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～食料産業関連人材養成セミナー～ 

バイヤーがうなる、特産品の効果的なＰＲ方法 
 

日時：平成２２年２月１日（月）１３：５９～１５：４１ 

場所：西条市産業情報支援センター ２階研修室 

主催：株式会社 西条産業情報支援センター（ＳＩＣＳ） 

内容：食料産業関連人材養成セミナー 

   ○講演「バイヤーがうなる、特産品の効果的なＰＲ方法」 

      フーズ・コンサルタント クリーン 代表 高梨清 

   ○個別相談会 

概要： 

・「儲け」は、みんながバランス良く儲けていて、はじめて「儲け」である。 

・一番必要なのは「仕組みづくり」。 

・統制が必要、ルールが必要。 

・「あとは君の裁量で頑張ってくれ」 これでは何も生まれない、利益は出ない。 

・「モノ」を売るのは２番目、まずは「会社」を売れ！ 

・人に自慢出来るモノを何かお持ちですか？ 

・あつかうなら３点。お客様の選択肢も増えるし、陳列も見栄えも目立つ。 

・こだわり、他との違いを、見せる、説明する。今まで、お客様に見せられてなさ過ぎ。 

 

内容： 

 13：59～14：01 司会 専門員兼ふるさと産品係長 佐伯寛典 講師紹介             

・大丸一筋４０年、産品の商談やアドバイザーを務める。 

・今年１月にフーズ・コンサルタント クリーンを立ち上げ、講習会の講師や企業の改善コンサルタ

ントをしている。 

 

 14：01～15：41 「バイヤーがうなる、特産品の効果的なＰＲ方法」    

      フーズ・コンサルタント クリーン 代表 高梨清         

・最後まで小売業の中で仕事が出来た。４０年以上務めて来られたのはうれしい。この厳しい状況に

おいて続けられたのは、商売が自分に向いていたのかなぁ。大丸には感謝している。 

 

○百貨店の現状 

・かつては３百数十店舗あった百貨店が、毎年十店舗ずつぐらい減っている。 

・昨年の百貨店の売り上げは７兆円を下回り、対前年度比１０％減が続いている状況。 
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・経営改善、合併が行われているところ。三越＋伊勢丹、大丸＋松坂屋、高島屋＋阪急、イトヨーの

４巨百貨店の時代。 

・地方の百貨店は、人口密度が低く、もっとしんどかろう。人口百万以下の都市では、百貨店は成り

立たない。百万都市は国内に十数カ所しかない。 

・昔は立地さえ良ければ、ワンストップ・ショピングが出来るということで、百貨店が成り立ってい

た。ただ、これからは、立地と人口だけでは存続していけない。 

・昔の百貨店は、百貨店にしかないモノがあった。この陶器は、「今は買えない」。子育てが終わり、

暮らしにゆとりが出来たら「いつかは買ってやろう」「このお皿に、○○を、こんな風に盛りつけた

ら・・・」、でも「今は買えない」。そんなモノが百貨店にあった。 

・３０年前には、中国製のイチゴ・ジャムが飛ぶように売れた。缶詰１コ５０円。 

・今は、あっちこっちにショッピングセンターやゲーム場、レストランで小腹を埋めて、爺ちゃんや

婆ちゃんのお土産も買ってあげられ、３～４時間を飽きないで過ごせる。「土日に一番実用的で、お

金をかけずに楽しめる、親子３代が」は、ショッピングセンター。 

・１０年経ったら、百貨店の看板は半分になるだろう。３７０年の歴史のある大丸も・・・。 

・ＵＮＩＱＬＯなど、独自の路線、利益の出し方が違う。 

・大丸は５％の利益を出そうと意気込んで、１．２％の利益しか出せていない。儲からなかったら、

次の戦略、手が出てこない。利益を出し、余力を持つことが大事。 

 

○みんながバランス良く儲けていて、はじめて「儲け」 

・「儲け」は、みんながバランス良く儲けていて、はじめて「儲け」である。生産者、卸、小売り、

運送など。 

・今私は魚屋、豆腐屋、ギフトの提案をする商事会社、電源開発地域の支援にたずさわったり、山形

県の県の戦略会議にも入れてもらっている。 

 

