全体は堅調推移
大手卸４社、
２千億台確保
し、カテゴリー別にはチョコレートとグミが前

それに近いペースで堅調に推移している。ただ

え、大手コンビニの帳合変更を発火点に、失った帳合を他の

の、大手に関してはそれなりの実績を確保している。とはい

大手小売業 の 見 積 り 合 わ せ は 依 然 と し て 行 わ れ て い る も の

星屋、コンフェックス、 山の大手４社も堅調に推移する。

年を上回り、それ以外のスナック、米菓、ビスケットなどは
流通に大手卸が求めていく構図で変革が起こっている状況に

く、前述の山星屋と国分
の提携をはじめ、加藤産
業の植嶋、一昨年にいん
ま商事を完全子会社化し
たヤマエ久野、
旭食品・カ
ナカン・丸大堀内のトモ
シアホールディングスな
ど食系卸のかかわりも年
々、
徐々に深まってきた。
とはいえ、菓子に対し
て消費者が求める複雑多
岐にわたるニーズに応え
ていくためには、大手メ
ーカー・流通・小売業に
よる全国一律の供給体制

セブン イ
― レブン
・ジャパン

の掛け算の
重要性も強

セブン― 調。「５年、 年後を先

質を上げ続けていけば逆 つスペックアップを図っ

マークなどをあしらった

にチャンスだと思う」と たほか、記念の共通ロゴ

その一策であるデイリ ＮＢ売れ筋約１００アイ

説明した。

ー品やチルド・冷凍食品 テムを６日前後から一斉

たっぷり手巻牛めし」の

では価格据え置きで「具

オリジナル商品の一例

など需要が見込める売場 に発売開始する。
「セブンプレミアム」は
表面にも栄養成分表示を

イレブン・ 取りするのではなく、お

期間限定で１・３倍にそ

の辛子明太子の使用量を

倍、「同 辛子明太子」

牛肉の使用量を１・８

ジャパンは 客さまの環境・価値観・

記載して刷新

１月にセブ ライフスタイルの変化に

れぞれ増量する。
１日からは夜セブン、

ン―イレブ ついていくことが最大の

ン店舗数が 成長戦略。小売業に奇手

２万店を突 奇策はない。今後、働く を強化した新レイアウト 朝セブンでのセット割引

破した。こ 女性が増え、世帯人数は 店舗は前期１千３００店 やＴＶＣＭ・新聞広告を

れを記念し 減少し、われわれの中食 舗に拡大し「想定以上の 展開。安全・安心・健康

て今期は、 を中心とした便利なマー 結果を出した」とし今期 の取り組みも強化してい

３月１日か ケットは広がっていく。 ３千店舗へと拡大する。 く。６日には「カラダへ

内での対応だ に採用。４月下旬から順

れたスペース キャッチフレーズを新た

ら広告・販 立地・商品・サービスで 「新店においては、限ら の想い この手から」の

促・商品で

が、すべて新 次
「セブンプレミアム」約
レイアウトで ２千５００品のパッケー
スタートする ジを変更し、裏面のみで

月には２万店突破を

示を表面にも記載する。

予定」だとい 表示していた栄養成分表

２万店舗達

う。

成施策として 記念し各店舗で勤務する
は、同社オリ 約 万人の従業員が着用

古屋社長㊧と石橋誠一郎取締役

感を維持しつ に刷新する。

筋商品で値頃 可士和氏監修のデザイン

ジナルの売れ するユニフォームも佐藤
執行役員商品本部長

同社はこの棚割支援ツ

Ｍｄｂの膨大な登録 ツールには棚割画像に占 の画像および文字情報が サイバーリンクスは９ア 行われる「リテールテッ
情報の中から合致す めるメーカーごとのＳＫ 登録されており、加工食 ングル対応の自動撮影機 ク」で正式に公開し、来

