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I T の力を食品業の力に

Vol.11

食品ITマガジンとは？
食品ITマガジンは内田洋行が発行

する食品業界のIT導入事例や、食に

関するお役立ち情報、最新の業界動

向などを紹介する情報誌です。

今後も各分野で活躍する皆様にご

協力いただきながら、様々な情報を

発信して参ります。

Vol.11は、「ビッグデータから見通

す食の未来」についてクックパッド

株式会社の北井 朋恵氏より解説い

ただきます。

Vol.11I T の力を食品業の力に

特集

導入事例

株式会社金吾堂製菓様 様

デジタル化で本業以外の業務を
効率化し、モノづくりに徹する。
それが中小メーカーの強みになる

株式会社諏訪商店 様

二重作業撲滅をキーワードにスパカク導入
～『食』を通して千葉を世界一の観光地へ～

2
0

2
2

.0
4

V
o

l.11
株

式
会

社
内

田
洋

行
	

〒
135-0016	東

京
都
江
東
区
東
陽
2-3-25

住
生
興
和
東
陽
町
ビ
ル
	TEL：

03-6659-7083
株

式
会

社
内

田
洋

行
IT

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
ズ
	
〒
105-0004	東

京
都
港
区
新
橋
6-1-11D

aiw
a
御
成
門
ビ
ル
	TEL：

03-5777-5315

H1-H4_Vol11.indd   2H1-H4_Vol11.indd   2 2022/04/08   10:292022/04/08   10:29

P.4〜7特集

クックパッドが月間5,700万人のビッグデータから見通す未来

食ビジネスの成功可能性を高める
クックパッド株式会社 

Japan 執行役員
北井 朋恵 氏

03_vol11-contents.indd   303_vol11-contents.indd   3 2022/04/08   10:372022/04/08   10:37



食品 IT マガジンVol.114

【1】生活者の行動データを使った自社の事業開発
弊社は様々なビッグデータを保有しています。まず、運営

するレシピサービス「クックパッド」の検索キーワードのデー

タ。次に、ユーザーアンケートによる意識データ。そして「クッ

クパッド」へ投稿されたレシピや、そのレシピを作ったユー

ザーから投稿される「つくれぽ」などの行動データで、これら

から人気のメニューや好まれる料理の傾向を把握できま

す。更に、クックパッドニュースや企業様向けに配信してい

るFoodClipの記事PVからも読者の興味や課題が推測で

き、これらのビッグデータを分析して、多面的にユーザー動

向を仮説立てしています。

コロナ発生直後、スーパーの棚から乾麺やホットケーキ

ミックスが消えた、という現象を覚えている方もいらっしゃる

でしょう。2020年の初めは、備蓄した素材を使う為のレシピ

が多く閲覧され、弊社では、ある程度その動きを予測できて

いました。なぜなら、大規模台風が発生した2019年にも同

様のことが起こったからです。

「ホットケーキミックス」が多く検索され、台風などで外に

出られない時は、ホットケーキミックスを使って家でお菓子

を作るという行動が起こることを学習していました。

ただ、コロナ禍は台風と違っておうち時間が長期化し、そ

の間の生活者の行動はめまぐるしく変化しました。2020年

の夏には、コロナ蔓延防止対策のため外食ができなくなり、

ファストフード系の味を懐かしむ気持ちからか、「すき屋」な

どのフランチャイズ系の味つけ検索が増加。外食産業もい

ち早くテイクアウトやデリバリーをスタートしすぐにその検索

は減少。次は高級食材へと関心が移りました。外食でしか食

べられない料理や高級食材をおいしく食べたいという気持

ちから「鯛」「あわび」「プロの味」などのキーワード検索が増

加しました。

2020年の秋は「ブロック肉」「ローストビーフ」などの検索

が増え「新しい調理者」の出現を感じ、2021年には、市販の

ルーを使うのではなく、スパイスから本格的に作る「スパイス

カレー」がブレイクしたことで、時間や手間のかかる料理を

作る「新しい調理者」の定着を確信しました。

・調理家電の消費動向
コロナ発生直後に検索が増えたのが「ホットプレート」

「ホットサンドメーカー」です。ステイホームになると家で料

理を作る頻度が上がり、家庭の主婦の負担が重くなりまし

た。だからこそ、ひとりで抱え込まず家族と作る工程を楽しむ

という行動パターンが垣間見える消費行動でした。

2020年の春から、夏のボーナスに向けて「高機能トース

ター」「高機能電子レンジ」の検索が増加。高機能家電で、

プロの味を効率よく再現したいというニーズの表れを感じま

した。次のブームはほったらかしで調理ができる「電気圧力

鍋」の買い足し行動、その後は「低温調理器」や「ブレッド

オーブン」など、機能特化型の調理器具が売れ始め、通常

主婦が好まない単一機能の調理家電の検索行動は趣味の

料理、プロの技術を求めていることの表れで、ここでも「新し

い調理者」となる趣味の料理を楽しむ生活者の出現を

キャッチできました。

特集

北井 朋恵様

＜講演者＞

クックパッド株式会社
Japan 執行役員
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【1】生活者の行動データを使った自社の事業開発