○一番必要なのは「仕組みづくり」 

・仕組みで利益を出す、利益が出る仕組みを作る。 

・対大丸用、対三越用でも、個別に利益が出ないと、生産者も小売店もついてこない。 

・消費者に喜んでもらい、「次にまた買う」という行動につながるよう、「満足」「納得」してくれ、

生産者に消費者の声が返り、製品が改善され、といった流れで、みんながバランス良く利益を得る。 

・百貨店は、何万m2、何百人の人を雇っているのだから、何らかの仕組みがないと利益は出ない。 

・儲からない商品は続かない。 

 

○山形県は何でもある県 

・特に果物は何でもあり、無いのはバナナとミカンぐらい。 

・しかし、世の中に通用するのは「サクランボ」と「ラフランス」ぐらい。 
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○ルールがない 

・価格の統制官がおらず、戦略がない。農協は道をつくるだけで、安かろうが、利益が出ていなかろ

うが、売れてさえいればそれでいい。もの（商品）が残らなければいいという状況。 

・モノや価格のコントロールを誰もしていないし、出来る仕組みになっていない。 

・長野ではコントロールが出来ていて、「この時期には○○を、□□円で売る」という統制が出来て

いる。約束事がある。 

・山形県は市場任せ。長野が１００円で売っているときに、山形は７０円で売っている。誰が儲かっ

ているか、喜んでいるのか。 

・ある意味、「ルールづくり」は行政の仕事だと私は思っている。が、県も市も行政の仕事ではない

と、センターに任せっきり。 

 

○提案力がない、日々の商いに追われているだけ 

・お客様の声は生産者にフィードバックをかけることで、新しい商品が生まれてきた。 

・参加者の皆さんも、モノは出来ていて、「さぁ、どうするか」の状況だと思っている。 

・魚屋（小売りのみ）：大丸グループの中だけでの魚の販売 過去１４０億円の売り上げが、今は９

０億円。 

・自分で魚を捕りに行く能力はない。市場で魚を仕入れ、加工し、大丸の建物の中で売るだけ。 

・６割は市場から仕入れ、４割は産地から直接仕入れている。 

・品質は頑張っているが、提案力がない。おもしろさがない。 

・朝２時起きで仕入れて、加工し、販売し、２１時まで営業。新しいことを何も考えていない。 

 

○「あとは君の裁量で頑張ってくれ」 これでは何も生まれない、利益は出ない 

・売れていても誰のせいかわからない会社。 

・売れなくても誰のせいかわからない会社。 

 

○「モノ」を売るのは２番目、まずは「会社」を売れ！ 

・まず、「うちの会社は、・・・だ」と、会社を売らねばならない。 

・担当者のＡと、Ｂと、Ｃで、それぞれバラバラなことを言っている。 

・「うちの会社は、○○の理念で、こういう××に務め、△△して、お客様を幸せにする」といった

社長の思いが、担当者、営業マンの思いにつながっていない。 

・業態が同じなら、そう大きな違いはないだろう。 

・会社に惚れて、製品が複数あるから売れる。会社に惚れても、１品しかないのでは、売れない。 

・誰が営業に行っても、同じ会社の思いを言えるようになっていなければならない。 
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○交渉とは「値段」か！？ 

・出来の悪い営業マンは値段でしか交渉しない。こんな事では、長続きしない、儲かるわけがない。 

・こういうモノを世に出していく 
                   基準 → 信頼につながる。まず会社の信頼を！ 
 こういうモノは絶対に世に出さない 

・商品の管理基準を会社として持っている。 

・「社程」の徹底と、そのための具体策、仕組みを。 商品への思い、企業理念 

 

○企業を取り巻く社内外の環境変化 

・コンビニでさえ売り上げが対前年度割れする状況。 

・「低価格」にこだわる 

・「安心・安全」にこだわる  産地、アレルギー物質、消費期限などの印字ミス、髪の毛の商品への

混入 ← 不祥事の起きない仕組みに、ステップになっているか。 

・「環境」へのこだわり 燃やせる容器、再生材、食べれない物は入れない（刺身の飾りの菊は本物

の菊を使う）。 

・何年も、これらをやっていたら、お客様はその会社を認知する。しかし、認知には時間がかかる。 

 

○人に自慢出来るモノを何かお持ちですか 

・「食ったらわかる」では、「食わなきゃわからない」。 「どこで食えるのか」 → 「ウーン、う

ちに来たら」では、食べることが、試すことが出来ない。 

・食う前に情報としてお客様が見られる状態になっていること。 

・モノに対する思いが見られる、お客様が納得できること。 

 

