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食品・フードサービス
成長の6つの条件を備え、時代を味方につける。

「顧客増」へ挑む！「顧客増」へ挑む！

成 長 戦 略 研 究 会



　１００年先も一番に選ばれる食ビジネス企業を目指す上で、
挑むべき課題は顧客増だと提唱します。

２０１６年度 食品・フードサービス成長戦略研究会

「顧客増」へ挑む　
－「ロイヤルカスタマー増」の経営が事業の未来を決める－

提言
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福元 章士
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原 泰彦

成熟と変化が加速する国内市場
　成熟と変化の加速。これが国内の食マーケットの現状だと私たちは考えています。

成熟のインパクトは寡占化。スーパーマーケットの都道府県別シェアをみると、上位3社の

シェアが5割を超える県は10年前の3倍以上（出所 流通企画「食品スーパーマーケット

年鑑」）。かつ、3番手企業は押しなべて不振とのデータが示唆すること、それは「成熟は

３番手企業すら市場退出を迫る」です。一方、多くのスーパーマーケットの不振を横目に、

例えば、魚の食べ方を対面で提案する鮮魚チェーン店は既存店中心の展開で、増収

増益を堅持してます。モノマーケットからコトマーケットへの変化は加速しているのです。

2016年度が勝負　コトマーケット競争は終盤戦
　すなわち、成熟と変化の加速への対応とは、一番に選ばれる価値を身につけ、

ロイヤルカスタマーという顧客を増やすことだと私たちは考えています。しかも２０１６

年度が勝負です。なぜならコトマーケット競争には、既に多くの企業が参入しており、

終盤戦を迎えているからです。
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※P（ポジショニング） B（ブランディング） L（ロイヤルカスタマー育成）

これまでの視察・研修風景

「1」 ファーストコール事業の確立

「10」 経常利益率１０％の高付加価値モデル

「100」 1００年発展し続ける企業風土づくり

6. 持続的成長を実現する 1・3・6・10モデル

5. 独自化を推進する ヒトづくり

3. 成長市場の開拓 -「グローカル」へ挑む-

4. 課題マーケットの分化による ホワイトスペースづくり

2. 顧客価値の創造 -６つの価値と向き合う-

※1. トップブランド構築 -Ｐ・Ｂ・L  戦略-

「顧客増」に必要な６つの視点を現地･現場で体感する

この研究会は「1・10・100」をミッションに、食に関わる志高い経営者・後継者を

支援する「食の未来を創るプラットフォーム」として開催してまいります。

「1・10・100」をミッションに「食の未来を創る」プラットフォーム
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成長の6つの条件 

