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（顧客用一般米・業者用米）

積極営業で
米のメーカーを目指す

ＮＢ米をスーパーで買う時代
「昔は、どこの米屋も、自分の店のプライ
ベートブランドを扱っていたんですよ。自分
のところで、精米し、ブレンドして、松・竹・
梅と等級分けしていた。あれは、いわばその
店のプライベートブランドです」
と、株式会社やまぐち代表取締役社長・山
口宏氏は言う。
今や、米業界の販売シェアの99％以上が
ナショナルブランドである。すなわち、コシ
ヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれといった
有名産地銘柄の米袋に表示記載事項と原
料が証明された米が主流だ。
「東北78号をササニシキって命名・登録し
て売り出したのが走りですね。ナショナルブ
ランドが生まれたのは、あれはスーパーで売
りやすくするためですよ」
米市場の国内売上は１兆7800億円。１
カ月あたり国民１人の家庭内精米消費量が
3,264ｇ。その購入経路の第１位はスーパ
ーマーケットで51.3%。驚くべきは第２位で、
家族・知人から無償で入手していることで、
これが25.6%。このあと、インターネットシ
ョッピング 10.7%、生 産者から直接購入
8.2%と続き、米穀専門店での購入は2.9%
に過ぎない。

オンリーワンで
付加価値のある商品

せいぞう

米専門店やまぐちは、山口氏の父、清蔵
氏が創業。秦野市の中心地に２店舗を構え
ていた。父が亡くなり、16歳で跡を継いだ
山口氏は、人生の大半を米屋として生きて
きた。
米作りは第１次産業で、農家は生産し出
荷することだけを行っていた。卸売業→小
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安定した食味を提供
山口氏が行ったのは、本来の米屋に立ち
返ることであり、一歩先を行くことであった。
それは、やまぐちのプライベートブランドを
立ち上げることだったのだ。
「はっきり言って、売れなかったら廃業です。
命懸けで臨みました」
山口氏が第一に目指したのは、天候の良
し悪しで左右されない、年間安定した食味
を提供していこうということだ。そのため、
お米マイスターが厳選、吟味した全国のこ
だわり米を仕入れ、単品種に頼らず実食を
重ねて独自のブレンドを確立した。
食味優先米シリーズは、さわらび、つきく
さ、しおん、わかくさ、こうばいの５ブランド
をラインアップ。品格があり、印象的なネー

有井宏太郎
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鎌倉紅谷
ブランディング事業

自社PB（プライベートブランド）
食味優先米シリーズ

売店→消費者と、流通システムも確立され
ていた。それが規制緩和によって、米作りは
いわゆる６次産業に転換し、生産現場から
消費者へと直接販売されることにより、米
に携わる流通関連業者の50％以上が廃業
に追い込まれた。
「スーパーとの競合も激しく、このままでは
自分のところも危ない」
山口氏は、現在の地に移転、指揮系統を
統率するうえで、２店舗体制を一極集中す
ることにした。
生産者と同じ米を販売していては骨身を
削る価格競争になる。
新しい本社屋で行うことは、オンリーワ
ンで付加価値のある差別化商品を開発し、
販売することだった。

あり い こう た ろう

商品価値を
信じていたからこそ

じゆうにひとえ

ミングは、平安時代の衣装、十二単に由来
している。季節によってさまざまな色を重ね
るその組み合わせは幾通りにも及ぶ。プラ
イベートブランドも、季節や天候により幾つ
かの米の種類を重ねるという意味で付けた。
販売チャンネルは不特定物販ではなく、
顧客づくりに徹した。そのため、購入日から
消費周期を計算し、次回購入予測日に訪問
または電話による御用聞きで購入日の注文
をアシストしている。
業務用米の営業についても積極的だ。目
標エリアを決め、毎月20社前後の飛び込み
訪問で情報を収集、分析して、次回の営業
活動に展開していく。福祉施設、公共施設
の給食を中心に取引先が増え、20年前は
一般家庭が100％だったところが、現在は
70％が業務用だ。
業務用米については、すでにある取引先
を同社の米に切り替えてもらうわけである。
なかなか大変な営業だと思われるが ―
「もちろん大変ですよ。しかしね、米屋は
営業をしないんですよ。それをウチはやる
んです」
エコドライブを実践する営業車には災害
対策グッズを積み、災害時には救助に参加
できるよう日頃から従業員に教育している。
「1993年の冷夏による米騒動以来、安い
コメしかブレンドしないというイメージがあ
ります。ブレンド米＝低価格のまずい米と
いうイメージです。ウチはそれを払拭したい
んです」
プライベートブランドで、山口氏はこれま
でなかった米のメーカーを目指す。

