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広島大会 

２０１６年１０月１５日（土）～１６日（日） 

 

参加者：68社 115人 
10月15～16日、広島県広島市と安芸郡海田町で、㈱イズミ、㈱エブリイ、

㈱フレスタの各店舗視察および第77回惣菜サミットを開催し、全国から68

社115人が参加した。鮮度の重視や名物商品の開発など、それぞれ企業の特

徴を表現した惣菜売場を見学し、研さんを深めた。 

懇親会では、ゲストとして林香与子マルハ物産会長、熊本正巳オタフクソ

ース執行役員広域営業部長があいさつし、メンバー同士の交流を深めた。 

惣菜サミットでは、小平昭雄会長が今大会を総括し、「売場に表現されて

いるものを超えて、何がお客さまの支持につながっているのかを考えること

」の重要性、人を育てることが企業の信頼性につながることなどについてコ

メントした。 
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１、開会の挨拶       

惣菜サミット会長 小平昭雄氏  

２日間にわたり、広島大会を開催してきた。エブリイ、フレスタ、イズミの素晴らしい

店を視察させていただいた。ぜひ本大会で勉強されたことを何らかの形でプラスにつなげ

ていただければうれしく思う。 

これから惣菜の競争がますます厳しくなる中で、従来の延長ではやっていけないことを

感じた方がたくさんおられると思う。今日集まっているメンバーは、サミットを通じて勉

強されてきた中で、お客さまに喜んでいただく、磨いたおいしい商品を提供していくとい

う同じ方向を持つ仲間だと思う。ぜひ、勉強されたことを生かしていただきたい。 

 

２、小売業の報告（３社） 

㈱フレスタ、㈱エブリイ、㈱イズミ  

 

◆㈱フレスタ◆ 

    商品本部第一商品グループグループ長 森田幸宣氏 

当社は 1887 年、宗兼清衛が菓子たばこの

小売店として創業し、現社長は 4 代目になる。

1960 年に広島初の SM になり、91 年に CI

でフレスタに社名変更した。来年で創業１３

０周年を迎える。創業理念には「進取の気性」

「正直な商売」を掲げる。 

現在、フレスタ 58 店、三原スーパー６店

を展開。エクストラ（大型）、スタンダード

（中型）、ニューフォーマット（小型）の３業

態で運営する。 

前期は売上高 703億円。惣菜は今期 10.2％

で着地（水産寿司 3.0％含まない）。企業理念

は「暮らし」の創造提案企業で、10年前につ

くりかえた。信頼の品質と安心の提供は重要になると思い、盛り込んだ。 

信頼される品質への取組では、２００５年に PB の「FRESTA Bimi Smile」をスタート。

健康、ベーシック、環境をテーマに展開している。現在６００アイテムで、構成比は 9％

強。惣菜も展開し、ポテトサラダは、とくにこだわっている。 

09年には ISO９００１を取得。改めて食の安心を提供する責任を実感している。たとえ

ば、惣菜担当は朝一で計量器が正しい計量をしているか、分銅を使って確認し、揚げ物は、

その日最初に調理する商品のフライヤーの温度を再確認、記録に残している。具材開封に

は開封日と賞味期限に、専用シールを貼りひと目見て分かるように管理している。フライ
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ヤー、コンベクションの温度を年一回専門業者にきて補正。これらの安心・安全の担保を