顧客価値の創造
-６つの価値と向き合う-

第2の条件

P.0 5

課題マーケットの分化による
ホワイトスペースづくり

第4の条件

P.0 8

トップブランド構築
-Ｐ・Ｂ・L戦略-

第1の条件

P.0 4

成長市場の開拓
-「グローカル」へ挑む-

第3の条件

P.0 7

独自化を推進するヒトづくり
第5の条件

P.0 9

持続的成長を実現する
1・3・6・10モデル

第6の条件

P.10
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トップブランド構築
-P・B・L戦略-

第1の条件

トップブランドにはP・B・Lの醸成が不可欠
　本来のブランドとは、企業ブランドと市場開発、商品開発、販売開発などの開発による相乗効果で

知名度を上げることをいう。企業ブランドとは、その企業が何をしているのかを誰もが知っていることで

あり、商品から派生し、口コミやマスコミから注目されるケースが多い。

　このＰＢL戦略を駆使した事例として、『消臭元』が有名な小林製薬が挙げられる。小林製薬は、自ら

開拓したナノ市場で、一度聞いたら忘れられないネーミングにより、ロイヤルカスタマーに商品の分かり

やすさを追求して成長している。

　これらを構築するための原点として、企業の強味やミッションを活かし、ホワイトスペース（ライバル

がいないエリア）を見つけ出し、顧客を育成・増加させていくことがあるといえる。

Positioning

Loyal Customer Branding

ポジショニング

ロイヤルカスタマー育成 ブランディング

トップ
ブランド

L B

P

P:ポジショニング 「独自の立ち位置を決める」
「パンをスイーツのように売る」A社は、成長と高収益の両方に成功している。

B:ブランディング 「選ばれる違いをつくる」
「高級乗用車のように商品を顧客へ届ける」と語るB社は、エリア・チャネルも限定。
結果、顧客増を実現している。

L：ロイヤルカスタマー育成  「ファン顧客へと育てる」
ロイヤルカスタマー数の増加に力を入れるC社はブランド価値の拡販に成功している。
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顧客価値の創造
-６つの価値と向き合う-

第第2の条件の条件

変化を経営し「６つの価値を極める」

６つの価値

　食品企業において成長力格差と収益力格差が広がっている。その対策は、いかに自社の変化を経営

するかにかかっている。その決め手が「６つの価値を極める」ことだ。マーケットニーズやウォンツから

顧客価値を発見し、魅力ある商品・サービスとして提供価値の創造をすることで、変化を経営する。

すなわち、顧客価値というマーケットのニーズやウォンツと自社の固有技術やサービス、商品という

提供価値の接点を創造することである。顧客価値と提供価値内容に照らして体系的に自社の

価値の創造を図る。

　顧客価値に挑み、デザインし、追求すること。つまり、「顧客価値」とは、顧客目線から見た価値のことを

いう。食品ビジネスにおいて最も大事なことは、あくまで顧客が感じる価値を追求するということだ。

現在の消費者が食品企業に求めている価値として、次の６つの顧客価値があると定義した。

顧客価値の発見

「時間価値」を「手間いらず」という顧客価値設定で
躍進するリージョナルスーパーD社

魅力ある顧客価値の発見

機能価値1

感性価値2

価格価値3

時間価値4

希少価値5

社会価値6

機能価値とは、健康増進や安全・安心、栄養補給、美容効果など、
食品・飲料を摂ることによって得られる効果、期待できる効用といった価値のことである。

視覚・触覚などの感覚や、ワクワク・ドキドキさせるといった、人の感情に訴える価値である。
人間は喜怒哀楽を表せる唯一の動物だ。感動・感激・感心という三感で、購買行動を起こすことが多い。

価格による価値、というと単なる「低価格」だと思われるかもしれないが、
ここでいう価格価値は〝安い〟というだけでなく、お得感や節約、お値打ちといった価値である。

「早（速）い・短い」「タイミングが良い」「手間がかからない」など、時間的コストを感じさせないこと。
または時間という切り口でメリットを打ち出す価値である。

鮮度の問題で漁港周辺でしか流通していない希少魚、特定地域や、その店でしか
食べられない特産料理、収穫量が極めて少ない高級農産品や肉の希少部位といった、
数が少なく珍しいというプレミア価値である。

地球温暖化の影響で、環境保護を重視する消費者意識がますます高まっている。
また、消費活動を通じて途上国の恵まれない子どもたちや被災地の支援を行うなど、
社会貢献を果たそうという動きも強まっている。こうした環境保護・社会貢献を打ち出す価値である。

