飛び、それを買い物かご（ネット上）にいれる。その後 30分以

内に自宅に届ける。こうした「自分で買い物に行くが持って帰らず家に届ける」という業

態が、深圳を中心に出てきた。電子マネー決済など、これらの強みはビッグデータだ。ど

こに人が集まり、どんなニーズがあるか、需給予測などができる。 

これらはＡＩの発達で可能になった。中国はビジネスに関してとても早いが、かたや伝

統手的なマーケットもあり、二面性があると住みながら面白いと考えている、是非市場を

ごらんになられるのも面白いのではないか。 

今アプリで出前がはやっている。アプリに登録すると、外食店がリストで出てきて、注

文すると業者が調理商品を持ってきてくれるもの。そうしたサービスが増えている。すべ

てがウィチャットの決済で、つ

まり中国人はほとんど現金をも

たない傾向にある。広東省は暑

いので、外に出て食べにいきた

くない、北京は寒くて外に出ら

れない、という事情にマッチし

ている。惣菜としては驚異でも

あるかもしれないが、外食は新

しい手段で伸ばそうとしている

のではないだろうか 
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講演④「ＳＭ状況報告  香港の売場作りの印象」 

茂野隆一氏 

４月のＳＭ全体の概況では、日替わりの天候の変化にどれ

だけ対応できたかが鍵となった。昨年 10 月頃から野菜の高

値が続き、３月中旬ころから気温もあがった。野菜出荷（特

にサラダ関連）では相場も下がってきた。気温が上がったこ

とで、桜＝花見が３月でほとんど終わってしまった点もあ

る。去年は４月まで稼いだところもあるが、行楽関連の商品

が少し鈍化したのではないかと思っている。青果は旬のタケ

ノコが生育早く、強化して売った所は効果あった。単価も維

持できたのではないか。 

サラダ関係も伸び、気温上昇でカットフルーツ展開したと

ころが奏功した。スイカも天候の日替わりの繰り返しで、店

長のマネジメントで店の成績に差がでたのではないかと思う。カットフルーツも技術のレ

ベルアップをはかった企業があり、特にハレの日の高価格帯商品も磨いた。 

鮮魚では初鰹の入荷の多少で左右された。旬のサワラや銀鮭の需要把握も。若干目先を

変えて、エビも値段上がって売りづらくなったが、メニュー提案で販売していた所はよく

売れた。精肉では挽肉が売れた。鶏肉は去年ブラジルの問題あって落ちていたが、その影

響もおさまり、昨対で回復した。日配は日替わりで売る物変えないといけない。冷やし中

華が売れる暑い日もあれば、寒くなれば買わない。毎日の売場変化対応が勝負の分かれ目

だった。デザート関連は暖かい日のため伸びた。３月から冷やし中華展開しているところ

は引き続き好調、ＴＶで納豆の特集が放映されたことで、４月かなり伸長した。野菜が下

がったことでサラダ関連のドレッシングなどのエンド展開が結果を出した。 

惣菜では、気温の変化で暑い日・涼しい日に対応したところがアップした。麺では焼き

そばを冷麺のかわりにセットにしたり、いままでにない販売方法も見られた。うどんセッ

トものでは、多くがさぬきうどんの太い麺を使うものの、細い稲庭うどんを展開するとこ

ろもあった。今までやってたからではなく、どういったものが食べやすいかも見直すこと

が必要だ。 

ＧＷは天候に恵まれたが、外出された人も多くて思ったほど伸びていなかったという声

が聞こえた。後半の通常の生活に戻るパターン＝冷蔵庫の常食はきちんと展開したところ

がある。 

面白いのが、タバコの売上が昨年比超えてきている。中身を見ると、アイコスやプルー

ムテックなどの機械単価が高いものが中心で、決して喫煙者が増えたわけではない。 

４月は入学式シーズン。「○○小学校入学おめでとう」というポップをつけて、店全体が入

学祝いをしているようなことも奏功したようだ。 

今回の視察では、青果売場が店のトップとしての意気込みを感じた。入り口の導入を考

えたいい売場作りだと思う。日本のＳＭも「ダブルスタンダード」というか、どちらが入

り口かわからないような作りが増えている。青果から入ったり、グローサラントのある惣

菜売場だったりする。トップとして惣菜がどういう見せ方売り方をしているのか、まだま



- 11 - 

 