自信をもってつたえるための努力をしている。 

年一回の中国新聞の SM 評価では、当社は信頼性・接客サービスで地域一番の評価を得

られた。ひとつでも悪い項目は次年度の目標に据え、改善プログラム作る 

一昨年から、さらに上の企業理念へ、「Healthiest Supermarket」を掲げる。フレスタが

あると健康になれる「フレスタウン構想」を作り、仲間と地域を健康にする取組を開始し

た。 

具体的には、健康宣言を名札に自ら書く、社歌に振り付けしたフレス体操など。お客様

の前にまず従業員の健康を、とし、健康診断での数値でメンバーを選抜。社長と面談し、

１年間ジムに通うなど、楽しみながら活動して

いる。集大成として、リレーのマラソン大会を

年１回開催。去年は５０００人規模で、今年は

11月３日を予定している。厚労省、政策投資銀

行から評価され、表彰も受けた。 

視察されたフレスタ上天満店は、10月 15 日

でリニューアル 1周年を迎えた。①惣菜化②量

販化③レストラン化の三つをコンセプトにリ

ニューアルした。 

コーヒーでは、自家焙煎機を導入し、スペシャリティコーヒー、ハンドドリップにこだ

わった。平日 30～40、休日 60 くらい売り上げる。値段は従業員の希望でさげなかった。

オーダーを受けた豆販売などを今後考えている。 

ミートデリカは食肉部門が商品開発。唐揚げ、手羽先などは扱わず、ステーキにニーズ

あると実感。需要創造を図る。 

お惣菜では、マーケットの最大化を図

り、新しい価値を提供したいと考え、洋

風メニューを中心に、新規開発商品を数

多く投入した。中でも、お好み焼きは、広

島一番のお好み焼きを目指し、既存商品

の磨き上げや派生アイテムの充実（ヘル

シーチジミ、関西風の豆腐入りのお好み

焼き）により、カテゴリーでの売上が
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150％と大きく伸長した。ベーシックなお

好み焼きも、週末には、１日１５０枚以上

を販売している（それ以上は作れない）。 

健康志向の商品 MD を実践し、野菜を

自然にとってもらえるように商品化。惣

菜子会社で、スープ、弁当、サラダなどを

30アイテム手がける。広島は女性の健康

寿命が全国２番目に低いといわれている

が、フレスタが街にあることにより、地域

のインフラとして「健康的なライフスタイル」を提供し、地域の健康寿命を伸ばす貢献で

きるように日々の活動をしていきたい。 

 

◆㈱エブリイ◆ 

    執行役員商品部生鮮第二部部長 長谷川和彦氏 

当社のある福山市は岡山との県境。広島市へ

は片道１時間かかる。HD で商品仕入れ、グル

ープ一括人材採用、業態開発、など効率化を図

っている。 

グループは SM エブリイを中核とする。福山

市に本社を置き、直営 37店舗。 

グループ売上高は７５０億円で、エブリイが

90％以上を占める。ヨシケイ福山では毎日２万

４０００食、170 台のトラックで配送する。け

んこう応援団は通販事業。ホーミーダイニング

は外食・給食、ビュッフェレストラン、６次化

レストランなど 11 店舗や、事業所向け宅配弁

当毎日約５０００食宅配を実施。ひな市は客単

価１万～１万５千円の料亭はむらをはじめ、後

楽ホテル内の飲食店など３店舗を運営。ほかにもシステムサポート会社、障がい者支援会

社、農業法人、人財教育などのグループ会社は全 10社。 

業績では、エブリイは６８３億円で前期１１２・８％となり、16期連続二桁増収、９期

連続増益となった。2019 年にグループ売上１０００億円をめざす。 

川下から川上へ、All WIN の方針で、「流通を変える」取組みを行っている。２０１３年、

新分野開発室を創設。農業、漁業、加工の３つのチームでスタートした。 

農業は契約農家から野菜を 24時間以内に直送したり、自社農場を持つ。鮮魚は香川県で一

艘買いを実施し、境港からベニズワイカニを直送する。加工は長野のりんご、くまもとの

イチゴを仕入れ、Ｂ品はスイーツにしている。 

ベニズワイカニ（境港）を店舗へ直送し、コンテナで納品し、ばら売りで販売している。

漁師との取組で難しかったことは、契約書だけで済むのではなく、信頼関係を築くのに苦



- 5 - 

 

労した。ベニズワイカニはだいたい 30 分

で完売する。一艘買いでも、大きさは様々。

タイは 800～１ｋｇが鮮魚売場では売り

やすい。しかし、３～５キロなど、スーパ

ーで売りにくいサイズはグループの販路

を活かし、外食・料亭で調理加工し提供す

る。独自開発の鯛飯は小さい物を使用。 

ベーカリーは 40～50 万円売れる店舗が

ある。「明太子フランス」は、明太子は鮮魚

売場の人気の明太子を使用。部門を超えて

出張に行くのが方針で、鮮魚とベーカリー

の担当者のコラボとなった。結果、仕入れ

原価が下がり、お客様に還元する価格設定

にも繋がった。 

デリカは、①選択と集中（個店主義で地

域によって和惣菜の味付けを変える）②一

番化（１日百個以上売れる物、自店でしか

つくれない商品）③捨てる（単品量販運営、

インストア比率９０％）④欠品 OK（チャンスロスよりも鮮度優先）を方針にしている。 

「考え方が人生を変える」ことをモットーにしており、「業績＝社員の質×モチベーショ

ン×業態特徴」という社内公式を採用。商品と同時に人の“鮮度”も重要視している。「問

題指摘型から問題解決型」というキーワードのもと人材育成を行っており、「類人猿分類セ

ミナー」では、相手がどういう気持ちでいるのか？を念頭にコミュニケーションの活性化

を図っている。研修の成果も徐々に表れており、新入社員離職は、ここ３年ではほぼない

（結婚退職くらい）。 

 グループでは、『企業は人なり（人にはじまり人に終わる）。利益最大化から企業価値最

大化を目指す』とともに、社員がイキイキ働く環境づくりにチャレンジし続けている。 
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◆㈱イズミ◆ 

