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１．リサーチャーズクラブ報告書
１）リサーチャーズクラブの概要
消費者と流通販売者との相互学習、対話により、低炭素社会の実現につながるより良いお買いものを目
指していくことをねらいとして、ユニー㈱のアピタ千代田橋店を舞台に一般消費者を募り、18 名からな
る「おかいもの革命!リサーチャーズクラブ」を立ち上げた。
リサーチャーズクラブへの参加者募集の方法としては、2009 年 11 月に実施した「買い物と環境に関
するアンケート」への回答者約 700 名に案内を郵送したほか、アピタ千代田橋店内へのポスター掲示を
行ったり、環境に関するメーリングリストへ投稿したりと、幅広く呼びかけを行った。
応募の際には、年齢、住所、お買いものの頻度やアピタ千代田橋店への来店頻度、趣味、興味・関心の
あるテーマ、応募動機等についても回答してもらった。メンバー選定の際、年代やお買いものに対する意
識の高さなどの観点で、20 代から 60 代までの幅広い年代から、主婦やパート、会社員などさまざまな
職業の消費者がメンバーとなるように配慮し、77 名の応募者から最終的には計 18 名（20 代 1 名、30
代６名、40 代６名、50 代 3 名、60 代 2 名）に決定した。活動期間は 2010 年 9 月から 2011 年 3
月の半年間とし、ミーティングは毎月 1 回（全 7 回）行なった。
リサーチャーズクラブは、消費者が自ら参加し、お店と相互学習・対話しながら、商品の情報表示や販
売方法（フロアマネジメント）、お店の新たな機能などを検討し、よりよい買い物を実現するための場とし
た。更には地域や社会の問題にも目を向け、暮らしに関わる様々な問題を解決していく場へと発展させる
ことを想定した。運営は、ユニー㈱とプロジェクト側とが協働で行い、具体的には月に 1 回程度のミーテ
ィングおよび、メールでの意見交換、ブログでの発信を行なった。

プロジェクトの目標
低炭素型買い物・販売・生産システムの実現 → 消費者・流通販売者・生産者の
新しい関係性の構築
●「消費者と生産者をつなぐ場」
●「新たな価値を伝えるコミュニケーション」

平成２２年度は、特に
消費者と流通販売者
とのコミュニケーション
を通じて、店舗を変え、
消費者のライフスタイ
ルや購買行動の変容
を導くことをめざした。

消費者

流通
販売者

「相互学習」
「対話」
「仕掛け」

●「新たな価値、ライフスタイルの転換」
●「購買行動の変容・買い支え」

生産者

●「石油由来の生産体系の見直し」
●「消費者・流通との新しい商品開発」
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平成22年度プロジェクトの仕掛け
「おかいもの革命！リサーチャーズクラブ」
「相互学習」
「対話」「仕掛け」

応募・選抜

ﾘｻｰﾁｬｰｽﾞ
ｸﾗﾌﾞ
（ＲＣ）

消費者
情報発信

流通
販売者
ｽｰﾊﾟｰ
ﾏｰｹｯﾄ

流通販売者と消費者の相互学習により、よりよい買い物を目指す場・組織
・名称 ： おかいもの革命！リサーチャーズクラブ（ＲＣ）
・メンバー ：女性消費者 18名 ・・・応募者77名から選抜
（20代1名、30代6名、40代6名、50代3名、60代2名）
・活動期間 ：2010年9月～2011年3月（第1期）
・活動内容 ：①月1回程度のミーティングによる意見交換・ワークショップ
②ウェブ・ニューズレターでの他の消費者への情報発信
③店舗でのデモンストレーション
④シンポジウム企画
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ＲＣの活動①ミーティング
第１回ミーティング 2010年9月25日（土）
バックヤードツアー、素朴な疑問を出し合うワークショップ
10月23日（土）
第２回ミーティング
Ａ：容器包装、Ｂ：食（野菜）、Ｃ：エコ商品・PB商品 の3チームに分かれ、課題の
話し合い、店内の現状調査などを実施
第３回ミーティング
11月27日（土）
スーパーマーケットのバイヤー他担当者と課題や疑問・アイディア等について意見交換
12月18日（土）
第４回ミーティング
スーパーマーケットのバイヤー他担当者と店舗でのデモンストレーション方法について
検討
第５回ミーティング 2011年 1月15日（土）
スーパーマーケットのバイヤー等担当者と店舗でのデモンストレーションの具体案に
ついて検討
2月 5日（土）
第６回ミーティング
店内デモンストレーションに関わる準備
★☆★2月27日～3月31日 店内デモンストレーション実施★☆★
第７回ミーティング
まとめ、ふりかえりなど

