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企業向け人材採用セミナー 

組織の壁を乗り越えて作った、オフィスグリコの実践 
～職場に設置したリフレッシュボックスの事業創造から今日までに関わった人材～ 

日時：平成２５年１０月１７日（木）１３：２９～１６：２７ 

場所：高知はたＪＡ会館３階 中会議室 

主催：高知県経営者協会 

内容： 

○司会：経営者協議会 高橋 

13:29～13:35 開会挨拶 ハローワークしまんと なか所長                  

・ご協力に感謝。 

・このセミナーに、なぜハローワークが挨拶をするのか疑問

の方もいらっしゃるのでは。 

・チラシにもありますように 昨年度より始まった「一体的実施事業」。ハローワークや高知県な

ど、３身一体となって地域の雇用対策を進めていこうとするもの。 

・ジョブカフェこうち「はたサテライト」の運営、合同就職説明会の運営などに取り組んでいる。 

・就職支援室の方々に準備を行っていただいた。一体的事業として進めるために、私、ハローワ

ークが挨拶をしている。 

・江崎グリコより相川様をお招きし、講演をいただく。 

・グリコはみなさまもご存じの通り、大正１５年に創業された老舗のお菓子会社。 

・オフィスグリコの発案者。リフレッシュボックス ビジネス特許を取得。 

・奇想天外なビジネスを展開し、年商４０億円の事業へと展開されるにいたるには、どのように

事業や若手の育成に取り組んできたのか、エピソードを交えてお話を聞けるのでは。 

 

13:35～13:38 講師紹介 

・４７歳、芦屋市に在住、昭和６３年に中央大学経済学部卒、高校、大学とライフル射撃に打ち

込む。全日本団体出場、記録更新、アジア大会、国体、インターハイなどにも出場。 

・昭和６３年に江崎グリコ入社、入社後セールスを努め、・・・を歴任し、平成９年にオフィスグ

リコの前進となるプロジェクトを立ち上げ、平成１１年オフィスグリコの構想を立ち上げ、専

任担当となる。 

・平成７年、阪神大震災を自宅で受け、その話も伺えるのでは。 

 

13:38～15:52 講演「組織の壁を乗り越えて作った、オフィスグリコの実践  

～職場に設置したリフレッシュボックスの事業創造から今日までに関わった人材～ 

○講師：江崎グリコ株式会社 オフィスグリコ推進部 部長 相川昌也 

・江崎グリコは石橋をたたいて仕事をしていくような、堅い会社と言われながらも、「お菓子作り

には、良い材料を使って」とこだわってきた。 

・発想があっても、それを実現していくには多くの困難があった。 

・逐次質問、脱線もしていきたい。 
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・お菓子の会社です。お菓子を食べながらフリーなスタイルで。お手元には「ビスコ」を用意し

ました。 

 

○相川昌也の個人的な事柄 

・高校・大学トライフル射撃をやってきた。この時の苦労が、仕事をする

上での根幹となっている。 

・直径５．５ｍｍの実弾を撃つ。５０ｍ離れて１ｃｍの丸を狙う。５０発

撃って、７～８発を１０点を取らないと優勝できない。 

・バレーボールをやろうと思い見学にいったら、高校の先生が、「こんな弱いチームに入ってもし

ょうがない。ライフルをやれ」と言われたことが最初。 

・趣味：アウトドアー、ルアーフィッシング、ラジコン飛行機 

・好きな歴史人物：伊達正宗 「楽しまずんば、これいかん」 

・ボランティア：阪神大震災 マンションを買って３年目、ローンが残っている。まずは「死な

なくて良かった」。しかし、避難しているときの小学校の体育館で配られたカンパンはまずかっ

た！ これが国の莫大な予算で買われ配備されているのが現実。 → おいしい非常食を作っ

てやろうと思った。 

 

○はじめに 

・職場環境の変化 コミュニケーションの減少 

・若い者だけで集まる、成果主義 → ストレスの増加 

 