組織づくり
勤労少年
「お客様に向かっては、お菓子のおいしさ
が正しく伝わってほしい。従業員に向けて
は、正しく気持ちよく働いてほしい。その一
心で行った自社のブランドプロモーション
事業だったんです」株式会社紅谷代表取締
役・有井宏太郎氏の気持ちを込めた事業が
受賞した、産業Navi大賞奨励賞である。こ
れまで銘菓として数々の受賞歴のある同社
だが、今回は、いわば有井氏が率いる企業
体が評価されたことになる。
同店は1954年、和菓子職人だった祖父、
てつお
ひろおみ
鉄 男氏と洋菓子職人だった父、弘臣氏が共

同で創業。現在本店のある鶴岡八幡宮前に
店を構えた。当初はショートケーキなどを
店頭に並べていたが、鎌倉の観光地化にし
たがって、足の早い洋生菓子からお土産に
向いた焼き菓子へと転換した。そんな中で
生まれた、明月院のあじさいをモチーフにし
た『あじさい』は今も店の看板商品だ。
当時は家族経営だった紅谷。有井氏は小
学校の頃から、系列の釜飯レストラン（現
在は閉店）の厨房で食器洗いを手伝う勤労
少年だった。高校生になる頃には、５階建て
の本店ビル内に構えたビジネスホテルでは、
客室のベッドメーキングを担当した。そして
開店前の店の窓拭きをすると、その後は工
場で『あじさい』に練乳を塗る。

子ども時代からの見習い（？）期間を経て、
同社に入社すると、製 造、営業、包 装、出
荷、接客とひと通りの仕事に就いた。そして、
24歳で父から「おまえは今日から専務だ」
と命じられた。
「専務というのがなにをする
のか分からなくて、辞書を引いてしまいまし
た」と当時を振り返って苦笑する有井氏。
やがて、病に倒れた父と入れ替わるよう
に29歳で社長に就任。その当時だった、大
企業や老舗をめぐる食の安全が取り沙汰さ
れるニュースが頻繁に報道されたのは。
有井氏は強い危機感を覚えた。当時の同
店はといえば「家業に毛が生えた程度でし
た」。よくいえばアットホームだが、企業と
してまだまだきちんと組織化されていなか
った。
「リスクを減らして、お客さまと商品の安全
を盤石にしよう」― そのためには徹底し

た衛生管理が必要だ。有井氏は、エアシャ
ワーを導入した工場の改築工事を、自ら図
面を引いて行った。

正しく伝える、正しく発揮される
続いて行ったのは、自社のブランディング
だった。「おいしいお菓子は１人でも多くの
方に召し上がっていただきたい。だから、そ
のおいしさを正しく伝える必要があると考
えたんです」
同社の製品は高級感を出すため、包装し
の し が み
きんひも
た箱に熨斗紙を付け、金 紐を掛け、カード

を添えと、過剰なまでに手間がかかってい
た。しかし、その手間の割には、幅広いお客
様に「食べてみたい」というおいしさを伝え
きれていないと感じていた。鎌倉のお土産
品というだけでなく、お菓子そのもののお
いしさで勝負したい。そう思えるほど紅谷の
お菓子の味を信じていた。
たとえば、クルミッ子。自家製キャラメル
にぎっしりのクルミをバタークッキーでサン
ドしたこのお菓子の外装は源頼朝の肖像画
では渋すぎる。個包装で使っていたリスの
イラストで外装も統一すると人気に火がつ
いた。女性誌からも取材が入り、売り上げは
うなぎ上りに。
工場を新設し、人手が増えるにしたがっ
て、有井氏は会社への帰属意識をより高め
ていく必要性を感じた。「会社を好きにな
ってもらえば、その人の能力が正しく発揮さ
れます」
そのため、製 菓衛 生師など必要資格を
保有する者には資格手当を付与。さらには
利益が多く出た年の年末には、夏冬の賞与
のほかに決算賞与を支給した。これは通常
賞与のないパートタイマーも支給対象にな
っている。そのほか、２カ月に１回誕生日会
をレストランを借り切って行っている。こち
らも社員、パートを問わず招待し、同じ誕
生月という共通項のもとに部署を超えたコ
ミュニケーションをはかってもらっている。
とし
「年配のパート女性など、“この齢 になって、
誕生日を祝ってもらえるなんて”と喜んでく
れます」
リーダークラスに向けてはコーチングの
先生を招き、次世代の教育のためリーダー
シップを学んでもらっている。
「機械はあく
まで人の補助」と捉える工場での作業も人
が主役だ。
「“紅谷のお菓子が好き”“紅谷という会社
が好き”というお声を内外から頂くのが、私
の目標です。」
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