3月19日（土）
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ＲＣの活動②他の消費者への情報発信
【ウェブサイト】
【ニューズレター】
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２）ミーティング（全７回）の企画と報告
リサーチャーズクラブ第１回ミーティング

【企画書】
作成：小田

■日時：２０１０年９月２５日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

２階エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー

１７名

■内容：
■当日スタッフ：永田先生、東先生、松井さん（ユニー本部）、後藤店長、半谷さん・小田（ＪＳＴ研究員）
計６名
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

９：３０－１０：１５

会場準備

会場セッティング（3 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り、

小田、半谷

（４５分）
１０：１５－１０：３０

パソコン、ビデオ、カメラ準備
受付

（１５分）
１０：３０－１０：４０

２階東側エレベーター前に集合、受付

小田、半谷

＊名簿で確認
オープニング

スタッフの紹介、今日のスケジュールの説明、撮影許可をとる

半谷、小田

バックヤードツアー

ユニーの裏側も知ってもらうバックヤードツアーを簡単に行なう

後藤店長

１１：００－１１：１０

リサーチャーズクラブの説

・ＰＰＴにより、リサーチャーズクラブを立ち上げた経緯、概要を簡

永田

（１０分）

明

（１０分）
１０：４０－１１：００
（２０分）

単に説明する（リサーチャーズノートの説明）
・会則の説明と同意書の記入

１１：１０－１１：２０

自己紹介

（１０分）
１１：２０－１１：３０

松井

簡単な自己紹介

東

（名前、住まい、好きな食べ物、プチ贅沢を名簿にして渡す）
休憩

（１０分）
１１：３０－１２：１０

・ユニーさんあいさつ

お茶とお菓子を食べながら、メンバー同士の交流

小田、半谷

（セルフで取ってもらう）
ＷＳ

・永田先生によるルール説明後、各グループでお買い物・困って
いること、疑問に思っていることを出してもらう（ポストイット）

（４０分）

・テーマは、特に絞らないが、ある程度共有する

永田
東
後藤店長

・各チーム 3 分で、最後に発表（永田先生コメントあり）
１２：１０－１２：１５

アンケート

・アンケート等の概要説明

小田

エンディング

・ブログ、メーリングリストの説明

半谷

・第 2 回ミーティングの案内（10 月 23 日）

半谷

・記入した同意書の受け取り

小田

・商品券お渡し、受領書の記入

半谷、小田

（５分）
１２：１５－１２：３０
（１５分）
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リサーチャーズクラブ

第１回ミーティング

【報告書】
作成：小田

■参加者
・参加者は、リサーチャーズクラブ 17 名（1 名欠席）。
今回の参加者に関しては、2010 年 7 月末に、
（平成 20 年度アピタ千代田橋店で実施したアンケート回答者
900 名と、平成 21 年に行なったエコサロン参加者 60 名）計 960 名にリサーチャーズクラブ第 1 期生の募
集案内ハガキを送付し、8 月 10 日の締め切りまでに応募のあった 77 名から、年代・環境意識やアピタ千
代田橋店でのお買い物の頻度の異なる方等を考慮し、8 月下旬に最終的に 18 名を選んだ。
メンバーの年代は、20 代 1 名、30 代 6 名、40 代 6 名、50 代 3 名、60 代 2 名です。
■詳細内容
オープニング（5 分）
運営スタッフの紹介と、本日のスケジュールの説明を行なった。
店長によるバックヤードツアー（30 分）
アピタの裏側を参加者に見ていただき、後藤店長にアピタの環境に対する想いを伝えていただいた。
① 循環野菜売り場
・ 循環野菜の話。
② バックヤード
・ 通い箱の話（ダンボールがすくなくて済むとの説明）。
・ スーパーの冷蔵庫・冷凍庫の見学（実際に冷蔵庫・冷凍庫にはいっていただく）
。
・ 発泡スチロールリサイクルの様子を見学。
③ リサイクルステーション？
・東海テレビの取材もあり、10 分ほど時間がおしていた。
リサーチャーズクラブの説明（10 分）
・リサーチャーズクラブをどのように 3 月まで進めるのか、永田先生より簡単に説明していただいた。
説明会でも話した内容なので、特に質問はなく、メンバーには理解いただけた。