○どんな手を打つべきか 

・懇親会、社員旅行、運動会、社内報、メンタルヘルス講習会、表彰制度 

・何かやりたいけれど  費用がかかる、時間がかかる、手間がかかる 

 

○オフィスグリコって 

・１個１００～１３０円のお菓子が入っている。１個食べるとカエルの貯金箱に１００円入れて

もらう。Ｂ５サイズのクリアーボックス。 

・グリコ以外のお菓子、都昆布、でんろくの豆菓子も入っている。 

・１週間に一度補給にくる。たくさん売れるところは、ボックスを２つ置く。２４個のお菓子。

１週間で売れるのは８個ぐらい。 

・補充に行って、半分売れているときには、「お客様には選択の余地が無くなっていた」と考える。 

・お客様には、なんの支出もありません。 

 

○利用者の声 

・自分が食べるだけでなく、部下や女性に差し入れ。 

・男女、上司部下の関係のコミュニケーションツール。 
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○さらに、３．１１東日本大震災発生後にはこんな「つぶやき」も 

・コンビニは売り切れ、食べるものがない。オフィスグリコがあった、助かった。 

・電車が止まったので、しばらく会社にいます。オフィスグリコが非常食になっています。 

・浦安 道路が被災している中、オフィスグリコの補充に現場に行きました。「こんな日にオフィ

スグリコが補充にきたよ！」 

 

13:57～14:13 ビデオ「ごごいちニュースキャッチ」 

○オフィスで大人気 癒しの箱の秘密とは？ 

・ワンコインなので買いやすい。便利です。 

・年間４０億円売り上げている。お菓子の無人販売。 

・３段の引き出しに２４個のお菓子。どれも１個１００

円。 

・オフィスにあると、つい買っちゃう。 

・全国に１１万個置かれている、６００人のスタッフ。 

・夜の残業時に、カロリー、糖分補給に 

 

○オフィスグリコ推進部 相川 

・カエルの貯金箱、鍵がかかっていないが、取られない、ほぼ回収できる。 

・お腹が空いても、「外に買いに行くのはちょっと」というときに、オフィスにあれば便利。 

・たばことは違ったリフレッシュが出来る。 

・「今日は、何にしようか」という選択が楽しい。それの提供を心がけている。 

・最初、こういう物を会社に置くことは考えられない。お菓子は、女性が、隠れながら食べるも

の。 → お煎餅も入っていて、男性も小腹が住いたときに食べている。 

 

○立ち上げ時の試行錯誤 

・飛び込みの訪問販売をしたが、売れない・・・ 

・うまくいかない理由は → 訪問販売では、お客様が欲しいタイミングで訪問できない。 

・２時間近く押し黙っていたときに、ある風景が浮かんだ。 → 野菜の無人販売所 

・オフィスグリコのアイディアが誕生した瞬間だ。 

・うまくお金が回収できるのか → とにかくやってみましょう。やってみないとわからない。 

 

○当時は、なかなか受け入れてもらえない 

・飛び込みですから、「帰れ！」と言われることも。 

・１００円で売り上げが伸びる訳がない、うまくいくわけがない。 

 

○このシステムで特許を取っている 

・商品が入れ替わっていくことがお客様のワクワク感、これをシステムとしてビジネス特許。 

・どこに何を入れるかの年間計画はあるが、お客様からのリクエストにも応える。 
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・グリコ以外の商品も受け入れ、満足いただけるように。 

 

○儲かるのか 

・入れ替えの人件費がかかるのに・・・ 

・薄利多売、人件費ももちろん考え事業計画を立てた。 

 

○置き方に？ 

・自販機だとコストがかかる。気軽に置いてもらい、ダメなら撤去してもらい。 

・「うれしい」、「美味しい」と思ってもらえるよう。 

 

○ダメだよと言われる機会が多いと思うが 

・前例がない 自分たちで道筋をしっかりとたてた 泥臭いこともやった、議論を重ね、チャレ

ンジした。 

・他社の追従を許さない、採算を合わせていく。 

 