【2】クライアント事業の成功可能性を高める

【3】データから予測する今後の変化

クックパッドが月間5,700万人のビッグデータから見通す未来

食ビジネスの成功可能性を高める

本稿は、2022年3月2日に開催されたオンラインセミナーの講演をもとに構成しています。
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特集│クックパッドが月間5,700万人のビッグデータから見通す未来「食ビジネスの成功可能性を高める

・健康価値の変化
コロナ前は「糖質ゼロ」「減塩」など、特定成分を“摂取しな

い”ことによる健康管理が中心でしたが、コロナが発生し、得

体のしれない不安から、体に良いもの全般を取り入れる動き

が急上昇しました、それが落ち着いた2020年春には、在宅

勤務が増え体重増加した為、ダイエットへの関心が高まりま

す。摂取カロリーの削減、“体から出す”ことによる健康管理

に多くの人の気持ちが向かいました。

2021年には、コロナの収束の気配が見えないことから、自

分自身の体力を強化しようと免疫力を高める志向性が高く

なり、具体的な栄養素を積極的に摂取しようとする動きが現

れます。「免疫強化」「栄養」という検索が増え、良いものを

“体に入れる”という行動に進化し、合わせて消費行動も変

化したように思います。

この様に、調理者はコロナ前後で大きく変化しました。

「クックパッド」のユーザーは圧倒的に主婦が多く、コロナ前

は、なるべく簡単に、失敗せず、家族においしいものを食べさ

せたい、子どもがぱくぱく食べるものを提供したいという責

任感をもって料理をしている方が多かったのですが、コロナ

が長引き、効率よく無理せず作らなければ疲れる。家族とお

いしいものを簡単に食べられるよう、即食系やレトルト、デリ

バリー、高級家電を有効活用しながら乗り切ろうという動き

が出てきました。

一方で、趣味としての料理のニーズが高まり、男性や独り暮

らしの人がプロ級の手間をかけ、選びぬいた調理器具を使っ

た料理をかっこよく作る、「新しい調理者」が登場しました。

【2】クライアント事業の成功可能性を高める
（1）新たなふたつの事業を発足

このように、生活者が変化しているのなら、私たちが提供

する情報は、不十分ではないかと考えました。また弊社には、

メーカーと生活者のニーズのマッチングという大きなミッ

ションもあり、コロナによって生活者のニーズが変化したの

なら、マッチング方法も進化しなければ、とも感じたのです。

このような背景から、急遽、ふたつの新しい事業の検討を開

始し、サービス提供を開始しました。

ひとつは、「クックパッド・アライアンス」で、2020年11月か

ら組織を立ち上げ、2021年8月にサービスをスタート、もう

ひとつは「メーカーズタウン by Cookpad」で、2021年9月

にフィジビリティを開始し、2022年3月に正式にスタートしま

した。

（2）クックパッド・アライアンスとは
生活者のニーズが多様

化するなら、提供する情報

も多様化しなければ料理

が楽しくなりません。「クックパッド・アライアンス」では、地方

で良いものを作っているにもかかわらずあまり知られていな

い企業とアライアンスを組み、ニーズ調査、ビッグデータに

基づく商品開発や広告宣伝、販売促進、実販売まで、バ

リューチェーン全ての支援に加え消費者をロイヤル化＝

ファンづくりの支援まで行い全国規模まで持っていくことに

チャレンジしています。

（3）メーカーズタウン by Cookpadとは
弊社のマンパワーで

は、上記のようなフル

サポートをできる企業

様の数が限られるため、「メーカーズタウン by Cookpad」

というコミュニケーションプラットフォームを作りました。

メーカーは従来のような一方的なアプローチでは生活者

の心を掴むが難しくなります。メーカーと生活者が集い、ファ

ンを形成していく新たなコミュニケーションプラットフォーム

としてコンテンツ投稿、SNS連携、EC連携、アイディアファン

ディングなど様々な機能を通じてファンとの接点強化を行

い、更にそのファンが新たなファンを創り出してくれる、まさ

にファンマーケティングの場を構築していくことを狙ってい

ます。
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【3】データから予測する今後の変化
（1）今後の健康価値はどう変化するか