    執行役員惣菜事業部長 阿部睦夫氏 

広島市は人口 117万人。宮島、平和公

園、お好み焼き、あなご飯、むすび弁当

などが名物。当社は広島東洋カープのス

ポンサーであり、リーグ優勝した際は、

ゆめタウン廿日市で PV を実施した。 

昨年度は売上高６３８０億円、経常利

益３１０億円で着地。内訳は GMS、SM

が構成比大。従業委員は２３００人、パ

ート５０００人で、正社員比率が少な

い。 

社の方針として、「西日本ローカルチ

ャンピオン」を目指している。 

ゆめタウン広島は２００８年に開業。

敷地面積４万９０００㎡、のべ床面積 12 万㎡のコンパクト GMS。昨年度の売上げ高は２

５５億円でうち食品は７７億円、惣菜は８億８０００万円だった。 

惣菜事業部はイズミ 94 店舗、関連含め１４４店舗で展開。食品内構成比 11・５％（ベ

ーカリー除く）で、GMS の中では高い構成比。経常利益は 15％、粗利率 47・９％。品揃

え構成はインストア比率 85％でアウトパックはせず、お客様に近い所で続くことを理念に

している。ほとんどがゆめデリカでアウトパック加工。インストアは極力店舗での作業効

率あげるため、ゆめデリカでキット化、作業軽減化を進めている。 

当社では 1979 年に惣菜事業がスタートしたが、25 年前までは赤字が続き、社内でもお

荷物部門とされていた。そこで他社の良いところをまねる実践の中で、ヨークベニマルの

惣菜に注目、当時常務だった小平氏を訪ね、勉強させてもらった。商品の考え方、オペレ

ーションの仕組み作りなど勉強した。 

方針の中で、①うまいものをつくる②お客様にあてにされる楽しい売場の二つを念頭にお

く。商品を磨くことは今も変わらず大事にしており、同じメニューは常に磨き続けている。

原料・製法・見栄えの改良を常にしていくことを大切にしている。 

95％はベーシック商品で、徹底的に磨く。例えば、煮物は四季があり、ときどきで感じ
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方違う。 