即席麺・日用品を中心に 始する。既に飲料メーカ

る商品を抽出・表示 Ｕシェアなどを算出する 品に関しては一般的な食 を独自に開発し、飲料・ 月から本格的に販売を開

照合された商品情 り、メーカーや卸のフィ ～ ％程度を網羅する。 撮影・登録を進めている ーなど３社が利用に興味

するという仕組みだ。 分析機能が搭載されてお 品スーパーの品揃えの

周二氏。 年前に『流 筆致に辟易とさせられ

東京大学名誉教授の林 性の追求に偏りすぎた

なゲストが登場した。 数は膨大だ。経済合理

ス社長）の講演に意外 いのだろう▼氏の著作

れた横山清氏（アーク い昔の一里塚に過ぎな

初日に行わ ば、『流通革命』は遠

ジャパン。 ふるう林氏にしてみれ

ル・イン・ 寿を過ぎてなお健筆を

ードテーブ 惑していたようだ。卒

催されたフ 言葉に、林氏は少し困

メッセで開 命期」という横山氏の

先月幕張 「今日から次の流通革

$$$$$$$$$$$$

識ＡＩ技術とサイバーリ 報は既存の棚割システム ールド活動に生かすこと ただし、現状ではチラシ ところだ。先行する飲料 を示しているという。

ＮＴＴドコモの画像認 ンクスの商品画像データ に送り込むことができ、 もできる。定点カメラで や棚割システムに用いる

いるが、ここでももう一
河合 少し分かりづら 度アクセルを踏み直して

ってきたと感じる。これ バーの「ダークマター」 ネシアが中心ですか。
からは、ただ単に味を変 という１００円モノを発

えるだけではなく、期待 売した。「プレミアム」 いと思うが、今回、シン 取り組む準備を進めてい
を上回る商品を供給すべ では、ポケットでもプレ ガポール・デルフィ社と る。アメリカでも数年前
く開発に苦労していると ミアムの切り口はあると シンガポールで合弁企業 から挑戦しているが、定
ころ。「大人のプレミア 模索し開発したもの。そ を作り、その合弁企業が 着は難しいものの、これ
ム」に関しては、ギリギ れはチロルがロイズとの インドネシアに製造拠点 までとは違う切り口で模

豊橋夢工場と東京

リまで仕様が確定しなか コラボで 円を出したこ を置いてチョコの製造・ 索していきたい。
った商品だが、今のとこ とに影響を受けた部分も 販売を行う。今年 月か

河合 地域のお客さま

在 進 め て い ていますね。
る。インドネ

シアではコン を中心に認知してもらっ
ビ ニ も あ る ている。お客さまに直接
が、冷房が十 商品を提供できる貴重な
分効いていな 場所なので、ここでしか

いろいろな形で有
それ以外に、台湾にお 楽さん、ブラックサンダ

信し、ブラックサンダー て販売展開していきたい。
大 手 が １ ５ ０ でも「プレミアム」を

いては２０１４年にブー ーの認知が進んできまし

通革命』で旋風を巻き ることもあるが、マク
起こした稀代の論客で ロな社会・経済問題に
ある▼林氏はこの本の 真っ先に切り込んでい
中でスーパーマーケッ く姿勢には本当に頭が
トによる流通経路の拡 下がる。資源の枯渇が
幅と物価抑制効果を論 叫ばれた 年代、氏が
じ、小売業者に近代化 循環型流通の早期構築
の気運をもたらした。 を訴えていたことをご
当時を知る小売経営者 存じだろうか。学界や
らは車椅子で静かに現 産業界はこの流通論者
れた 知の巨人 を大 の尖った歩みをもっと
き な 拍 手 で 迎 え た ▼ 深く知るべきだ。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$

今年度の菓子市場は、引き続き前年並みか、

前年に届かない低調なムードで明暗を分けている。こうした
変わりはない。
ではまかないきれず、地 ２万店達成を大々的にア

三菱食品はローソン帳 ってきた。国分との協業 合変更に加えて、メーカ 企業が取引制度の見直し 出している。メーカーは 域卸の存在意義は必ず残 ピール。さらなる成長に

合の増加分などにより拡 も、物流やマーケティン ーの取引制度見直しによ に着手しており、基本的 国内で得た原資を海外に る。そこで大手と中小の 弾みをつける。
２月 日に本社で会見

が最大の施策。近くは距
離だけではなく、心理的
な近さも意味し、これを
もっと進めていく」と語
った。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

立地と商品とサービス

現物による棚割シミュレ 店舗の棚を常時撮影して 正面画像が中心で、ＡＩ ではＡＩの商品特定精度

高めるには、背面・側面

ベース「Ｍｄｂ」の ーションの結果をシステ 自動発注につなげるなど による商品特定の精度を が ％にまで上昇した。

ＡＩで棚割管理支援

れからも 近くて便利

ただでさえ、菓子市場 安定するか、過渡期の状 した古屋一樹社長は「こ

大基調にあり、今年度か グなどの面から徐々に相 る と こ ろ も 無 視 で き な に量を大きく裁く取引を 振り向ける公算であろう。 バランスがどのレベルで

##############################

コンフェックスは単体 亀田製菓、明治など大手 を絞り込む方向性を打ち には他食品卸の興味も強 況といえる。

どうかは別として近い将 互交流が深められている。 い。カルビーを先頭に、 優遇する内容で、特約店

来、菓子事業で間違いな
く売上げ３千億円の大台 売上げで１千８００億円
に乗せてくるであろう。 以上、グループでは２千

サイバー
リンクス

陳陳列列品品をを瞬瞬時時にに特特定定

今年４月には、頭にＭＳ ２００億円は超えてくる
の名が付く各地域連結子 と予想される。近年続い
会社を吸収合併し支店に ている業績の拡大傾向が
名称変更し、旧組織の二 続く。 山は２月決算で
重構造を解消した上で、 昨年初めて到達した２千