○１０年かけてようやく採算に、４０億の事業に 

・最近、売上げの伸びが鈍ってきていることを伸ばすには 

・ここ３年ほどは、設置個所を増やしていない。今後、設置個所を増やしていきたい。 

・今は都市圏だけなので、全国からお声かけをいただいているので、展開していきたい。 

 

14:13～ 講演再開 

○オフィスグリコの理念とは？ 

・「菓子やアイスの提供による、職場の就業者に対するリフレッシュメント提供サービス」を事業

コンセプトに。 ← これは、やりながら、後付けのコンセプトである。 

・お菓子は女性が中心のマーケティングだった。 ← しかし、オフィスグリコは、男性層の需

要層として組み立てられる。 

・「ビル内の購買や近隣のコンビニの売り上げが落ちるのでは」と心配されたが、そんなことはな

かった。 → それほど、食べたいと思っていたが我慢していた人が多かった。 

・お菓子を食べられない会社風土、唯一食べられるのは「おみやげ」のお裾分けだけといった会

社。 

・グリコの商品は甘いものばかり。お煎餅や辛口の商品の展開も必要。 

・会社で食べたことで、休日の買い物の購買にもつながればと考えている。 

 

○具体的なサービス内容 

・２００７年７月にビジネスモデル特許を取得。 

・同じ物が入っていると、２週間入っていると食べなくなる。 → それほど、お菓子は同じも

のを食べ続けたくない。同じ銘柄をずっと嗜好するタバコとは大きく異なるところ。 

・いかに消費期限を管理しながら、商品管理するかを特許とした。 
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・１週間たち、何も売れていなくても、まず第１段目の引き出しを総入れ替え。次の週には２段

目を入れ替える。３週間で、全ての商品の種類が入れ替わる。 

・社員数１５人で１台置く。コアなお客様は、そのうち３人ぐらい、残りのお客様はたまにしか

見ないので、商品を見てもらうには２週間ほどかかる。 

・１段目はちょこっと口直し、２段目は少し食べたい、３段目は小腹が空いた時用。 

・年間で１２０種類ほど入れ替わる。 

 

・アイスは？ 乳製品は？ 乳製品は乳糖商法の制限があるので、入れていない。 

 

○スタッフ 

・ほとんどの方が主婦 ９～１０時頃に出勤 子どもを学校に送りだしてから出勤。子育てと両

立させながら働いていただいている。 

・首都圏、中京、九州、近畿で展開。 

・１週間で８個（８００円）の売り上げでいけるのは、今のような都市圏だから。 

・リフレッシュボックス：１１万７千台、９万３千カ所 

 

14:27～14:39 休憩 

 

＜事業運営を通じてわかったこと＞ 

○青物市場 ９割がたお金が入っている。（１６年前の調査） 

・なぜ入っているのか？ 

・農家の方が毎日汗水流して育ててくれた、それへの感謝の気持ちか。 

・農家の方以上に思いを感じてもらえるよう、グリコレディは挨拶をし、掃除をし、笑顔でと徹

底している。 → ９５％ほどの回収率。 

・お菓子の自動販売機を置いたことがあるが、１ヶ月もすれば売れなくなる。商品が変わらない

から。 → 自販機方式ではダメだ 

・いかに、商品を替え、自販機にコストをかけず、お金の回収は貯金箱方式でと。 

・「回収できない５％を、販売機の損料として考えて欲しい」と企画会議に提案したら どあほ！ 

 

・利用者の約７割は男性が利用 ← うれしい誤算がここにある 

・女性は、どんどん新しいモノにと興味があり、行動力があるが、男性はそこまでない オフィ

スから出て行かない。 

 

○設置拠点 

・ＩＴ企業など、期限遵守で、夜も仕事をしなければいけないような会社。 

・男女がいる会社でないと売れない。女性だけの会社は全く売れない。次に男性だけの会社は売

れない。 
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・最近では、コミュニケーションツール、危機管理の効果が。 

 

○おいしい保存食 

・ビスコ保存食 

・老人も子どもも食べられるものをと展開。 

・しかし、役所は機能ではなく、値段が優先されていた。 

 