健康増進、安全・安心、
栄養補給、美容効果

機能価値
1

お得感、節約、
お値打ち

価格価値
3

少ない、珍しい、
手に入りにくい

希少価値
5

栄養補

エコ、エシカル、
ソーシャル

社会価値
6

お

早（速）い・短い、
タイミング、手間いらず

時間価値
4

カワイイ、懐かしい、
面白い

感性価値
2

6つの価値

　単身者や共働き世帯の増加に伴い、調理・片付けや買い物などにかかる手間を減らしたい

とのニーズが高まっている。そのため食品メーカーや小売店では、即食系商品の品揃えを強化

する動きが顕著だ。こうした調理の手間を軽減する食品を「ＭＳ（ミールソリューション、食事

問題の解決）／ＨＭＲ（ホーム・ミール・リプレースメント、家庭料理の代行）」と呼ぶ。

　リージョナルスーパーのD社は、「ＲＴＰ」（レディー・トゥー・プリペアー、調理するための食材が

セットされているもの）、「ＲＴＣ」（レディー・トゥー・クック、肉・魚・野菜などをすぐに料理できるよう

味付けや下ごしらえをしてある食品）、「ＲＴＨ」（レディー・トゥー・ヒート、火通し済みで電子レンジ

などで温めるとすぐ食べられる状態の食品）、「ＲＴＥ」（レディー・トゥー・イート、すぐにそのまま

食べられる食品）などの品揃えを充実させている。包装袋に入れたままレンジで調理できる冷凍

食品、下加工済み野菜と調味料をセットにした「料理キット」、食材や具材にかけるとおかずに

なる調味料などだ。これにより、単なる品揃えではなく、「手間を省く」という顧客価値の実現により

高業績を上げている。

自社の強みと複数の価値の組み合わせにチャンスあり。
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顧客価値の創造
-６つの価値と向き合う-

第第2の条件の条件

変化を経営し「６つの価値を極める」

６つの価値

　食品企業において成長力格差と収益力格差が広がっている。その対策は、いかに自社の変化を経営

するかにかかっている。その決め手が「６つの価値を極める」ことだ。マーケットニーズやウォンツから

顧客価値を発見し、魅力ある商品・サービスとして提供価値の創造をすることで、変化を経営する。

すなわち、顧客価値というマーケットのニーズやウォンツと自社の固有技術やサービス、商品という

提供価値の接点を創造することである。顧客価値と提供価値内容に照らして体系的に自社の

価値の創造を図る。

　顧客価値に挑み、デザインし、追求すること。つまり、「顧客価値」とは、顧客目線から見た価値のことを

いう。食品ビジネスにおいて最も大事なことは、あくまで顧客が感じる価値を追求するということだ。

現在の消費者が食品企業に求めている価値として、次の６つの顧客価値があると定義した。
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「時間価値」を「手間いらず」という顧客価値設定で
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魅力ある顧客価値の発見

機能価値1
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時間価値4

希少価値5

社会価値6

機能価値とは、健康増進や安全・安心、栄養補給、美容効果など、
食品・飲料を摂ることによって得られる効果、期待できる効用といった価値のことである。

視覚・触覚などの感覚や、ワクワク・ドキドキさせるといった、人の感情に訴える価値である。
人間は喜怒哀楽を表せる唯一の動物だ。感動・感激・感心という三感で、購買行動を起こすことが多い。

価格による価値、というと単なる「低価格」だと思われるかもしれないが、
ここでいう価格価値は〝安い〟というだけでなく、お得感や節約、お値打ちといった価値である。

「早（速）い・短い」「タイミングが良い」「手間がかからない」など、時間的コストを感じさせないこと。
または時間という切り口でメリットを打ち出す価値である。

鮮度の問題で漁港周辺でしか流通していない希少魚、特定地域や、その店でしか
食べられない特産料理、収穫量が極めて少ない高級農産品や肉の希少部位といった、
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お値打ち

価格価値
3

少ない、珍しい、
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　単身者や共働き世帯の増加に伴い、調理・片付けや買い物などにかかる手間を減らしたい
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セットされているもの）、「ＲＴＣ」（レディー・トゥー・クック、肉・魚・野菜などをすぐに料理できるよう
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などで温めるとすぐ食べられる状態の食品）、「ＲＴＥ」（レディー・トゥー・イート、すぐにそのまま

食べられる食品）などの品揃えを充実させている。包装袋に入れたままレンジで調理できる冷凍

食品、下加工済み野菜と調味料をセットにした「料理キット」、食材や具材にかけるとおかずに

なる調味料などだ。これにより、単なる品揃えではなく、「手間を省く」という顧客価値の実現により
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成長市場の開拓
-「グローカル」へ挑む-