だやらなくてはならないことがたくさんあると、特に感じた。 

イオンではラウンジがあった。革製の椅子があってくつろげるようになっている。年間

１００万円以上買うとゴールドカードになって使えるそうだ。上級会員の囲い込みの一つ

の方法になるのではないかと思う。 

 

コメント「中間流通業として情報を提供すること」 

三菱食品㈱デリカ本部長 若林哲也氏 

これまでいろいろなところでいろいろな勉強をさせても

らってきたが、目に見えることと背景をしっかりかけ算で

みていかないと、見誤りがでると常に感じている、生業は中

間流通業だ。メーカーと小売業の間で常に情報提供を求め

られるわけであるが、メーカーが商品をつくる、小売業がど

う並べて売るか、すべて背景がある。 

香港ではデベロッパーの強さがあると学んだ。売場の鮮度

感が保てる理由かもしれないが、「どんなあたらしいことを

やるんだ」ということが常に求められている。結果が出ずに

追い出されてしまうということは、そこで働く社員の生活

が保証されないということ。部下を幸せにできないのでは、

自分も人生に価値がないことをあらためてしっかり感じな

いといけない。その厳しさをもって、このマーケットをもっ

ているのであれば、新しいチャレンジを確認させてもらうこともありだと思う。 

人がいないということだが、失業率も低い。時給も高く利益もでないのではと思ってい

たが、日本よりもでている。背景にはオールスクラッチがある。惣菜ではあまり聞いたこ

とがないが、原料に近い形で入れて自分たちでやる。付加価値が上がるからそれだけ利益

があがる。裏側とリンクさせていろいろ考えてみると、その売場が目指していることが少

しずつ見えてくると思う。 

日本との違いでは、法律なのか手法なのかわからないが、キノコ類は日本では常温管理

が通常だが、こちらでは冷蔵となっていた点が興味深かった。 

過去に発注ミスで大量のコロッケと、あるべきものがないということが新店のケースが

ある。担当者のエラーで、売場がほぼコロッケになった。注目される中で首を覚悟でコロ

ッケを並べる中、社長から「意志を売る売場とはこれだ」と言われたそうだ。 

いろいろな売場を見たりチラシを比較したり祭事データをもってきたりするが、大切な

情報は、どういう意図でやられて、数字がどのように変化したのかをメーカー・小売業に

情報として提供することで、惣菜というマーケットよくしていければと思う。 
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第 83 回大会総括 

惣菜サミット会長 小平昭雄氏 

 

 

 海外視察も６回を数えた。それぞれの国の特性など、現地に行って勉強することは大切

だと思う。初日お願いしたいことをお伝えしたが、学んだことを業務にプラスにつながっ

ていることで、上長から了解を得てこの場に来られたと思う。是非３日間勉強されたこと

を、プラスに生かしていただきたい。 

 

●惣菜は世界共通のマーケットチャンス 

改めて、３日間見させていただいて、１つは初日にイオンの奥嶋さんにお話いただいた。

店で１６０億円強の売上だそうだ。改装前後でデリカの売上構成比がアップしたそうで、

マーケットチャンスはまだまだあるとの紹介をいただいた。 

星さんからの話にもあったが、どこに行ってもテークアウトとイートイン（外食）の領

域を確保して、確実な集客・売上につなげているのではないだろうか。以前、惣菜サミッ

トで行った韓国では、完全にイートインの売上がデリカの売上げにプラスオンになってい

るという事例を学んだ。外で食べるという習慣が、惣菜の隣でカウンターを設けて一緒に

食べてもらうということがプラスになる。日本のＳＭの中でも、改装した店はイートイン、

フードコートのスペースが拡大している、そこで確実に食べて、持ち帰ってもらう。業態

を超えた取組みが、実績を上げている。 

原信では、フードコート、イートイン惣菜が押し上げた。客から見れば、「売場変わった」

「商品良くなった」と、いうこと。行動を起こしていくことで、部門シェアをさらに高め

ることにつながるが、何もしなければ数字の変化は生まれない。 

 

●イノベーション、上位商品の磨き上げを 

自分たちがもっとイノベーションを興して、世の中がどう変わっているのか、少なくとも

責任をもって仕事をしていかなければならず、去年の延長はありえない。プラス業績とい
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うことでは、主力商品が去年よりどれだけおいしくなったのか、主力商品の点数はのびた