○災害備蓄食糧としての考え方 

・発想を変えて： 

・丸缶では場所をとる → 真空パックのような形で 

 しかし、避難所で水を入れておきたいときには、ふたが

出来る丸缶の機能が活きる。 

 

＜１９９７年当時にさかのぼると！？＞ 

○市場環境の変化 

・ドラッグストアーにお菓子が置かれるなど、チャネル構造の変化により、菓子売場は縮小化・

分散化 

・コンビニの狭い陳列には、長くは置いてもらえない。１～２年かけて開発した商品が、コンビ

ニで３週間売れなければ落第していく。 → 設備投資の回収が出来ず、悪循環。 

 

○環境への対応 

・市場構造の変化への対応 カテゴリーＮｏ．１商品の育成 

・ダイレクトチャネルの検討 

 ・お客様の声が聞ける 

 ・商品の安定供給路の確保 

 ・適正利益の獲得 

 

○プロジェクトの発足 

・個々の役員答申を終えたが、本当にその方向性だけでいいのか？と疑問を感じていた。 

・そこで、新たにプロジェクトを発足し、「消費者接点を多様化していくための研究」を開始 

 

○検討の開始 

・８００名の調査、２０００万円のお金をかけての調査。 

・実際に消費者の方々の日々は、 

 １）どういったものを？ 

 ２）どういう場所で？ 

 ３）どんなタイミングで？ 

 ４）どんな目的で？ 
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 ５）食べたり、楽しんでいるのか？ 

 

○生活空間分類と販売チャネル 

・オフィス街では我慢している構造が 

・オフィスでの菓子消費割合が高い 家庭７０％、オフィス１９％、アウトドア他１１％ 

 

○オフィス街の環境 

・業務の効率化 

・ストレスが多い 

・気分転換 

・禁煙・分煙 リフレッシュ 

・お菓子の特性 

 

○オフィスを攻めろ 

・オフィスにおける菓子類の需要を、リフレッシュメントという切り口で、創造していこうと決

心！ 

・「駅弁方式で販売していいか」と飛び込み営業。１００件中６０件が了解。しかし、「お昼休み

と夕方だけならいいよ」との返事。 

・訪問販売は無理だ 訪問販売は、訪問した時にしか販売できない。いつでも買ってもらえるシ

ステムを。 → 今のスタイルに 

 

○なぜこの色か 

・グリコのブランドカラーは赤ですが、オフィスで目立たないように、今のカラーとしている。 

・支店長が了解しても、本社から幹部が来て、「誰が、こんな物を置かせた！」とならないように

目立たない色に。 

・そこで、先ほどの６０社に置かせてもらった。１週間で完売、お金の回収も１００％。 

 

○問題点がいろいろと 

・本当に、職場に置いてもらえるか？ 

・貯金箱方式は、この時代にアナログすぎるし、本当にお金が回収できるか？ 

・デリバリー方式はどうすればいいか？ 

・配置販売であるため、在庫管理をどのようにすればよいか？ 

・先行投資がかかる事業となるが、会社は認めてくれるか？ 

 

○社内答申での壁 

・データ・資料がまだ足りない 

・商品を定期的にフォローできるのか？ 

・きちんとお金が回収できるのか？ 
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・何より販売がアナログすぎて、グリコの新規事業としては恥ずかしくてとても言えない 

 

○壁を崩す 

・説得－１：商品の安定供給路が出来る 

・１００円払ってくれての「試食」をしてくれているんだ。 

 

・説得－２：新しいマーケティングである 

・３０～４０歳の男性層 → 「大人買い」 

 

・説得－３：グリコ全職場に菓子箱を置いた 

・当初、総務部に断られた。「なら、黙認してください」と、置いていった。 

・誰もが、自社サンプルがたくさんあるので、そんなものは買わないと話していたが、どんどん

売れた。 

 

・説得－４：理論・仮説の継続的な実証！ 

・売れ行き状況などのデータを、訴え続ける 

・事業スキルを高めていける二の手、三の手を示して、イメージも示した 

 