第第3の条件の条件

「グローカル※」へ挑み、パートナーモデルを確立する

世界の食マーケットは成長
　日本の食マーケットは約60兆円

と言われている。視点を海外に向ける

と世界の食マーケットは2 0 0 9年

340兆円（日本除く、中国・インド等

アジアで82兆円）で、世界人口の増加

や経済成長により2020年には約

2倍の680兆円（日本除く、同アジア

で229兆円）になるとの統計がある。

（農林水産省「日本食・食文化の海外

普及について（2014年9月）」より）

国内マーケットはリージョナルにチャンスあり
　菓子メーカーE社は、地域別商材を開発し、5年連続増収増益を実現するだけでなく、

粗利益率も10%近く改善している。

パートナー選びが成長市場開拓を決める
　「何をやるかは誰と組むかで決まる」そういう時代認識が必要となる。

課題マーケットの分化による
ホワイトスペースづくり第4の条件の条件

魅力ある商品開発には、課題マーケットの特定が重要

地域の食文化を世界一のレベルにしたい！

四季折々の食材を季節に応じて楽しんでいただきたい！

お客様の健康な毎日に貢献したい！

　人口減・世帯数減に伴い消費マーケットが縮小に向かう中、今まで通りのお客様に、今まで通りの

やり方で商品を提供していても、成長プランを描くことは難しい。しかし、拡大しているマーケットはある。

それが「コトマーケット」である。成熟する社会の伸展で新たに解決すべきことが増えている。その社会

課題の解決を求めるニーズは拡大しており、魅力ある商品開発において、自社の強みを最も認めてくれる

「コトマーケット」を特定し、先行して新たな商品・サービスを提供することが重要となる。

時代の流れに沿った「コト」開発
　F社は、漬物市場において30～40代の購買層をターゲットとし、その課題マーケットとして時代に

合ったオリジナル醤油を開発、塩分調整をすることで「減塩」という課題マーケットのソリューションを

生み出し商品として提供した。さらには、漬物市場の中でもキムチというマーケットに対し、バイヤー、

顧客の声を集中して吸い上げ新商品を開発。食べ方・効能を訴求するとともに「家族の団欒」を啓蒙した

ブランド構築に注力することで第２の商品の柱を構築した。このように、現在ある商品は、過去から現在

に至る時代環境の変化から生じたニーズから生み出されたものであり、社会環境の変化による生活

スタイルの変化に対応し、顧客価値に応えた新たな商品を生み出すことが求められる。いわば、従来

商品の価値を否定した価値転換の推進である。

開発体制、開発マネジメントの取り組み
　商品開発はお客様へのメッセージである。「この美味しさ、この楽しさをお客様に伝えたい、この

喜びをお客様と分かち合いたい！」というコンセプトを形にしていくプロセスがポイントとなる。

　開発キーワードの一例は以下の通り。

　商品開発では、「美味しさ」をはじめ、「安全性」や「品質」、「コスト力」、「加工性や利便性」など、

多くの課題解決がテーマとなってくる。これらの課題を解決する機能を提供できる製品づくりが開発の

決め手になる。ターゲット顧客の開発担当を提案窓口にできる「ニーズ解決型の商品機能開発」が

ポイントである。

※グローカルとは、グローバルとローカルを組み合わせた造語

伸びる世界の食マーケット

2009年

中国・インドを含むアジア

2020年

※2009年為替平均である1ドル94.6円で換算
出所：農林水産省データをもとにタナベ経営作成
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独自化を推進する