のかが鍵だ。業績を伸ばしている企業では、上位の基本商品がしっかり磨かれている。Ｎ

ｏ・１商品が５０→７０個になったことは評価できるが、下位商品が２→３個になったレ

ベルでは、全体の数字は変わらない。メーンの商品をどれだけおいしくするか、価値を上

げるか、客の評価をあげるかが大事になる。 

 

●グローバルな視野で考える 

黒田社長からも話しがあったが、地球はまさに瞬時にして共有できる。地球は裏もあれば

表もあるし、季節もそれぞれ違う。たとえば牡蠣のシーズンは日本では３月で終わり、４

～９月はシーズンオフ。しかし、地球の裏側ではこれからがシーズンだ。イノベーション

を起こしていくことで、行動を起こしていこう。 

昨日訪問した「３６０」のレイアウト、陳列は感動した。通常、日本のＳＭは壁面ケー

スを引っ張り、真ん中にグロサリーや生鮮があるが、自分たちが見た中で残像に残るイメ

ージで、こういう売場作りもありだ。リンゴも主役は青森だった。価格では圧倒的に違い

がある。日本産がおいしいという思いがあり、黒田社長はそれをやろうとされているが、

全くその通りだ。 

寿司は、香港では食のメーンになっている。カタログを見ても、日本から来ているもの

もあれば、商品作りを含めてよくできている。日本のＳＭも、品質基準以下では売上げに

つながらない。本部のバイヤーが手順書を出しているのに、品質の共有化がされていない

ところもある。 

基本的には「わが社の手順書」が絶対だ。組織を通じてしっかりフォローしていかない

といけない。売れない商品が売場にでていることになる。品質基準が改善されていないと

数字は上がっていかない。 

 

●売場に答えがある 

小売業の業績が出そろった。数字を伸ばした所・下がった所がある。必ず原因は売場に

答えがある。数字が悪いのは客のせい？従業員のせい？我々の会社のレベルを改善するこ

とが必要だ。 

埼玉県のベルクは過去最高の利益を出した。売場が良くなったことで数字が伸びている。

まさに答えを出している。ここ数年、商品ＰＲ、積極的に客にＰＲしている。焼き鳥一つ

にしても、串の部分にタレをつけて、見た目がよろしくない店が多い一方、ベルクはきれ

いで、手でもって食べることができる。品質基準が共有化されているからだろう。こうし

たことが、その企業のマネジメント・レベルにつながっていく。 

 

●視察の経験を業務のプラスに 

香港は人、人、人だ。人が一人来ることで必ずお金を使う。仕事であっても、遊びであ

っても観光であっても、そこに行ってまた行ってみようとリピートにつながるようにして

いる。それがお客さまの評価だ。 

日本はまだまだ競争がはげしくなる。昨年１年間の業績を伸ばした・下がったというの

は、確実に売場に答えがある。仕事の仕方では、売場を平面的にただ並んでいるだけなの
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か、何を売りたいのかはっきりしているのか。並べるだけではなく商品をおいしくして、

お客さんに提案していくことが大事だ。 

今回もサミットに 47 人参加して、三菱食品㈱からも特別ゲストでかけつけてもらった。

これもひとえに惣菜サミットを通じてのご縁だ。日本全国から参加してもらい、人と人と

の出会い・ご縁が、人のつながりを発展させていくのだと思う。今回からベイシアさんが

加わった。先日、ベイシアの改装した店舗に行った。いままで価格訴求で安さを価値とし

て売っていたが、今は商品のレベルが数段上がっている。リピーター=客数が増え、部門構

成比も上がっている。数字の良し悪しは、現場と人につきると思う。 

今回の視察は、報告することが目的なのはない。サミットに参加して、何を勉強してき

たか、必ず次につながる。３日間学んだことを社内に持って帰っていただき、プラスにつ

なげて共有し、業務に生かしていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの惣菜サミット（予定） 

■第 84回総会・・・7 月 7日（土） 大崎周辺で選定中。決定次第ご連絡いたします。 

イオン コーンヒルにて、イオンストアーズ香港 奥嶋氏と参加者一同 