○承認をもらう 

・承認をもらったその要因は？ 

 ①テストの検証結果はパーフェクトに達成してきた 

 ②実はこれまでに結構なお金をわざと使ってきた 

 ③事業成功へ向けて最低５年間の期間、人事異動の凍結を取り付けた 

 ④論理以上の熱意を経営者各員説明してきた 

 ⑤社員が実際に菓子箱をよく利用してくれた 

 

○コスト・時間・成果のバランス 

・基本的に新しい事業であるがゆえに、 

 ①社内の常識・ルールに会わない 

 ②アドバイスがもらえない 

 ③知識がない・技術がない 

 ④お金がない・時間もない 

 

・理解してくれる上司がおり、パトロンが出来た。精神的な支えとなった。 

 

○物理的苦労・精神的苦労 

・どうしてよいかわからない 

販売ワゴン 新幹線のワゴンのヒアリング、ヤクルトにつきまとい 
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・開拓：信販のティッシュ配りの女性を手伝って、上司に会わせて 

 １０社回れば１社程度受け入れてくれた。 

・社内視線：賛同半分・冷ややかな目線半分「まあがんばれや」・・・ 

 

○新規事業は必要なのか？ 

・チャレンジしておかなければ、将来の伸びしろがなくなってしまう。 

・技術革新等だけでは、モノが売れない世の中、モノをどう売るのかの発想は二の次になってい

る。 

・オケージョン（機会・場合）を中心に思考しながら、そのアウトプットは継続性のあるものが

理想となる。 

・「さあ、考えよう！」としてもそうそう発想が出てこないので、社員ひとりひとりがやってやり

たいという気概を高めなければ「誰かがやってくれる」という他力本願の思考から脱却できな

い。 

 

○実践から考える日頃の行動・意識 

・自身のパフォーマンス・基礎 

 社外人脈も１００人以上を目指して頑張る 

  同僚で集まるな 

 

・いろいろな意味での即ナンパできますか？ 

 出張等での新幹線出隣に座った人と会話できますか。 

  居酒屋で隣の他のグループになだれ込めますか？ 

 

・いろいろなトレンドや価値（値段）・興味を持って行動していますか 

  最近の流行はもちろん、生活者としての欲求（不満の裏返し）や世代間ごとの「こうありた

い」を敏感に意識できますか？ 

  ホームセンターやドラッグスアなどで物の価値を興味を持って把握していますか？ 

 

○参考・実戦に向けて 

・変革を起こす人は、上司の言う通りしていない。 

・ミドル 

 ・モノ・コト売りは導入後に環境の変化で後付けの価値が見いだされる可能性がある。 → 

地震時の非常食の機能 

  ・多様性が発揮できるメンバーと共に推進を図る 

・トップマネジメント 

  ・多様に解釈できる言葉を提示することが重要 

  ・コト売りの真の価値が判明するまで時間を要するので、早く見切りをつけない判断も必要 
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○組織の壁を崩す！ 

    経営トップ層        ミドル層（提案者） 

・本当に必要なのか？     ・熱いストーリー・将来の絵 

・儲かるか？利益になるか？  ・事業モデルデザインの作成 

・投資はいつ回収できるか？  ・長期収支計画の作成 

・誰がやるのか？       ・提案者→推進者が理想 

・自分だけでは正式な意志   ・役員会等への答申機会具申 

決定は判断できない     ・数段階による評価指標提示 

              ・上層部パトロン探し 

 

・受付があり、内線番号にかける 

 

○物事を決めない会社が多い 

・部下は、「社長がなんて言うかなぁ」 

・社長は、「部下がなんて言うかなぁ」 

 

○困難に直面する 

・ぶれない軸足 

・信じて推進する期間の設定と広報 

・とことん議論できるチームと信頼関係 

・撤退する指標の共有化 

     ↓ 

 奇数人数がいい！（３～５人） 

 