○企業のこだわり 

①原材料へのこだわり 品質、安心、安全、環境面でも納得されるモノであること。 

②製造面でのこだわり 「モノさえ良ければええねん」ではなく、良いモノであることが見える、

わかること。こんな工夫を、こんなチェック機能を入れているので、１

割高いけど、おいしさと、安心、安全を買ってもらう。１０円値上げし

てもらえるような商品にしていかないかん。一度行程を抜いてしまうと、

客は逃げる。 

③商品管理面でのこだわり 店舗に行くと、「まぁ、しゃあないなぁ」と、角が数mm欠けている

豆腐があたり前のように売られている。「これで売るんですか？」と問い

たい。 

・百貨店は、「お客様に半分の時間を与える」。 

 消費期限が３０日で、製造元から店に来るまでに７日かかっていたら、
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店頭におけるのは ３０÷２－７ ＝ ８日間のみ。 

 残りの消費期限が１５日残っていても、店頭からは引き下げる。 

・出荷段階で「しゃあないなぁ」と言いはじめたら、どうしようもない。 

④接客へのこだわり 物を売っている人に、「こう売って欲しい」「こういう説明をして欲しい」

ということを伝えに、生産者も店頭へ行く。 

・これらによって、価格維持が出来る。これらが出来ていなければ、値が落ち、儲からない。 

 

○この商品の存在意義はなぁに 

・この甘さは、この地域でつくるから出来る。他ではつくれない、他には無い。 

・型くずれしない、素材感が色も形も歯触りも残っている。 

・他にまさる存在理由。 

 

○差別化要因 

・同じ値段で、ココが違う。 

・大きさ 一口に入る大きさに揃えて切ってある。その大きさも研究して決定してある。 

・鮮度や旬は当然のこと。旬を過ぎれば生ものではなく、加工品として売る。 

・この時期にしか売らない。期間限定を表示する。販売時期も大きな差別化。この時期を過ぎれば、

加工品しか世に出さない。そうすることで、工場の操業計画も立てやすい。この事が「生のモノ」

の価値を生み、トータルで利益が出る。 

・栄養価も差別化 バナナが、そのカロリーの少なさや繊維分の多さで、一昨年の１．６倍（ダイエ

ット・ブーム）売れている。 

・他の町とどこが違うのか、なぜ違うのかを、徹底的に掘り出して欲しい。 

 

○ニーズの確認、設定 

・サツマイモにすら、安全、安心を求め、「それはどこを見ればわかるの？」「出荷管理は？」 

・加工品も、調味料に天然の物しか使っていないのなら、そのことをわかるように（表示）してよ。 

・「美味しいですよ」 ← どこが美味しいのか？ 

どこがどう違うのか 

○○の時間をかけている 

△△の管理をしている 

××の時期にしか・・・ 

・安いよ ← どう安いのか 

 先週に比べて安い ← じゃあ、来週はもっと安いのか？ 

 さぁ  ← これでは売れない。 
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○コンビニの差別化 

・基本は「一人前」サイズ。１個の商品の価格は高くても、捨てるところが無く、ムダがない。 

カット野菜 生で３０円の野菜が、カットして１００円。 

「５種類の野菜が入り」「カット野菜」「１５０円」で売れている。 

・おにぎりも、一個ずつの販売。結局、いくつか買ってもらえる。 

・値引きしない。 サイズにムダがないので、値切られない。 

 

○物づくりにお客様のニーズが対応している 

・うちの商品は誰が買い           ６５歳以上  全人口 

 誰が使うのか         ２０１０年  ２５％  １億２，６００万人 

 誰に使って欲しいのか     ２０５０年  ４５％    ９，５００万人 

・食べ盛りが減り、爺ちゃん婆ちゃんが増える → 消費量が減る → １点豪華主義が増える？ 

・男か女か、ＯＬか主婦か、個人か企業か？ 

 

○シーン設定 

・「日常」用なのか「晴れの日」用なのか。 

 日常用なら、自分で食べる、煮崩れしても良い。 

 晴れの日用なら、見せるに耐えられる商品。人に見せる法事のような晴れの日用では、煮崩れはダ

メ。 

・「客をもてなすので、商品の説明ができるよう、コメントを入れてくれ」 ← 産直では、コメン

トをつけることは常識となりつつある。 

 

○企業の理念 

・先ほどの説明のとおり。 

 

○シーズ設定 

・使いやすさ 大きさ、冷蔵庫への入れやすさ、加工のしやすさ・・・ 

 使いやすさ 少量、組み合わせがしやすい・・・ 

・今すぐに改定できないのなら、説明をシールで貼るだけでも。 

 