弊社に集まる大量のビッグデータから少し先の未来を予

測し健康価値について考えてみます

すでに述べたように、コロナ前→コロナ発生→コロナ直後

→コロナ真っ只中で、生活者の健康志向は変化してきまし

た。今後はどのように変化していくのでしょうか。

3回目のワクチン接種も始まり、治療薬の開発も進んでい

る今、以前のような緊急性が軽減されるからこそ、「安心して

取り入れ続けられる健康管理」への関心が強くなると考えら

れます。

（2）オーガニック、無添加への関心の高まり
これを裏づけるように、オーガニック食品市場の規模が

年々拡大しており、今後もその傾向は続くと考えられます。

弊社レシピサービスへの投稿数も、「オーガニック」を含む

ものがぐっと上がってきており栄養価の高いオーガニック食

品をあえて選択し、健康管理する意志が見えます。弊社で

実施したアンケートでも「オーガニック」「無添加」に対する

評価が高まり、一方で「糖質ゼロ」や「ヘルシー」などの検索

は下降傾向です。

このふたつのキーワードは、正月太りへの反省から、必ず

正月後に盛り上がる傾向がありますが、今年は昨年同時期

と比べると大きく減少しました。

「糖質ゼロ」や「ヘルシー」の検索が減っているのは、健康

管理の価値観が変化したという要因もありますが、各企業

が発売する「減塩」「糖質ゼロ」の商品が充実し料理のシー

ンで自身が意識しなくてもよくなった、すなわち消費者の

「不」は解消されてきているという背景も考えられます。そう

であれば、今から「減塩」「糖質ゼロ」の商品を開発するより

も、次にブレイクしそうなものを見越して開発したほうが成

功可能性は高いということになります。

（3）「タンパク質」はバリエーション次第でまだまだ高い可能性
「キーワード検索を見ると、「タンパク質」への興味は絶え

ないと言えそうで、タンパク質摂取のバリエーションは以前

にも増して必要となってくるでしょう。

コロナ前は、タンパク質は真剣にトレーニングをする人に

必要不可欠なものでした。コロナ後は、タンパク質が筋肉に

はもちろん、髪や皮膚、爪など美容にも良い、またシニアに

とって必要不可欠な栄養素であることなど、多岐にわたる効

能を生活者が理解しはじめ、すそ野が広がりました。プロテ

インドリンクやプロテインバーだけではなく、女性やシニアが

取り入れやすいバリエーションが必要不可欠だと感じます。

またタンパク質の加工品のバリエーションも求められてい

ます。ここ数年、右肩上がりだった大豆ミートも少し落ち着

き、一方で、同時にカルシウムも摂取できる「いわし」のキー

ワード検索が増加。植物性タンパク質も、大豆だけでなくえ

んどう豆やひよこ豆など、バリエーションのニーズが高まる

と思われます。

動物性タンパク質のバリエーションという観点では、魚に

注目しています。魚は、養殖技術や冷凍技術が格段に進化

し、おいしいものを届けられるようになりました。「骨」がネッ

クになりますがそこをクリアすればブレイクが期待できます。

ブームを創り出す時、手に入れられる方法を構築すること

コロナが落ち着き出す今後の健康価値

糖質ゼロ
減塩

コロナ前

特定成分を摂取
しないことによる
健康管理

余計なものを入れない
健康管理
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燃焼する健康管理
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続けられる健康管理
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コロナ発生

漠然と不安を感じ
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全般で健康管理

ダイエット
（体重）

コロナ直後

運動不足から
摂取成分削減で
健康管理

免疫強化
（発酵食品）
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（タンパク質）
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意欲的に摂取することで健康管理

どの様に
変化していくのか？
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単位:SI値
SI値とは:Search Indexの略で、1000回あたりの検索頻度です。
 「SI値=分析ワードの検索回数:全体の検索回数×1000」で算出されます。

「オーガニック」を含むレシピ比率と予測
市場規模の拡大とともに、量産されて食材よりも栄養価が
高いオーガニック食材がより身近になることで
健康・安全・環境を考慮した消費態度への変容へ
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単位:SI値
SI値とは:Search Indexの略で、1000回あたりの検索頻度です。
 「SI値=分析ワードの検索回数:全体の検索回数×1000」で算出されます。

「タンパク質」キーワードの検索頻度と予測
「タンパク質」の摂取は継続して興味があるポイント
ただし、タンパク質の摂取バリエーションが必要
「タンパク質」キーワードの検索頻度
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特集│クックパッドが月間5,700万人のビッグデータから見通す未来「食ビジネスの成功可能性を高める