コア商品は 25品で、「ゆめタウン名物」

としている。「うまい、買いたい、また食

べたい」を合い言葉に展開。「噂のコロッ

ケ」は、かつて広島駅裏のホテルシェフ

が作っていたが、やめるというのでレシ

ピを引き継いだ。冷凍のコロッケは使わ

ず、チルドで展開。できればパン粉も店

内でつけたいが、工場ばら売りとパック

売りに販促物をつけて PR している。天

丼を今年からの名物にしようとしてお

り、四季に合わせて変えていく。天ぷら

は「エビが立っている」ことがコンセプ

トで、見てあっとおどろく仕様にしてい

る。 

「熟成大粒肉餃子」は毎年改良してい

る。皮が讃岐うどんと同じ製法のもちも

ち皮で、香川の製造者と協同。西日本は

餃子があまり売れなかったが、関東企業

と構成が近づき、のびしろがまだまだある。「手詰めいなり寿司」はベンチマークをしっか

りとし、売れば売るほど儲かる商品。店内で作ることが大きなコンセプトで、４～５時間

たってたれがシャリにうつる、売り方は、「ゆめ神社」を作ることで、楽しい売場・迫力の

ある売場を演出している。 

リニューアルした際は、売り込みは大型店で１００PC、中型で 50Pcが基準。商品が基

本２回転、４～５回転もある。できたてにこだわり、残りは見切って売って売り減らしを

する。夕方は必ず新しい商品が並ぶようにしている。 

SKU 展開では、いなり２個入り～20 個入りとし、買いやすい／にくいはわからないが

からあげ＋ハイボールなどの演出も行う。 

惣菜売場のショップ化もすすめている。夢屋（唐揚げ、焼き鳥の専門店）でライブ感、

夢次郎（おはぎ、おこわ、むすび、有名店のあなご飯など）、廣島屋（お好み焼き）などで

ブランド化。特にお好み焼きはゆずれない。粗利もとても高く（生産性低いが、FLコスト

で十分まかなえる）、店でキャベツを切っている。広島店は鉄板３枚で日販３００枚が可能。

しかし土日は追いつかない。広島の企業として頑張っていきたい。始めは売れなかったが、

今は九州でも浸透。関西風より広島風が売れている。 

インストアベーカリーの「ゆめのパンやさん」は、退店した専門店の後に入れた。現在

28 店舗の中型～小型店で展開。全店で黒字化の流れで、スクラッチ 30％のビジネスモデ

ル。塩パンなど、コア商品を設け、カレーパンを磨いていく。 

惣菜の店内製造だと商品化のブレがどうしても出てくる。加えて採用も難しく、日本語

が通じない人の割合も上がってきた。まずはきれいな商品、よだれがでる商品を買っても

らわないと売れない認識のもと、商品を磨く。技能士（上級～初級）認定などをパートナ
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ーへも推奨し、人材育成に努める。 

広島東洋カープはこれから日本シリーズ。当社５５周年も控えており、これからも新強

い展開を見せていきたい。 

 

３、（一社）日本惣菜協会からの報告       

（一社）日本惣菜協会 茂野隆一氏  

１、関東支部セミナー 

11月 15日、五反田 TOC にて無料で開催。同一講

師のセミナーを北海道から全国で同じ内容で順次開

催。 

２、惣菜管理士 

今年は３５８２人が受講（前年比１０３％）。内訳

は１級６９０人、二級９３４人、三級１９５８人。新

入社員教育の必須科目にする企業もでてきた。 

３、デリカアドバイザー 

今は売り場の主任、パートナーでの受講が増えて

いる。主任クラスが何をパートナー従業員に教える

か、教育材料としても使えるようなプログラムにしている。 

４、おせち料理 

資料を配布。10 月に入り年末戦に突入しているはず。資料には食べ物のいわれを書いて

あるので、パートナーとのコミュニケーションにも活用してほしい。 
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４、まとめ       

惣菜サミット会長 小平昭雄氏  

 
昨日視察した、イズミさん、フレスタさん、エブリイさんの各３店舗は、それぞれに特

徴があった。自分たちが売り場を見たとき、何が違うのかを見ることで、企業の目指す方

向性やマーケットの変化の中での競争に対する気づきがあると思われる。お客さまからの

評価をもらって地域の中で生き残ることができる店舗こそ、業績を伸ばすことができるの

だと実感した。 

店舗規模が大きい・小さいではなく、何がお客さまからの支持を得ているのか、を見て

いただけたらと思う。 

●売り場に何を見るか――人材育成を感じる 

 ３社とも、売り場に表現されていることは POP など見ればわかる。しかし、なぜその企

業が良いのか、お客さまから支持を得ているのかは水面下にある。品質がなぜ良いのか？

売り方がいいのか？最終的にいい売り場・商品とは誰が作るのか？それは人であり、教育

が重要だ。そのことにどれだけ徹底して取り組まれているか――エブリイさんは教育面で、

業界の人たちが直接教えを請いに来るような取り組みをされている。そうした売り場の表

面に見えてこない部分をしっかりと確認していただけるとよろしいかと思う。 

 今回、フレスタさんは惣菜コーナーの鉄板の前に、オタフクソースさんによる４人の「技

術認定書」があった。無論、フレスタさんとオタフクソースさんは別企業だが、「企業が企

業を認定する」ことを生かしている。惣菜商品を売り込むには、人を育て、均一の品質を

実現すること。技術は売り場で見てもわからないが、品質の差はそういう意味では大切だ。

どの店に行っても同じレベルの商品が販売できること、商品にばらつきのないことが、支

持につながっていくと思う。 

 エブリイさんは商品作りや接客などで、人が人を教育している。教育には時間がかかる

が、やりつづけていったことで、同社は 10年連続２桁の成長だ。ただ数字が伸びているわ

けではないことに注意したい。人口減少による胃袋の減少、シニア層の増加で、ファミリ
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ー層・若い世代が増えず、労働人口確保が厳しい市場の中でも、エブリイさんは人材確保