メンバーの自己紹介（20 分）
・メンバー18 名に、各自一言感想を兼ねて、自己紹介をしてもらった。
・メンバーとスタッフの住まい、好きな食べ物、プチ贅沢は事前にメールで聞いておき、一覧表にして配っ
たので、スムーズに進行できた。
・ランダムに指名する方法は、適度な緊張感も持ててよかった。
ワークショップ（40 分）
・3 グループに分かれ、普段のお買い物に関する疑問、意見や要望を出してもらった。それを、項目ごとに
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まとめ、最後に各グループ 3 分ほどで発表してもらった。
ここで出た意見は、アピタ千代田橋店の店内に、貼りだす予定。
・時間がおしていた分、ＷＳの時間は少し少なめになった。全チームを永田先生が声かけをしながら見回っ
て下さったこともあり、話し合いは大体スムーズだったと思う。
アンケート（5 分）
・今後、研究的観点から、アンケート調査を行なうことをご理解いただくため、簡単に説明を行なった。
エンディング（15 分）
・ブログの説明と、同意書の提出および謝金の受け渡しを行なった。
・次回の第 2 回リサーチャーズクラブのミーティングは 2010 年 10 月 23 日である。
・途中時間調整していただき、時間通りに終わったので、よかった。
■全体を通じて
□良かった点
・メンバーへの連絡をまめに行なっていただいたので、当日スムーズにいい雰囲気でミーティングを行なう
ことができた。今後もブログやメール等で、こまめに連絡を取っていきたい。
□改善点
・謝金の受け渡しに関して、領収書を発行したのに、謝金を忘れてしまった人がいたので、受け渡しを確実
にしていきたい。
・時間配分を考えていきたい。最後走りがちにしゃべってしまったので、途中調整をしていく事は必要だと
感じた。
□その他
・当日、東海テレビの取材が入り、メンバーのモチベーションも上がった。当日午後 18 時半からニュース
で放映された。
・ＷＳで出た意見は店内に貼りだす予定。
・欠席者 1 名には郵送で、資料一式を送った。
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大分類