が肝となり、生活者ニーズが高まっても、それがないと当た

り前にはならないと考えています。ぜひ皆さんと一緒にブー

ムから当たり前を構築できる様、考えていきたいところです。

現在、魚で健康的な食生活を送って頂きたいと考え、弊社

とアライアンス企業と共同で魚の新商品を開発しています。

ご興味があればぜひお問い合わせください！

（4）「腸活」や「発酵食品」「食物繊維」は今後のねらい目
腸活は2021年の後半からぐっと伸び、腸のコンデション

を整える効能の広さを認知し始めたことの表れだと思いま

す。現在、腸活に有効な善玉菌を摂取できる食材は、ヨーグ

ルトの独り勝ち状態ですが、それ以外で腸活に良い食材は

何なのか？ どうすればおいしく腸活ができるのか？ 生活者

の迷いがデータから読み取れます。ここには商品開発の可

能性を感じます。

サスティナビリティのある食生活という観点から「発酵あ

んこ」「塩麹」「手作りヨーグルト」などの発酵食品を使った

料理キーワードも人気です。免疫力や腸活にも効く体に良い

ものを安心して食べ続けられる「発酵食品」の活用も、今後

多様化していくと考えられます。

（5）アジアのソウルフードニーズは今後も上昇
「海外旅行に行けない」ことに加え「主食バリエーションの

欲しさ」から、アジアのソウルフード需要も高まっています。

韓国の「サリ麺」、中国の「豆腐干（とうふかん）」の検索ワー

ドが伸びていて、今後もこの領域への関心は続きそうです。

（6）SDGsは消費を後押しする
最近、SDGsは家庭にも浸透してきました。コロナが短期

間で世界中に広まったことから、世界は狭いと感じた人も多

いのではないでしょうか。それゆえ、日本以外の国の環境破

壊が遠いものではなくなり、CO2削減の意識もこれからより

高まると考えられます。食品ロスを減らすための「リメイク」

（残りものを使った料理）のキーワード検索が増えているこ

とからも、環境への関心の高まりが見てとれます。また代替

肉としての「大豆ミート」は、ヘルシー文脈のほうが強く認知

されマーケットシェアを獲得してきた印象ですが、SDGs文

脈のコミュニケーション戦略をとった時にどう変化するかは

とても興味深い項目です。

「SDGsに貢献している」ということは、何かを買ったり食べ

たりするときの“言い訳（口実）”にもなり、消費行動のトリ

ガーになると思われます。

弊社のミッションは、「毎日の料理を楽しみにすること」で

す。私達の保有するビッグデータが企業の皆様にも役立つ

のであれば、ぜひフル活用して頂きたいと思います。
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単位:SI値
SI値とは:Search Indexの略で、1000回あたりの検索頻度です。
 「SI値=分析ワードの検索回数:全体の検索回数×1000」で算出されます。

「腸活」キーワードの検索頻度と予測
「腸活」への興味は高いが今後はもっと具体的な食材に転換していく

「腸活」キーワードの検索頻度と予測
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「発酵あんこ」「塩麹」「手作りヨーグルト」キーワードの検索頻度と予測
食べ続けられる安心感から「発酵食品」の活用も多様化していく

「発酵あんこ」キーワードの検索頻度と予測 「塩麹」キーワードの検索頻度と予測

「手作りヨーグルト」キーワードの検索頻度と予測
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一般化するにはメーカー様の商品構築と販路
単位:SI値
SI値とは:Search Indexの略で、1000回あたりの検索頻度です。
 「SI値=分析ワードの検索回数:全体の検索回数×1000」で算出されます。

「サリ麺」「豆腐干」キーワードの検索頻度と予測
「海外旅行に行けない」+「主食のバリエーション欲しさ」ゆえのソールフード需要

「サリ麺」キーワードの検索頻度と予測 「豆腐干」キーワードの検索頻度と予測

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

購入するときの言い訳（口実）となるSDGｓ
単位:SI値
SI値とは:Search Indexの略で、1000回あたりの検索頻度です。
 「SI値=分析ワードの検索回数:全体の検索回数×1000」で算出されます。

食品ロス回避の検索ワード
「Co2排出低減」への関心

「リメイク」キーワードの検索頻度 「大豆ミート」キーワードの検索頻度
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創業70年を越える老舗米菓メーカー
金吾堂製菓は、1950年に東京中野
区で創業した老舗米菓メーカーです。
栃木県と岩手県に製造拠点を持ち、
東京（本社）、大阪、名古屋、九州、仙
台に営業拠点を置いています。

主な取引先は、大手スーパーマー
ケットやコンビニエンスストア、ドラッグ
ストアなど。代表商品の「厚焼」は、米の
風味や食感を改良し続け、50年愛され
続けているロングセラーです。原材料と
なる米や水、醤油にこだわり、独自の製
法を追求するなど、「まじめにおいしい
ものづくり」の理念を守り続けてきまし
た。2016年に三代目社長に就任した
碓田剛士様は、若い人のおせんべい離
れを食い止めるべく、時代に合わせた
新商品の開発にも力を入れています。

導入の背景
食品メーカーでの導入実績が
導入の決め手に
金吾堂製菓様がスーパーカクテル
を導入したのは2016年（2017年より
稼働）。以前は、オフコンで管理をして
いました。社長に就任する前は大手商
社に勤務し、最先端のシステムで日々
の数字を管理してきた碓田様は、オフ
コンでの管理に大変違和感があった
といいます。「オフコンでは、欲しい数
字をリアルタイムで見ることができま
せんし、データも連携していない。数
字を見たい場合はいちいち担当者に
データを出してもらわなければなりま
せんでした。もっとデータを簡単に、有
効活用できないかと思いました。当時

はまだ今ほどDXが注目されていませ
んでしたが、10年先、20年先を考える
と、セキュリティ面やBCP（事業継続
計画）の面からも、デジタル化は必然
だと思いました」
スーパーカクテルが、食品メーカー
で多く導入されていることを伝え聞
き、すぐに導入を決断したといいます。

導入の経緯
社長が旗振り役となったことで
使い慣れたシステムの移行も
順調に
導入にあたって、従来の業務の棚卸
を行い、数カ月かけて要件定義をして
いきました。「コンビニエンスストアだけ
で２万店もの取引先があります。それを
一つひとつシステムの機能と紐づけし
ていく。社員は大変だったと思います」
しかし、社長自らが旗振り役となっ
たこともあり、大きな混乱もなく1年後
には稼働。その後目立ったトラブルもな
く、順調に運用しているそうです。
社員が使いやすいようにインター

フェースを改良したり、菓子業界で統
一のe-お菓子ねっとという発注システ

お客様概要
事業内容	 米菓製造
代表者	 代表取締役　碓田	剛士
資本金	 3,000万円
従業員数	 120名（2021年3月現在）
所在地	 東京都中野区弥生町4-14-4
URL	 https://kingodo.co.jp/