流通システムベンダー

ＡＩに商品情報を提供 ・斜めなど多様なアング ールを「棚ＳＣＡＮ―Ａ

組み合わせによって ムに再入力する手間が省 応用範囲も広い。

と、ＡＩが作動して 導も容易になる。また、 用品など約 万アイテム 必要がある。このため、 日に東京ビッグサイトで

陳列画像を読み込む 社店舗の棚割の確認や指 するＭｄｂには食品・日 ルの画像を蓄積していく Ｉ」の名称で今月６～９

実現した。ツールで ける。小売本部による自

８８

商品開発本部を改編する 億円台の売上げ確保に成
など、統合・一体化した 功した。セブン―イレブ
経営体としてさらなる存 ン向け売上げ比率の減少 のサイバーリンクス（本
在価値向上を目指す。た を他スーパーなど新規開 社・和歌山市、村上恒夫

以上のように、大手４ 乗り出す。スマホなどで

より一定規模を確保する。 棚割支援ツールの販売に

だしＭＳ西日本菓子は存 拓と既存売上げの拡大に 社長）はＡＩを活用した
続している。
一方、山星屋において
もローソン帳合を失った 社は２千億円台から次の 撮影した陳列画像に含ま
分が今年度は半期分推定 ３千億円台の高見を目指 れる商品の品名などを瞬
億～ 億円分減る計算 して、さらなる歩み進め 時に特定するもので、棚
割システムの運用を簡素

" 〜!
# 家庭用食用油特集
!
$ 〜!
% 菓子流通版
!
５０

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

一方、中堅以下は好不 化できるほか、メーカー 広く利用できる。

プレミアムオイルが好調。
市場の付加価値化と生食
用途の新需要開拓進む。
#
#

ながらも、他の帳合獲得 ている。

１０

４０

"

ろ売上げは順調にきてい 大きい。駄菓子でもしっ らの本稼働を目指して現 工場では直売店も展開し

１２

などで前年並みの売上げ

……………………
５０

マーケット動向を反映して、菓子流通市場は、三菱食品、山

ＮＢ約１００品も協力

かり価値のある、お客さ いなど未整備なところも 体験できないことを提供

クオリティー高めるフェーズに
インドネシア、 月本稼働へ

を確保できる見通しとな 調が分かれる。それは帳 ・卸の店頭調査などにも

今年２月１日に社 すことができた。要因は

長就任されました。この いろいろあるが、ブラッ

間、有楽さんは１００億 クサンダーのリニューア

企業へと業績を伸ばして ル実施に加え、昨年８月

きましたが、今期に入っ にマクドナルドとのコラ

きょうの主な内容

１０

家庭用食用油

!万店突破 大々ＰＲ
２８

!

チョコは近年、高 まが納得できる商品を作 あり、そのあたりはデル する計画をいろいろ練っ

１２

単価商品が売れています れば受け入れられると確 フィのノウハウを生かし ている。

ィアへの露出頻度が大き への導入率は引き続き高 一つのクオリティーを高 る。

てからの近況はいかがで ボを展開したことでメデ
しょうか。

河合 前年度が伸びた く高まったことがある。 いものの、ここにきてス め る フ ェ ー ズ に き て い
昨秋、かなりの数の新 ーパーでの導入も増えて る。

河合

ブラックサンダーのブ からね。

何とか前年並みぐらいを 功した。ただし、商品が ら、数年前より複数商品 ランド認知は有り難いこ

補うべく新商品を出して 商品を投入したことも奏 き た 。 単 品 で の 戦 い か

ので、今年度は既存品を

４２

海外展開もこれか ムが起きて、その後は落 た。今後のさらなる成長

７０

社 長

予想していた。結果とし 増えた分は当然カニバリ でしっかりお客さまのお とに好意的に受け止めら 円、あるいは２００円以 円で提供している。

"

#
#

５６

河合 辰信氏

"

までの上期は大幅に伸ば 別動向として、コンビニ 着を進めてきたが、一つ お客さまの期待値が高ま 中で昨年、当社はチョコ ら本格化ですね。インド ち着き、今では定着して を期待します。

#
#

!

有楽製菓

６０

て、昨年８月～今年１月 が起きている。チャネル 役に立つよう市場への定 れており、同時並行的に 上という商品展開をする

５０

#
#

菓子市場

７０

#
#

７０
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