中分類

１．野菜

２．惣菜

A
食
品

３．肉・魚

４．その他
あaの食品

５． トレイ a
等
B
ゴ
ミ
・
容
器
包
装

６．aゴミ・
AAAリサイ
AAAクル

番号
第1回リサーチャーズで出た意見
1 野菜も今が旬のように貼ってほしい
2 野菜の冷凍方法等が棚、もしくは包装等に表示してほしい
3 なめこに賞味期限が書いていないので書いてほしい
4 野菜（レタス、ほうれん草等）の保存はどうしたらいいか知りたい
5 新鮮な野菜の長持ち方法を知りたい
6 野菜が収穫されて、店頭に並ぶまでの日数を知りたい
7 トマト、ナスなどピッチリパック（ラップ）してあり鮮度がわかりにくい
8 野菜の少量パックを用意してほしい
9 不揃いの野菜なども常に売ってほしい（形の悪いもの、少しのキズなど）
10 じゃがいもと玉ねぎは悪くなっていると嫌なので袋入りを買いたくない
11 愛知県産（特に地元近郊）の野菜コーナーの充実させてほしい
12 おそうざいなど、加工品の食材の産地が知りたい
13 そうざいに使われているお肉やお魚は国産か知りたい
14 おそうざいはなぜ揚げ物が多いのか知りたい
15 惣菜コーナーのメニューはどのように考えているのか知りたい
16 売れ残った商品や賞味期限切れになった商品は、どうなるのか知りたい
17 健康のために、肉の骨付きや魚の切り落としを売ってほしい
18 8時30分にお魚は安くなるけれど肉はどうしてならないのか知りたい
19 少し高くてもおいしい“ほっけ”を売ってほしい
20 魚介類のトレサビリティがほしい。乱獲されていないものか知りたい
21 アピタさんは賞味期限切れの液体物（牛乳とか）はどう処分しているのか知りたい
22 値引きのついた商品はどんどん安くなるが、それでも売れ残るとどこにいくのか知りたい
23 特売や限定100個等の個数を増やしてほしい
24 食品でも衣料でも安すぎるものは本当に大丈夫なのか知りたい
25 調味料の列にレシピを置いてほしい
26 テレビで紹介されたもの、見たものをその日に料理を作ることが多い
27 レシピコーナーでエコにつながるレシピ、ムダをなくすメニューをもっと充実してほしい
28 食品工場がどうやって材料から作っているか見学してみたい
29 冷凍食品で、添加物がすくない物を売ってほしい
30 賞味期限が当日というのがあるが、あまりおかないでほしい
31 遅い時間に行くと、ない品が多いと思う
32 あるスーパーで試食コーナーが不衛生だったので置きっぱなしにしないでほしい
33 パン屋さんの売り場にフタをつけてほしい
34 GOPANの試食会やGOPANカフェができてほしい
35 お米のパスタやパンをもっと売ってほしい
36 お魚をさばいてくれた後、トレーじゃなくビニールに入れてほしい
37 魚や肉のトレーかさばってじゃまになるので、ラップでくるんでほしい
38 お肉やお魚のトレーはやめてほしい
39 スーパーのビニール袋（ロール）多く置きすぎだと思う
40 食品パックに入っているのにさらに、トレーに入れラップまでしてあるのでやめてほしい
41 トレイのいらない商品はバラ売りしてほしい
42 ハクサイやネギなどで自分のエコバッグが汚れるので、新聞紙などで包みたい
43 入り口によるトレー回収は本当にすべてリサイクルされているか知りたい
44 肉をトレーなしにしても、ビニール袋もごみになるから通い容器にしてほしい
45 お肉や魚のトレーはリユースできないのか知りたい
46 レジ袋代はどこへ行ったか知りたい
47 レジ袋代は集めてどうなるのか知りたい
48 廃棄量を減らすためにスーパー側はどんな仕入れをしたりしているのか知りたい
49 実は捨て方のわからないゴミはたくさんあるので教えてほしい
50 生ゴミが腐るのはどのように処理しているか知りたい
51 資源ごみはスーパーに出すのか地域に出すのかどちらがいいのか知りたい
52 アルミ回収にアルミ箔を出してもいいのか知りたい（ラップのカッター部分とか）
53 ペットボトルキャップのワクチンが有名だが、アピタの回収箱はわかりにくいと思う
54 卵のパックのリサイクルを拡充してほしい
55 衣服のリサイクルの引き取りで、どうしてラメ入りの物はダメなのか知りたい
56 牛乳箱を（リサイクルする時）、箱の切り線をつけてほしい
57 ダンボールの代わりのコンテナは衛生的なのか、消毒してるのか知りたい
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58 ペットボトル飲料の容器を、何か別なものにできないのかと思う
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衛生、情報
容器、ゴミ

C
エ
コ
商
品
・
Ｐ
Ｂ
商
品

７．エコ
あ 商品

８．ＰＢ
あ 商品

D
等日
用
品

９．日用品
10．衣料品

11．サービ
ス
Ｅ
そ
の
他
12．設備

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

エコ商品が私には目に入りにくいのでわかりやすくしてほしい
シャンプーやリンスの詰め替えが割高なので量り売りしてほしい
いろんな場所でエコバッグ配りすぎなのでやめてほしい
実際、通常商品とエコ商品どちらが売れているか知りたい
エコ商品が高いのはなぜか知りたい
エコ商品はなぜ割高か知りたい
洗剤、シャンプー等容器本体よりつめ替えの方が単価が高い理由を知りたい

情報
詰め替え、価格（日用品）
過剰
情報、値段
情報、値段
品質、価格
詰め替え、価格（日用品）
アピタ商品の独自ブランドのヒートタイプの肌着をもっと伸縮性のある素材にして欲しい
品質（衣料品）
品質、情報、価格
プライベートブランド＝安いというイメージがあるが、品質はどうなのか知りたい
スタイルワンのメーカーの選定方法を知りたい
情報、選定
PB商品で売り上げトップなのは何か知りたい
情報、売り上げ
３Fの家電製品売れてるのか知りたい
情報、売り上げ
枕や布団は自分の身体に合ったものを買いたいが、合う物が見つけにくいと思う 情報
化粧品やサプリメントなどはサンプルで試せるようにしてほしい
試供
もっとシンプルな子供服があったらいいなと思う
衣料品
レジの所で、広告の品の商品が売り切れになったことがわかるようにしてほしい 売り方、情報
コンシェルジュサービスがほしい
売り方、システム
店にない物で、欲しいものがあった時、取り寄せてもらえるシステムがほしい 取り寄せ、システム
イオンのWAONのように、アピタさんも目立たせてほしい
インセンティブ、システム
“増量”ということばに引きつけられる
増量、表示
ママ友ができるイベントがあったらいいなと思う
イベント、子ども
アピタ店内の照明が少し暗いと感じる
照明
トイレのクリーナージェルですが、量を使いすぎだと思う
トイレ、削減
エレベーターの上下作動のロスはないのか知りたい
エレベーター、情報
障害者用Pにとまっている車は本当に全部障害者の方なのか知りたい
駐車場、情報
子供があそぶ広場にもっとおもちゃがあったらいいと思う
子ども、広場
子供用カートは汚れていると感じるが、清掃されているのか知りたい
子ども、カート、衛生
カートを回収する人はなぜおじいさんなのか知りたい
子ども、カート、衛生