ヒトづくり第第5の条件の条件

変化を先導できる 「戦略リーダー」の育成

独自化推進には専門性とマーケティング発想が不可欠
　独自化を追求するためには、知っているコトと出来るコトを断続的に増やしていく必要がある。専門知識を

インプットし、その知識をモノづくりと製品提供にいかに使うのかを考えられる人材を育成していくことが重要である。

　食品製造業のG社、H社では、『○○大学校』『□□□□カレッジ』を企業内に創設し、施設やカリ

キュラム作成、トレーナー育成に先行投資して人材育成を加速させている。企業内育成学校を創設し

運用していく際の障壁は、トレーナー育成と、刻々と変化する環境変化に合わせたカリキュラムメンテ

ナンスである。この両社は、それら2点に対して先行で手を打ち、社内に対して、『あのカリキュラムを

受けなければ遅れを取る』という

危機意識を社員に持たせている。

持続的成長を実現する

1・3・6・10モデル第6の条件の条件

厳しくなる外部環境変化～原材料・人件費上昇によるコストアップ～
　昨今の経済環境変化により輸入コストが上昇、また国内における人材不足による人件費の上昇など

により食品・フードサービス業界の減益圧力は増している。

　したがって、食品・フードサービス業界においては持続的成長を実現する収益構造をいかに構築

するかが重要と言える。

変動に強い収益構造への転換
　I社はこんにゃく製品製造会社である。当初、調理に

時間が掛かるこんにゃくを製造し、全国のこんにゃく屋に

販売していたが、冬場主流の季節商品としての取り扱い

であり、当然、薄利の収益構造であった。そこで、こんにゃく

という縮小マーケットの中で、こんにゃくゼリーを開発し年間

通じた販売が可能となった。また、ＣＭによるダイエット商品と

してネーミングが浸透したことで、安売競争からも脱却し

自社商品のＮＢ商品化の確立に成功した。現在では、

経常利益率１０％を維持する収益構造へ進化している。

持続的成長を実現するための必要条件
　タナベ経営では、数多くのコンサルティングによる臨床事例から、食ビジネスにおける収益力の段階別に

共通点を見出した。それが、食ビジネス業における「経常利益率1・3・6・10％」のビジネスモデルである。 

『戦略リーダー』を輩出する仕組みの構築

経営トップ自ら召集・参画
育成の場『戦略キャンプ』
の定期開催

経常利益率

達成のための
条件整備
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育成は機能内に留まらず、部門横断階層縦断の育成システムを構築する

戦略リーダー
育成の場の創出

戦略キャンプ
検討事項 成長目標

ライバルベンチマーク分析
ビジョン実現を中心とした
戦略討議
戦略KPIをベースにした
具体策の策定

中期経営計画の推進
トレーナーの断続的な輩出
トレーナーの断続的な
レベルアップ

日配品多品種
提供モデル

季節変動型モデル
からの脱却

年間平準化モデルの確立
需要創造型
マーケティング力の構築

自社商品NB化
直販体制構築 
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【個人情報の取扱いについて】 タナベ経営では個人情報の保護に努めております。詳細は弊社ホームページ上に記載の「プライバシーポリシー」をご覧ください。なお、ご記入いただいたお客様の
個人情報は、上記のお申込に関する確認・連絡、および弊社発行のメールマガジンや商品・サービスのご案内などをお送りする際に利用させていただきます。

※日程・開催場所等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※ 全6回通し以外で複数回ご参加の
場合は、別途お問い合わせください

第1回全回参加 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

◆1日目／13：00～19：00
　2日目／  8：30～12：00
（第1回目は午前開始）

ファーストコールカンパニーフォーラム2017
（全国10会場にて2017年6月・7月に開催予定）

経営者、後継者の方、事業部長クラスの方 など

タナベ経営 食品・フードサービス成長戦略研究会チーム

（全6回通し）

1 回

全6回通し

30名様

食品・フードサービス成長戦略研究会 申込書

390,000
50,000

330,000
1回目～2回目 3回目 4回目～6回目

株式会社タナベ経営　東京本部 行 FAX  03-6758-0074

株式会社タナベ経営 東京本部 　〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング9F  〈TEL〉03-6758-0070  〈FAX〉03-6758-0074

tokyo@tanabekeiei.co.jp

1
2016年
9/2（金）

開催場所：東京
2

2016年
10/26（水）・10/27（木）
開催場所：福岡

3
2017年

1/26（木）・27（金）
開催場所：関西（予定）

4
2017年

3/7（火）・8（水）
開催場所：中部

5
2017年

5/24（水）・25（木）
開催場所：東京

6
2017年

7/24（月）・25（火）
開催場所：北海道（予定）

百万円

※ お手数ですが、このページをコピーし、下記宛にご送付ください。

アドバイザー
常務取締役

中村 敏之
戦略ドメインリーダー

小山田 眞哉
コーディネーター

原 泰彦
コーディネーター

福元 章士