導入システム
スーパーカクテルデュオFOODs

デジタル化で本業以外の業務を効率化し、
モノづくりに徹する。それが中小メーカーの強みになる

株式会社 金吾堂製菓 様

01

Case 
Study

導入のメリット
■業務の効率化
■数字をリアルタイムで管理できる
■安定したシステム導入による信頼感の向上

金吾堂本社 直営店

金吾堂の代表作「厚焼」
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ムに仕様を合わせるなど、若干のカスタ
マイズは行いましたが、ほぼ変更はして
いません。
「当社の業務にスーパーカクテルを
合わせるのではなく、スーパーカクテル
に合わせて仕事のやり方を変えました。
それを素直に受け入れ協力してくれた

社員に感謝しています」

導入の効果
見たい数字がリアルタイムで得られ
対外的な信頼向上にも
導入したのは、受発注管理と在庫管
理、債券管理のパッケージ。
「これまではデータがぶつ切りで連携
できておらず、また人を介してしか見るこ
とができませんでした。しかし、スーパー
カクテルを導入してからは、自分でキー
をたたけば欲しい情報がすぐに見られ

ます。リアルタイムで、売上と在庫情報を
紐づけて見ることができるのは大変いい
ですね。また、実績のある会社のシステ
ムを導入したことで、対外的な信頼感に
もつながっていると思います」と碓田様。
「当社のような中小企業では、ICTの
専門部署を置く余裕はありません。米
菓業界は、新潟県に大手メーカーが集
中し、そこだけでシェア7割を占める寡
占状態。その中で競争力を持つために
は、できるだけ本業以外の業務はスリ
ム化していくことが必要です。スーパー
カクテルを導入したことで、大幅な工数
削減につながりました。その分の時間
は、新製品の開発など、顧客満足度向

上のために使っていきたいですね」

今後の展開
スーパーカクテルの柔軟性を活かし
今後も拡張したい
「ス―パーカクテルを導入した理由
は、食品業界で多数の導入実績ともう
一つ、拡張性の高さです。事業の優先
順位も鑑みながら、今後は、原価管理
のパッケージなども加えていきたいで
すね」と碓田様。

「当社は2020年70周年を迎えまし
た。100年企業を目指して、さらに盤
石な体制をつくりたい。社員に『働いて
いてよかった』と思われる会社、消費
者に『金吾堂の商品っていいよね』と
言っていただける会社にしたい。そこ
が働く原動力です」
最後に、導入を検討されている企業
様へのアドバイスをお聞きしました。
「デジタル化は時代の必然です。そ
こから目を背けていると、時代から取
り残されてしまいます。特に、我々のよ
うな中小のメーカーは、デジタル化に
よって本業以外の業務をできるだけ
効率化し、ものづくりに徹するべきで
す。それが競争力にもつながります。
内田洋行のような信頼できる会社に
ICTの部分はお任せし、協力していた
だく。そうした棲み分けが必要だと思
います」

碓田 剛士 代表取締役

EDI／WebEDI

委託倉庫

FAX／TEL

得意先

本社

在庫管理

商品マスタ

受注 出荷 売上

発注 入荷 仕入

栃木工場

受注データ・e-お菓子ねっと
・日生協
・コープネット

岩手金吾堂

製品在庫の数量管理

EOS名人.NET

AWS

システム連携図
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お客様概要
事業内容　　物産店舗事業、飲食業、食品製造業他
代表者　　　諏訪　寿一
資本金　　　1,000万円
所在地　　　千葉県市原市国分寺台中央7-16-2
URL　　　　http://www.yamasu.com/index.html

導入システム
スーパーカクテルデュオFOODs

二重作業撲滅をキーワードにスパカク導入
～『食』を通して千葉を世界一の観光地へ～

株式会社諏訪商店 様

02

Case 
Study

導入のメリット
■カスタマイズを少なくし、将来のバージョンアップ時のコストを抑えられるよう工夫
■データ出力機能で、他社の会計ソフトとも受注情報を連携
■二重入力をなくし、ピッキングやバーコードリーダーから伝票発行可能に
■FAX受信のデータも、OCRを使用してデータベース化を実現

1969年、千葉県の市原市で創業し
た諏訪商店は、みやげ品などの製造・
流通・店舗運営を行い「『食』を通して
千葉を世界一の観光地へ」をスローガ
ンに、千葉県内を中心に「房の駅」を16
店舗（2021年現在）を経営しています。 
2007年～2008年の会社法や商法
の改正で、上場会社もホールディング
ス制を採用しやすくなりました。M&A
を見据え会社を分割、現在はやます、 
ナカダイ、小川屋味噌店など7つの会
社を切り盛りするまでに成長しました。
製造から流通、卸、小売、外食、通販、
輸出など多角化しています。売り先も大
手の質販店、生協などの流通系、ホテ
ルや高速道路のサービスエリアなど県
内卸、房の駅などの直販とさまざまで
す。アイテム数は定番だけで3,000超。
2012年に諏訪寿一代表取締役は「二
重作業の撲滅」をキーワードに属人的
なやり方を解消するため、基幹システム
で「スーパーカクテル」（＝スパカク、内
田洋行製）の導入を決めました。