以上
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リサーチャーズクラブ

第２回ミーティング

【企画書】
作成：小田

■日時：２０１０年１０月２３日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

２階エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー

１４名（４名欠席）

■内容：売り場調査をし、売り方や情報表示等の現状把握をする。
■当日スタッフ：永田先生、東先生、松井さん（ユニー本部）、後藤店長、半谷さん・小田（ＪＳＴ研究員）
計６名
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

９：３０－１０：１５

会場準備

会場セッティング（3 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り、

小田、半谷

（４５分）

パソコン、ビデオ、カメラ準備、撮影許可とる

１０：１５－１０：３０

受付

（１５分）

２階エレベーター前に集合、受付、

小田、半谷

＊名簿で確認、（ログイン ID&パスワードを渡す）

１０：３０－１０：５５

オープニング

（２５分）

・今日のスケジュールの説明、東海テレビ録画視聴、ノート回収

小田

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

東

・チーム分けの経緯、今後の進め方をＰＰＴで説明

永田
全員

１０：５５－１１：２５

売場調査

・3 チームに分かれて、それぞれ売場調査に行ってもらう

（３０分）

＊下記参照

・ゴミ・容器包装チーム（東、松井）/食チーム（永田、半谷）
/エコ商品・ＰＢ商品チーム（店長、小田）

１１：２５－１２：１５

・リサーチャーズノートのコピーをとる（18 人分）

半谷

・ビデオ撮影

松井

・売場調査でのメモより、Ｂ紙にポストイットでまとめる

全員

・各チーム 1 分で発表する

東

アンケート

・アンケートの説明と実施

小田

エンディング

・ブログ、メーリングリストの説明

半谷

ＷＳ

（５０分）
１２：１５－１２：２０
（５分）
１２：２０－１２：３０

・第３回ミーティングの案内（11 月 27 日）

（１０分）

・商品券お渡し、受領書の記入

半谷、小田

＊終了後、運営委員会打ち合わせ。
売場調査

10：55～11：25 （30 分）

・ 3 チームに分かれて、それぞれ売場調査に行ってもらう
・ ゴミ・容器包装チーム（東、松井）/食チーム（永田、半谷）/エコ商品・ＰＢ商品チーム（店長、小田）
・ 半谷はリサーチャーズノートのコピー、小田は待機、それ以外は RC メンバーと売場 1 階へ
★☆売場調査のやり方☆★
・チームごとに、第 1 回リサーチャーズミーティングで出た意見の確認をするため、売場を調査します。
①前回出た意見が、本当にそうなのか確認をする →売場調査用紙に確認したものには○をつけ写真を撮る。
＊メンバーのリサーチ姿も写真を撮ってください。
9

②自分たちで確認できないものは、お店の人にインタビューをしてみる。→売場調査用紙に記入する。
分担などは、チームごとで決める。
③その他、売場で新たに気付いたことを追加記入し、①、②を同様に行なう。
↓
WS（意見交換）

11：25～12：15（40 分）

① 売場調査をした内容について、重要だと思うもの順に、順位づけをする。
② 取り上げたいテーマを、順位等を考慮して３つほどにしぼり、Ａ自分たちで解決できること、Ｂお店に
お願いすることをそれぞれまとめる。
↓
最後に各チーム 1 分ほどで発表する。
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第２回リサーチャーズクラブ報告（概要）
１

開催日時
平成２２年１０月２５日（土）

２

１０：３０～１２：３０（アピタ千代田橋店）

概要

「食チーム」
「エコ商品・PB 商品チーム」の３分野に分かれ、第一回のミーティ
・
「ゴミ・容器包装チーム」
ングの疑問・知りたいことを中心に、まずは売り場での現状調査を実施した。
・その後、現状調査をベースに、テーマの絞り込み及び問題解決に向けた今後の手順について意見交換を実
施した。
※内容の詳細は別添参考資料１のとおり。
３