○事業を立ち上げての所感 

①新しい事業を行っていく意義は？ 社会・会社に対しての貢献とは何かを明確にしておく。 

②事業展開の道すじについてテスト等の事実をどれだけ加味しながら、示すことが出来るか？ 

③新規事業継続の生命線は何か？どうなっていれば成功と認めるか？の判断基準の共有化が重要。 

④長期ＰＬの構築は営業利益創出および累積赤字回収の時期まで明確に！「見える化」の仕組み

づくりも重要！ 

⑤取締役クラスの社内パトロン的な支持者の存在が不可欠。 

⑥人に対して熱く（情熱）なれ、働きかけをおしまない人材がメンバーに複数人いること。（組織

を巻き込む力） 

⑦最初に役割・責任を明確にしておき、プロジェクトメンバーを変更しない。（退路を断つシチュ

エーションも重要） （人事の理解・協力） 

 

15:29～15:36 休憩 
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＜２０１２年度下期推進にあたって＞ 

・様々な年齢、キャリアの人に、どう伝えればいいか 

・プレゼンしても、頭に残っていない。 

・言葉で伝えなければならないことが多い 

 

 「愛されるオフィスグリコ」 ← 愛されるとはどういうことか？ 

  クリーンアップ うそをついているのか？ ← 投げかけ、本人の考え、理解を聞き出す。 

「もがき」や「ふんばり」 ← 君の考えている「もがき」「ふんばり」とは何か？ 

 

人は、否定されて、はじめて真剣に考える。 

 

○「エバンゲリオン」風な資料 

 

若手から、知ったかぶりのおじさんまで、マネージメント

している。 

 

・家庭があって、いろいろな状況があり、いかに気持ちよ

く、信頼関係の中でお仕事をしてもらうか。 

・センター長 ２０代 判断力・対応力を高める 

 

○判断力・対応力を高める 

 

○判断・対応案を考えよう！ 

・３案考えてみる 問題の本随を見極められていないと、

３案出てこない 

 

○自分の判断・対応案を発言しよう！ 

 

○最後に なぜカエルの貯金箱なのか？ 

・前から入れられる貯金箱を探したが、無かった。 

・相川が小学２年生の頃、どこかの銀行の景品にカエルの貯金箱があった。 

・全国を探したら東大阪の小さな会社に当時の金型が残っていた。 

・約２５年ぶりにこのカエルは復活した。 

・名前はありません ヨミガエル 

 

・霞ヶ関の省庁はほとんど置いてくれている。警視庁はダメ。 

・市民の出入りがある市役所には、置いてもらえない。 

・宮内庁から、「赤坂御所に置いて欲しい」と要請。皇族の方も外には買いに行きにくいようで。 
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15:52～16:25 質疑                                    

男性①：オフィスグリコ推進部は、この置き菓子だけをやっているのか、他の事業は？ 

Ａ：「事業部」ではなく「推進部」としてあり、フットワーク軽くやろうとしている。これだけやっ

ている。「部」にすると、いろいろとうかがいを立て、動きが悪くなる。これからは分社化し

たい。 

 

男性②：私は医療法人の事務局長。グリコさんではない、衣装ケースにお菓子をたくさん入れてい

るのを見たことがある。病院側が負担して、夜勤の人に２個まで食べてもいいというものだっ

た。病院の夜勤の詰め所は、まだまだニーズがあるのではないか。フランチャイズとかの思い

があるのであれば、やりたい。お考えは。１０００人の看護師、１５の病院のある高知市なら、

ビジネスとして成り立つかな。スタッフ一人で、どれぐらいの物の運搬、回収をしているのか。 

Ａ：うちのやり方を真似ている会社が１０社ある。 「千趣会」 注文すると３０個単位で郵送し

てくれるが、発注しないといけない。かならず「誰が、こんなん発注したのか」となり、次の

発注がされずに、空の衣装ケースが残る。お客様に「注文」という嫌なことをさせていた。 

 このシステムは、２０００というボックスを用意しないと成り立たない。今は、１００個で

成り立つシステムにしようとしている。何かの相乗効果を生み出す工夫をしないと。 

   お菓子は薄利。原料の値が上がり、利益率は低い。業界は薄利多売なので何とかなっている。 

   ２０人規模以上の２万の事業所を回って、２０００の開拓先。それだけの営業をして成り立

つか？ 高松なら成り立つが、高知は一事業所あたりの職員数が少なく、無理だった。 

   物流体系が変われば・・・ 

   一人で１２０のボックスを、一日４時間で、１回に３０ボックス 

 郊外は、２３０ボックスを一日で。車両を使い、勤務時間も長い。 

 