導入の背景
システムの老朽化

旧システムはスクラッチ開発でシステ
ム自体が老朽化していました。替え時
ではありましたが、当時は東日本大震
災の直後で、暫く様子を見ることになり
ました。

導入時の状況
食品業での採用実績が多く、 
担当者のレスポンスが良い

合計三社の相見積もりを取りました
が、食品業での採用実績の多さや営業
担当者のレスポンスが良いことがスパ
カク選定の決め手になりました。千葉
にオフィスがあることで選任担当者の
対応が早いという点も大きなメリットと
なったようです。

壁一面の模造紙にフローチャー
トを書き出し、システム化の漏れ
や抜けを回避

導入時に諏訪社長は業務の見える
化のために「システム化で、漏れや抜け
がないように」と社長室の壁一面に模
造紙を貼り、今では考えられない「アナ
ログな方法でシステムのフローチャー
トを書き出した」と当時を振り返ります。 
2013年9月1日から本格的な稼働を始
めていますが、模造紙効果もあり、大き
なトラブルはありません。カスタマイズも
少なく標準仕様で使っており、バージョ
ンアップ時のコストも抑えられる工夫を
しています。ただ、EDIやインフォマート
との受注連携では他社の会計ソフトと
連携し吐き出しできるようにしました。

千葉県のピーナツをクッキー生地にのせた�
「ピーナツキング」
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導入後の効果
システムに合わせるか旧来のや
り方に合わせるか効率を考え都
度判断

システム化で、スパカクの入力がボト
ルネックになり、作業が繁雑で、時間が
かかることもあります。「旧来のやり方
が、効率が良い」と現場の判断が正しい
こともあります。その場合はシステムに
依存せず、やり方の手順を変更し使う
側が効率化させることもあります。

経理業務の効率化により、7社分
の経理業務を1人で対応可能に

導入時から売上は1.5倍～2倍増で
すが、システムで仕入れ・経理・営業対
応の作業人数は変わらないので実質
的な効率化ができています。驚くべき
ことは経理業務に関して7社分を担当
者1人で対応していることです。特に卸
売業務を担うナカダイの時間当たりの
ピッキング効率は大幅にアップし出荷
数は急増、生産性が大幅に向上してい
ます。導入効果は期待通りだと太鼓判
を押しますが、現在の課題は、同社の
運用方法によって「実在庫とPC上の在
庫が一致しない点があるのでこれをな
んとか改善したい」（馬場先宏至総務
部および人事部課長）と語ります。

コロナ禍の大打撃にも負けず、 
黒字化に成功

コロナ禍が続きますが、観光業は大
打撃で、土産菓子を専門とするやますも
大打撃を受けました。それをうけ’20年、
茨城工場を東金工場に統合しました。
海ほたるに房の駅の新規出店を果たし
ています。コロナで一時はどうなることか
と思いましたが、幸いにも今8月の決算
を前に黒字化にも成功しています。

（左から）�代表取締役　諏訪�寿一�様、�
総務部課長�人事部課長　馬場先�宏至�様

柏の葉房の駅Enjoy�Peanuts売場

海ほたるBay�Brand房の駅

システム連携図
本社事務所

倉庫

発注

会計

勘定奉行売上・仕入
入金・支払

受注取込

当日注文

入荷

出荷売上 発注 入荷

仕入先

注文 会計

受注管理

出荷管理

売上管理

売掛管理

生産管理

入荷管理

仕入管理

買掛管理

在庫管理

スーパーカクテルデュオFOODs

房の駅
直営店

道の駅
委託在庫

道の駅
委託在庫

通販
房の駅

EOS名人

FAX

TEL

納品書
（発注番号入り）

売上伝票

移動伝票

入荷数

移動
棚卸

出荷数
賞味期限
チェック

受注

売上
棚卸
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はじめに
今後、日本の人口が減少し、国内マーケットのさらなる縮小
が予想されるなかで、企業が成長をするためには、「海外への
マーケット拡大」がひとつの選択肢になる。
今回は、筆者が生産者と連携して行っている、高糖度トマト

「アメーラ」のヨーロッパでのブランドづくりの実践を紹介しよう。

常識に「？マーク」をつけよう
「日本のトマトをスペイン、イタリアで売る？」「スペインもイタ
リアも、トマトの国だろう。うまくいくはずがない」
「ヨーロッパで、日本の農家が高級ブランドをつくる？」「ヨー
ロッパは、ブランドの国だ。うまくいくはずはない」　
多くの人がそう言った。
本当に、ヨーロッパで日本のトマトは、売れないのだろうか。
海外でのブランドづくりの前提は、日本の常識を鵜呑みにし
ないことだ。ヨコ向きの発想では、強いブランドを生み出すこと
はできない。大切なのは、自分の頭で考え、自分の目で確かめ、
自ら行動することだ。

はじまりは「ミラノ万博」
高糖度トマト「アメーラ」のヨーロッパでのブランドづくりの
チャレンジのきっかけは、2015年にイタリアのミラノで開催
された「ミラノ万博」である。「食」をテーマとした世界初の万
博だ。
アメーラトマトの生産者は、ミラノ万博のイベントに出展し、
イタリア人にアメーラを食べてもらった。現地の消費者の言
葉に耳を傾けた。
現地の消費者の意見だけではなく、食のプロの意見も重
要だ。ミラノのレストランのオーナーシェフにアメーラを使っ
た料理を作ってもらい、アドバイスを貰った。
イタリアを代表する食品専門店に出向き、現地のトマトの
状況を自分たちの目で把握した。
イタリアに続き、スペインのトマト産地、フランスの種苗会
社などを訪問した。ヨーロッパ各地で実際にアメーラを食
べてもらい、アメーラのブランド戦略や生産戦略をプレゼン
テーションし、意見交換を行った。