に苦労していない。働いていたい、働きたいと思われる企業になることで、人が人を呼び、

客が客を呼ぶ。 

●リピートされる商品を作る 

 ３社、商品力の磨き込みの話があった。東京の巣鴨にときわ食堂さんという定食屋があ

り、そこのアジフライ定食が絶品だ。その定食を目的に多くの人が来店する。 

 原信さんは１０月にあじフライをデビューさせ、とてもおいしい。肉厚で 78円。新店は

単日１６００の売り上げがあった。確実にリピートされる、おいしい商品の例だ。今日の

３社ともどこにも負けない商品を提案すると報告いただいた。こうしたことをやり続けて

いくことが生き残りにつながるだろう。 

●絶対人口減少の中で競争はさらに激しく 

 先日、九州・福岡エリアに行ってきたが、みなさん価格で勝負されていた。しかし、ど

こまで価格競争を続けていくことができるだろうか。永遠に続くとは思えない。 

われわれの作る商品は、そうではない。安いからではなく、おいしいからリピートにつ

ながる。ぜひ売り場に表現されていない部分を読み取っていただきたい。 

●企業の信頼、作るのは『人』 

 企業への信頼について、最近問題提起されている。CVS の大手が表示ミスで、30 万 Pc

強の回収を行った。あの日本一の企業でもそうしたことが起こる。どんな素晴らしい制度

や仕組みを作っても、最後は人である。 

築いてきた仕組みを壊すのも人である。クレームの中で、某ラーメンチェーンでは、ス

ープの中に親指の肉片が入っていたと報道された。よく見ると、事故が起きたのが発覚の

２日前だった。こうしたことがあったら、もうこの店には行けない、と思った。スライサ

ーでの事故は大変な事故だったはずだが、なぜ店の中で、店長が確認や廃棄指示などをし

なかったのか？ 

これらの表示や労災の問題は人ごとではない。「うちでも起きるかもしれない」「対岸の

火事ではない」ということを認識してほしい。企業は信用・信頼のもと存続しなくてはな

ならない。大きなクレームや労災事故は完全にアウト。ぜひわが社に置き換えたらどうか？

を考えてほしい。ヤオコー時代は、絶対に起きない仕組みを作った。単にスライサーに気

をつけましょう、というレベルではない。企業の信用・信頼を肝に銘じてほしい。 

 一方で、惣菜は「お袋の味」がかつてはブランドだった。しかし、今は「お」を取って、

「袋の味」になっている。労働人口が減るなかで、どうインストア調理を維持していくの

か？企業の戦略が試される。「ぜひ働きたい」と思われることが大事だ。10 年前の商品を

どれだけおいしく磨きあげたか？CVSはイートインがテークアウトに加わり、他業種領域

を取り込んでいる。SM も同じで、大手 SM は改装や新宿で積極的にイートインを拡大し

ている。店内消費して、容器もそこで廃棄して、包材処理も完結されることが、シニアの

人にとっては良いのかもしれない。今のスペース活用の仕方もまだまだある。 

 フレスタさんの店長さんの話では、同店は客単価２３００円（通常は１７００～１８０

０）で高い。買い物のついでにプラス一品、買いたくなるような店作りをしている。コー

ヒーも３２０円で新しいトライをしている。店作り・あり方もいままでの延長ではないと

いうことをご理解いただきたい。 
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●10月 15日 店舗視察 

広島駅・広島空港に全国から集まった参加者は、バス３台に分乗。

鮮 Do！エブリイ海田店、ゆめタウン広島、フレスタ上天満店の各店

舗を視察した。（フレスタ上天満店については写真なし） 

◆鮮 DO！エブリイ海田店◆ 

鮮度にこだわりの MD

を展開。 

惣菜はつくりたてのおいしさを提

供。 
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ゆめタウン広島 

インストア加工と

専門店ブランド化

を進め、お客さまが

楽しめる売場作り

を行う。 
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奇しくも、広島東洋カープが、クライマックス

シリーズを制し、25 年ぶりの日本シリーズが

決定したその日、広島に居合わせた惣菜サミッ

ト。 

広島カープ愛と商魂を一部ご紹介。 
 

 イズミゆめタウン広島 

「若鮎ゆめ弁当」（６９８円）。 

売場ではカープ応援歌を流して活気づく。この弁当を

買って、「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島」へ

ＧＯ！ 

優勝決定した 15日～16日の街のポスター 

本屋、カラオケ、パン屋、駅構内。他にもカ

ープ商品は街に溢れていました。広島東洋カ

ープＨＰでも、お菓子フェア実施中。地域お越しのお手本、ここにあり！ 

2016年 10月 15日、 

広島東洋カープ 

クライマックスシリーズ突破！ 

25年ぶり日本シリーズへ！！ 