○デザインとの整合性 

・百貨店で売るには、商品１個でも立つ容器であること。底のあるマチのある袋であること。 

 量販店なら、山積み売りなので、平袋でよい。 

・箱をビリビリと破ると、５個一緒においてもらえるようなパッケージとし、必ず、陳列棚の１列を

確保する。自立できない容器でも、一箱単位だと自立するような箱として、１列確保する。 
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○ギフト 

・ギフトは、お客様自身が納得した商品しか贈らない。食べて、使って、納得した物しか贈らないの

で、しだいにマーケットは減少する方向である。 

・受注・配送システムをつくり、送料、バイト代、もろもろを支払っていたら、３，０００円のギフ

トでは儲けが出ない。 

・それでも３８億円の売り上げがあるので、利益率が少ないトントンの商売でも、やめられない。 

・お歳暮、お中元は減っていても、日々のギフトは増えている。誕生日、結婚記念日、お祝いなど 

・店頭で味を確かめて、１個ずつ買うマーケットは必ず増えていく。 

 

○販売ルート 

・どこで売りたいのか 百貨店か、通販か、インターネットか？ 

・売り先でセールス、常識が違う。 

 

○売り込みのまとめ方 

・なぜ３点か １点だけの商品の持ち込みで「これ買ってください」では、「１ヶしかないの？」と、

断られておしまい。 

・あつかうなら３点。お客様の選択肢も増えるし、陳列も見栄えも目立つ。 

・加工品なら 甘い、辛い、檄辛  の３種類 

       柔らかい、普通、堅い の３種類 

・買ってもらえた商品が結果１点であっても、捨て駒でも、商品は３点持っていく。５点もはいらな

い。 

・説明文もこの表の欄程度で、言いきれなければならない。 

①素材 この時期しかつくれない。 いつでも、いくらでもつくれるのなら、そんな売り方のと

ころに売りに行けばいい。 

②加工、製造方法 この量しかつくれない。 

③味の差異性 こうして食べて欲しい、こんな楽しさが味わえる。 

「タコの柔らか煮」 １５０ｇ（固形分８０ｇ、液７０ｇ） 

このままでは、酒の肴にしかならない。 

液の使い方 → サトイモと大根の炊き合わせ 

        夏は葉物の煮物に 四季おりおり味わってもらえる 

煮物にするには、７０ｇでは少ないので、２パック買ってもらえる。 

・違う食べ方を提案することで、楽しくなる。 

・今までは考えていなかった。お客様に伝えていなかった。に 

・伝えられるものが、いっぱいあるんとちゃいますか。見直してください。 
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④価格政策 みんなが儲かる、どの段階でも赤字を出してはいけない。初年度はＰＲ用として、

儲け無しのトントンでもええ ← これは割り切りだからエエが、次年度以降、儲かる

仕組みとなっていますか。でないと続かない、商品を良くしていけない。 

⑤流通面での対応策 市場買い、問屋を通すか、直接客へ ← どれかに、しぼること。複数を

行うとロスが出る。誰に、どこで、どう売るのか？ 「うちはここが弱いので○○を通

す」とか。  

⑥その他の付加価値提案 １００円で買っても、１３０円と感じられるモノ。わかりやすい付加

価値を。 

ビールなんて、毎日新製品が出ている。自分にあったビールに絞り込もうと

客はしている。 

  訴求ポイントがストレート 

  ＣＭで頭に入っている       → 味なんかで決まっていない 

  イメージ、色合いが良い など 

 

○これらのことをやっていれば、必ずや、バイヤーは振り向いてくれる 

１．「話題性」 消費者に伝えられる話題性があること 

２．「付加価値」 

３．「サービス力と販売力」 生産者の立場でどこまで出来るか 加工、カット？ 

                              糖度だけでも○以上 とか 

・モノが良いことが前提。 

・モノが良いのに、扱いの悪さが欠点となっている。 → 俺の強みはなんなんや、弱みは何や？ 

 

○毎日１０万円売る 

・毎日１０万円売る店が一番儲かる 

仕入れも１回 

売り子も２人でいい 

ロス無く売り切る 

・毎日２０万売ろうとすると 

仕入れも２～３回 

売り子も４人体制 

ロスが出る 

・この１０万円できちっと売る。お客様も楽しく美味しく食べてもらう。 

・１０万円の商店が一番儲かる。１５～２０万円売るには仕組みを変えないといけない。 

 

― 以上 ― 