３分野の課題及び課題解決にむけて

※課題の詳細は別添資料２のとおり。

ゴミ・容器包装チーム
・課題の抽出は、「トレイ削減と他の容器等の利用」「二重包装・過剰包装」「バラ売りなどの販売方法」
「トレイのリユース、リサイクル」
「ユニー側の取り組みへの理解の促進（レジ袋還元基金など）」に集
約できる。
・課題解決に向けて、まずは「消費者の意識や行動のリサーチ」を実施する。その後、解決に向けてお店
と何ができるかを検討する。また、アピタが容器包装削減に熱心に取り組んでいること「ＰＲ（広報）」
や過剰包装をなくしていくための「ＰＲ（啓発）」の具体的な方法を、お店とともに検討していく。
食チーム
・課題は、野菜に関して「旬などの情報表示」
「野菜の見分け方や保存方法」「旬な野菜を使ったレシピ」
に集約できる。
・課題解決に向けて、まずは、野菜の仕入れの仕組みを中心に「青果のバイヤーへヒアリング」を実施す
る。その後、「旬の野菜が選択できるような情報表示、食べ方のレシピ、保存方法」について、どのよ
うに売り場で伝えられるかを検討していく。
エコ商品・PB商品チーム
・課題は、「エコ商品の認知度と購入」「エコ商品の表示方法・売り方及び使い方」
「エ
コ商品に関する学習」に集約できる。
・課題の解決に向けて、まずは「エコ商品のモニタリング」をハンドソープから開始
する。また、エコ商品の開発担当者にヒアリングを実施する。
加えて、表示方法や陳列をふくめた「フロアマネジメント」をお店と検討する。
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(参考資料 1)
―

実施概要

―

■日時：２０１０年１０月２３日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

東側２階エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー １４名（欠席者 ４名）
■内容：第１回ミーティングで出た意見をもとに売り場調査を実施し、売り方や情報表示
等の現状把握をする次回に向けて取り組む内容について議論を深める。
■当日スタッフ：永田（大阪市立大学）、東（椙山女学園大学）、松井チーフマネージャー、後藤店長（ユニー
㈱）、半谷（日本福祉大学）・小田（椙山女学園大学）
―

ＷＳでのチーム別具体的な意見

―

ゴミ・容器包装チームＷＳの意見
売り場調査の結果とメンバーの反応
＜トレイの削減と他の容器等の利用について＞
・魚や肉をさばいてもらった後、トレイではなくビニール袋などに入れてほしい。
→対面販売のコーナーであれば、消費者からの要望があればトレイをやめてビニール袋や他の容器に入れて
）
もらえる。（衛生上の問題は消費者の自己責任で対応する。
⇒消費者に知られていない。ＰＲが必要ではないか。
・魚や肉のトレイはやめてほしい。
→鮮度や形状の維持、見た目などの点から、トレイが適していると考えられている。
（消費者は鮮度や見た目をかなり重視している。）
⇒確かに鮮度は気になる。が、環境負荷も気になる。
お店の意見（鮮度、見た目重視）と消費者の意見（エコ）の歩み寄りが必要。
＜二重包装・過剰包装 ＶＳ ばら売り・裸売りについて＞
・食品パックに入っているものをさらにトレイに入れラップをするなどの二重包装はやめてほしい。
→実際にハンバーグなどの二重包装を確認。StyleONE の商品でも二重包装、過剰包装のものがみられた。
⇒お店や企業に改善を働き掛けたい。
・トレイのいらない商品はバラ売りにしてほしい。
→りんご、なしなどでバラ売りとトレイ売り（クッション材＋トレイ＋ラップ）を確認。
鮮度や形状の維持、見た目などの点からトレイ売りも必要とされている？
トマト、レタスなどではリユース容器を用いてバラ売りされているものがあった。
⇒購入後の利用のしかたにより傷みが少ないものを買いたい場合もある。
消費者はどの程度トレイ（容器包装）を必要としているのか知りたい。
多様なチョイスができる売り方（トレイ売りと裸売りのバランスなど）はいかにあるべきか検討する必要
がある。
・ハクサイやネギの裸売りを買うとエコバッグが汚れるので新聞紙で包みたい。
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→多くの消費者の要望があれば検討してもらえるが、それほど需要はないと考えられている。
⇒サッカー台に新聞紙があったら消費者がどの程度利用するか調べてみたい。