男性③Ｑ：消費税 ８％への対応は？ １００円の値段を値上げするのか？ 

Ａ：１２０円の自販機が１３０円になるのは難しかろう。 

 

女性①Ｑ：商品開発をするときに、一般の人に食べてもらうのか、社内で話し合うのか？ 

Ａ：開発そのものは、開発のコンセプトは開発者が出す。まったくの新製品を作る部門はコンセプ

トからスタート。商品を開発し、グループインタビュー、まちに出てインタビュー 

 自分でインタビューすると、会社は信用しない。外部に委託したデータしか信用しない。 

 

男性④：作って試してみる。これが売れるか売れないかを、新規開発者に責任をとらせるのは、会

社が腐っちょるように見える。松下電器は、それで世界の新規開発に遅れをとったと、開発部

門を細分化し、一つの会社のように動けるようにと、回復を目指している。 

   別会社にする、それはいい。動き早く、責任もとる。 

 リフレッシュボックスの中の冷蔵庫 熱中症対策 いろいろな建築現場に売れるようにな

るかもしれんと思った。建設現場があるのは東北の復興現場。現場は定時に休憩をとる。食べ

ることが期待されるのでは。 
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 同業他社が増えてくる。お菓子だけでなく、いろいろな物が展開してくるかと思った。 

Ａ：組織の部分はご指摘の通りだと思う。改善、改めていこうと思っている。バブルの時にもグリ

コは手を出さなかった。変えていかねばと、真摯に受け止めて。 

   建設現場は行っている。現場事務所が、空きっぱなしになっている現場はやめている。 

   食以外のサービスをやっている。プラスオンしないと、取り合いになるので。 

 

男性⑤Ｑ：年間、何種類ぐらいのお菓子を新規開発しているか。残るのはどれぐらいか？ 

Ａ：お菓子だけで２００種類、オフィスグリコで６０品ぐらい。ほとんどが他社さんの商品で、１

００円となる小袋の商品化。森永や同業の商品はダメ。では、ネスレなら・・・ シラッと入

れている。 

   残るのは１０もない。既存品も見直し、パッケージを工夫しながらやっている。 

 

男性⑥Ｑ：「定番商品」を作ることが難しい。ポッキーとか オフィスグリコの中で定番商品は何か？ 

定番商品の作り方は？ 

Ａ：ビスコがずっと一番売れている。一般店舗は、商品を見ていつも同じ物を買う。オフィスグリ

コは違う。７週間すると全てが入れ替わる。売れ筋は、投入回数を増やし、お客様に「ありが

たさ」を感じてもらう。 

   他社から買った商品は、オリジナル商品としてもらっているので、返品しない。売り手側の

ロスがないように。 

 

男性⑦Ｑ：年間２００種類の商品化をするということだったが、ネタが無くなってくると思うが、

工夫は。 

Ａ：これまでは、組織が縦割りでした。今は、商品が縦割り。ポッキーグループなどカテゴリー別

に収支が問われる。利益が出ているグループは、利益を上げている取り組みを、赤となってい

るグループは、赤字解消の取り組みを白と、プレッシャーが変わってきた。カテゴリーマネー

ジメントとなり、ガラス張りとなってきた。 

負けている市場なので・・とかもあるが。 

 

16:25～16:27 閉会挨拶                                  

・事業の０創造から、展開、具体例を挙げ

ていただき、ありがとうございました。 

・興味深い内容で、グリコさんならではの

お話を聞けた。 

・おいしさと健康のグリコ 仕事に活かし

ていきたい。今後とも、ご活躍ください。 

 

－ 以上 － 