そこで、分かったことがある。

・�欧州に、「高糖度トマト」や「グルメトマト」というカテゴリはない。
・�欧州では、収穫量と生産性の追求によって、トマトの同質化が
進んでいる。
・欧州では、野菜をブランド化しようという発想はほとんどない。

「ヨーロッパで、日本発トマトのブランドづくりにチャレンジし
よう。可能性がある」　
アメーラの欧州進出が決まった瞬間だ。

進出前に現地を知ろう
ミラノ万博やヨーロッパでの現地調査をきっかけに、ヨー
ロッパでの生産戦略とブランド戦略の検討がスタートした。
ドイツのベルリンや、スペインのマドリードで開催される果
実・野菜の国際展示会に出展をした。
会場では、来場者に対し、アメーラをスライスして、何もつけず
に生で食べてもらった。ヨーロッパでは、トマトは加熱して利
用したり、オリーブオイルやドレッシングをかけて食べること
が一般的だ。生のスライストマトの試食は、チャレンジングな
試みだ。

国際展示会は、世界への情報発信の場、バイヤーや流通業
者とのコミュニケーションの場であるとともに、情報収集の場
でもある。
ヨーロッパでのブランド戦略構築のヒントを得るため、展示会
では、各国からの来場者に対してインタビュー調査を実施した。

中小食品メーカーのマーケティング戦略

第7回：日本のトマトの欧州でのチャレンジ
執筆者

静岡県立大学
経営情報学部
教授

岩崎 邦彦氏

静岡県立大学 経営情報学部 教授・学長補佐・地域経営研究センター長 博士（農業経済学）。
専攻は、マーケティング。とくに、地域や中小企業に関するマーケティングを主な研究テーマとして
いる。
これらの業績により、日本観光研究学会賞、日本地域学会賞、世界緑茶協会 学術研究大賞、財団
法人商工総合研究所 中小企業研究奨励賞などを受賞。
著書に、「地域引力を高める 観光ブランドの教科書（日本観光研究学会観光著作賞）」「農業の
マーケティング教科書：食と農のおいしいつなぎかた」「小さな会社を強くするブランドづくりの教
科書」「引き算する勇気：会社を強くする逆転発想」（いずれも日本経済新聞出版社）などがある。
公職は、静岡県地域づくりアドバイザー、中小企業診断士国家試験委員、世界緑茶協会世界緑茶
コンテスト審査委員、近江米振興協会オーガニック近江米ブランディングアドバイザーなど多数。

連載コラム

ベルリンの国際展示会で、アメーラのスライスを試食してもらう
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中小食品メーカーのマーケティング戦略

ブランドづくりの土台
ヨーロッパでの国際展示会やイベントでは、アメーラを食べた
人の多くが、味に満足をしてくれた。
とはいえ、最高の状態でアメーラを提供できたわけではなかっ
た。なぜなら、日本から運ぶと時間がかかるため、トマトが軟化し
て、品質が低下してしまう。
ブランドの土台は、高い品質である。土台が崩れれば、ブラン
ドも崩れてしまう。ヨーロッパで最高品質の高糖度トマトを提供
するためには、現地で生産することが必要かもしれない。ミラノ
万博の後、アメーラの生産者はスペインに出向き、生産可能性
調査を行った。

モノづくりとブランドづくりを並行させる
アメーラを生産するサンファーマーズが選んだのは、日本か
らの輸出ではなく、スペインでの現地生産である。
アメーラのヨーロッパ進出計画は、スタート時点から、「ブラ
ンドづくり戦略」と「モノづくり戦略」を同時並行で進めた。ブラ
ンド戦略の検討会議には、初回から、経営者だけでなく、生産
者、マーケティングチーム、デザイナーが参加している。
日本企業の海外進出をみると、「モノづくり」が先行して、「ブ
ランドづくり」が後付けになるケースが多くみられるが、モノづ
くりとブランドづくりは「両輪」だ。どちらが欠けても、前に進む
ことができない（図表1）。

スペイン南部のアンダルシア地方に農場の建設がスター
トしたのが、2018年8月である。同年10月には農場が完成し、
「アメーラ」の生産を開始した。

スペインの地中海沿岸で育ったアメーラが初めて出荷され
たのは、ヨーロッパ進出のきっかけとなったミラノ万博から３年
後のことである。

スペインで最も高く売れるトマト
トマトの国スペインには、たくさんの種類のトマトがあるが、
現在、スペインを代表する百貨店で、最も高い価格で売れてい
るトマトは何か。
それが日本発の高糖度トマト「アメーラ」だ。二番目に高いト
マトと比較して、４倍程度の高価格で販売されている。

輸出するのはトマトではなく、「ブランド戦略」
アメーラは、品種でもなく、産地名でもない。生産者が生み出
したブランドだ。独自の生産技術と品質基準によって、アメー
ラが生まれる。