＜ロール式ビニール袋の削減について＞
・ロール式ビニール袋を多く置きすぎだと思う。
→各サッカー台に１つずつ設置してあり、最小限必要な量であると考えられている。
（ビニール袋に対する消費者の需要は、かなり高い。
）
⇒使用量削減のためのＰＲ（表示、ポップ）が必要ではないか。
＜トレイのリユース、リサイクルについて＞
・魚や肉のトレイはリユース出来ないのか知りたい。
→衛生上リユースは難しいため、リサイクルしている。
・出入り口で回収されているトレイはすべてリサイクルされているのか。
→100％リサイクルされており、ベンチなどに再生利用されている。
そのほか、透明で色や汚れのないレジ袋はレジ袋に再生されている。
小型家電製品の回収もある。
⇒消費者に知られていない。ＰＲが必要ではないか。
＜レジ袋代の行方について＞
・有料のレジ袋を売った代金はどこへ行くのか。
→名古屋市のレジ袋有料化還元基金に寄付している。（保育園の園庭芝生化などに利用されている。）
⇒消費者に知られていない。ＰＲが必要ではないか。
知りたい＆提案
＜消費者の意識や行動のリサーチ＞
・消費者がどの程度トレイを必要としているかをリサーチしたい。
・容器包装等に関する消費者の意識や行動についての既存の調査の結果を確認する。
・トレイの必要性をはじめとする新たな消費者調査を企画・実施する。
＜お店を消費者とのコミュニケーション＞
・食品の鮮度や見た目にも一定の配慮をしたうえでトレイを減らすには、どのような方法が考えられるかを話
し合う。
・StyleONE 商品の過剰包装をなくすようお店に働きかける。
＜取り組みや成果のＰＲ＞
・アピタ（ユニー）が容器包装削減のための様々な取組みを行っていること、トレイは 100％リサイクルされ
ていること、消費者の需要（要望）があればさらにエコな対応を求めることができることなどを消費者にＰ
Ｒする。
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・店内放送、店内表示、ポップ、その他の有効なＰＲ方法を検討する。
第３回以降ミーティング
・テーマは「リサーチ」
「コミュニケーション」
「ＰＲ」。
・まずは、既存の消費者の意識や行動の調査結果をみながら、今回の消費者のリサーチ方法を考える。
・
「リサーチ」と並行して、アピタが容器包装削減に熱心に取り組んでいること「ＰＲ（広報）」や過剰包装を
なくしていくための「ＰＲ（啓発）
」の具体的な方法を、お店とともに検討していく。
食チームＷＳの意見
売り場を見て気付いたこと
＜旬の野菜の売り方について＞
・旬の野菜は、わざわざ通路に平置きで「今が旬」のような表示がついている。
→旬の野菜をわざわざ並べず、通常の陳列棚に並べ、プライスカードのところに「旬マーク」のようなもの
がポイントで付いていればそれで十分だと感じる。
・（青果部門課長へのヒアリングから）旬のものが必ずしも安いわけではないことが分かった。旬の時には、
重要が高まり、供給量とのバランスから値段が上がることもある。
・（青果部門課長へのヒアリングから）旬の野菜は栄養価が高い。
・子どものころは、売り場には旬の野菜しか売っていなかったので、スーパーに行けば旬が分かった。今は消
費者のニーズから様々な季節の野菜が取りそろえられるようになっている。やはり年中様々な野菜が食べた
いという気持ちはある。
（無かったら無いでも生活できる、という意見もあり。
）
＜野菜の産地と値段について＞
・長野産のネギと北海道産のネギが並べておいてあり、長野産の方が 100 円高かった。違いが分からなかった。
知りたい＆提案
＜情報表示＞
・「旬」が分かるような情報表示が欲しい。
・購入する時に糖度（味）が分かるような表示が欲しい。
＜栄養価について＞
・水耕栽培と土耕栽培など栽培方法による野菜の栄養価の違いはあるのか。
＜保存方法について＞
・野菜の保存方法について。野菜それぞれについて、冷蔵したほうが良いもの、常温が良いもの、冷凍したほ
うが栄養価が高まるものなどがある。
・野菜が全部使い切れない場合、保存方法があれば買いやすい。
→