「日本の生産技術とブランド戦略をセットで輸出してほしい」

アメーラのスペインでの生産を心に決めたサンファーマーズ
に、現地のパートナーから依頼があったのは、日本の技術によ
る生産と、日本で構築したブランド戦略をヨーロッパで展開す
ることである。
日本から輸出をしているのは「トマト」ではない。日本国内で
培った「生産技術」と、日本で構築した「ブランド戦略」だ。

おわりに
世界が認識する日本の強みの一つが「食」である。日本の食には、
世界で勝てるポテンシャルがある。21世紀は、小さな企業であっ
ても地方の企業であっても、直接海外とつながることが可能だ。
多くの中小食品メーカーが世界に目を向け、日本発の「おい

しい」を世界に広げてほしい。

引用文献：
岩崎邦彦「世界で勝つブランド
をつくる：なぜ、アメーラトマト
はスペインで最も高く売れる
のか」（日本経済新聞出版）

スペイン産のアメーラ誕生

スペインの百貨店でアメーラは最高価格で売れている

図表１：モノづくりとブランドづくりは両輪

モノづくり ブランドづくり
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Event guide
WEB配信セミナーのご紹介

株式会社オカフーズ  
常務取締役 
統括本部本部長

濱田 康之 氏

株式会社日本食糧新聞社
常務取締役編集本部長

川崎 博之 氏

食品業界のSDGs ～食品ロス削減の課題～
■概要説明
企業がSDGsに取り組むことは、CSR活動の一環として社内外からの評価が
高まり企業価値の向上につながるなど、様々なメリットがあります。
食品業界に直接的な関わりのある食品ロスの改善については、SDGsにおい
ても具体的な目標として言及されています。
1/3ルールの緩和、需給予測、物流の最適化など、食品ロス対策に求められる
対応について食品業界全体の現状や課題、実施策などをご紹介いたします。
→お申込みはWEBから！

【食品ITフェア2022】
中小企業だから出来た！ 
水産加工企業のデジタル化戦略 テレワーク率85%を実現
～築地・OKA'sキッチンから生まれるイノベーション～ 

■概要説明
コロナ禍における勤務スタイルの変化は、積み重ねてきた改善活動の成
果出しを一気に早めました。業務を価値ある物だけに絞るため、全業務を
チャート化し、デジタル、ネットワーク、クラウド、ペーパレスを前提に刷新
し、生産性を高めました。
今後は外部とのデータ連携で社内はもちろんお客様のWMS改善にも寄与
します。PJT成功の鍵は経営者自身が「システム化は経営目的達成の為の重
要な手段」と強いメッセージを全員に発信し続ける事です。
→続きはWEBで！全文公開中です。

●成功の秘訣は代表の旗振り
●2017年から取り組んできた業務改善活動
●こうなったら思い切って踏み切ろう
●新システムの要件定義に業務改善活動が役立った
●7カ月という短期間でプロジェクト完了
●その先のデジタルを活用したSHINKA

【目次】

WEBで
全文公開中！

セミナーレポートのご紹介

食品業界のSDGsセミナーのご紹介

開催日程

URL

2022年5月18日（水） 9:00～17:00
https://www.uchida-it.co.jp/seminar/20220518/

お申込みは
WEBで!
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情報ソリューション事業部

事業企画部

最近、本誌の連載コラム執筆者、静岡県立大学の岩崎先生と
お話しする機会がありました。まん延防止等重点措置は解除
されたものの、大人数での講義は教室ではできず、オンライ
ン授業にせざるを得ない状況が続いているとのこと。ゼミの
ように、できれば対面で授業を進めたいのだが、と仰ってい
ました。本号掲載の「金吾堂製菓」樣の取材もオンライン取
材でした。お会社を訪問して、じかにお話しをお聞きすること
ができる日が待ち遠しいところですが、実は、岩崎先生との
打合せもオンラインなのでした。

（T.K.）

Vol.10より編集に加わりました新メンバーです。
精いっぱい力を尽くしますので、よろしくお願いいたします。
慣れないことも多いなか、少しでも冊子づくりに貢献できる
ことは……と考え、本誌PR動画を制作しました。
https://food.uchida-it.co.jp/magazine/
いい誌面づくりはもちろんですが、まず読んでいただく・知っ
ていただくことから始めていただけたらな、と考えています。
当該URLからは、PR動画のほか、バックナンバーも無料で 
ダウンロードいただけます。よろしければご活用ください！

（T.I.）

編集後記

2022年4月発行

【企画・発行】
株式会社内田洋行　事業企画部
株式会社内田洋行ITソリューションズ　企画部

【制作・デザイン】
株式会社デジタル・アド・サービス

株式会社内田洋行
〒135-0016　東京都江東区東陽2-3-25　住生興和東陽町ビル
TEL：03-6659-7083
https://www.uchida.co.jp/cocktail/

株式会社内田洋行ITソリューションズ
〒105-0004
東京都港区新橋６丁目１番１１号　Daiwa御成門ビル
TEL：03-5777-5315
https://food.uchida-it.co.jp

禁転写転載

Vol. 11

次号予告
特 集  食品工場のスマート化
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