野菜の保存に関するハンドブックを作成してはどうか？

＜調理方法について＞
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・その野菜にあったおいしい調理方法が知りたい。
・食べ方の提案をしている「クッキングワゴン」で、旬の野菜の食べ方の提案があっても良い。
意見
・レシピは取るが活用しているかというと、していないことも多い。
・レシピは取らない。ネットで検索して調べる。クックパッドは素人のレシピなので、分かりにくいことがあ
る。料理の専門家のレシピの方が分かりやすく、見ている。
第３回以降ミーティング
・テーマは「旬の野菜の選択」。
「旬」の野菜が選択できるような①情報表示②食べ方のレシピ③保存方法の３
点について、どのように売り場で伝えられるかを検討したい。
・まずは青果のバイヤーへ、仕入れの仕組み、野菜の保存についてヒアリングを希望。
エコ商品・ＰＢ商品チームＷＳの意見
売場調査の結果と話し合いの内容
＜エコ商品の認知度＞
・実際にエコ商品を買ったことがないので買ってみる。
→毎回、メンバーそれぞれが１つずつ買ってみて、他の商品・ＰＢブランドとも使用感などを比較し、まと
める。今回はハンドソープに決定。
・一般の方にエコ商品が知られていない。
→Eco!on だけなら、簡単にわかる（店長にリストを作っていただく）。次回以降は、それをもとに毎回エ
コ商品・ＰＢ商品を試してみる。その私達の感想をＰＯＰに添えてもらえたらいいなぁ…。
チラシにエコ商品を毎回一つずつ載せてみては？
→載せる事は可能（店長）
＜エコ商品の表示方法・売り方、使い方＞
・今は種類やメーカーの中に紛れているので、見つけにくい。エコ商品だけのコーナー作りをしてみては？
→売場の棚割の決め方によっても印象を変えられる。リサーチャーズクラブでディスプレイを考えてみる。
リサーチャーズクラブおすすめＰＯＰと合わせて！
・パッケージがわかりにくく、割高。
→付加価値をもっとわかりやすく提示してみては？アレルギーの方に、体にやさしいとかアピールするとか。
・安心・安全・健康なものがいい！（地球と体に優しい）
→エコというよりも、これを前面に出してはどうか？
・濃縮タイプは使う量が少ないから粉タイプと同じだけ使えると表示があるが、実際はすぐ使い切ってしまう。
→使い方によってはエコではないかも。
＜エコ商品について＞
・どういうものがエコなのか？定義は？
→ユニーではリサイクルしているもの。一般では？
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・無添加なのはエコなのか？（粉せっけんとか）液体洗剤の濃縮タイプは水が節約できるからエコなのか？
→エコの種類を分けてみては？
＜価格＞
・シャンプー、洗剤の量り売りは？
→やろうと思えばやれるが、衛生面やＬを量れる機械の設置等、むずかしい点も…。
・なぜ詰め替えより本体が安いのか？
→現状は、本体がたくさん売れて定着すれば詰め替えの生産性が上がるので安くなるが・・・メーカーや小
売が努力して詰め替え用を安く提供できれば。ユニーの eco!on さんにお願いしてみる。
・エコだけでなく、価格が大事。エコと価格は比例しないのでは。
→高いなら高い理由がわかるといい。
・ヨーグルトとか、プラ容器より紙容器の方が安いのはなぜ？
→プラより紙の方がエコそうだけど、高いとやっぱり買わない。
＜ＰＢ商品について＞
・ＰＢの売り上げが高いのは？
→ふりかけが安くておいしい、100 円の冷凍食品、ヒートオンも。
・ＰＢはもうかる？
→もうかるけど、リスク＝利益。
知りたい＆提案
・エコ商品を実際に買ってみる。→今回は、ハンドソープをそれぞれ買い、使用感などを試してみる。次回以
降も、店長に作成してもらった eco!on リストを元に、いろんなエコ商品を試してみる。
→その感想を、リサーチャーズメンバーのおススメ！などのＰＯＰを作成し、売場に表示してみる。
・エコ商品が売場のどこにあるかわからないので、エココーナーを作り、メンバーでディスプレイも行なう。
・本部の人に、シャンプーなどの詰め替えを安くしてほしいとお願いをする。
第 3 回ミーティングでやること
＜メンバーの実践＞
・エコ商品を使用してみてのよかった点、悪かった点、感想などをまとめる。パッケージや価格、他の商品と
も比較できると良い。
＜表示方法・売場の検討＞
・ＰＯＰに表示する内容をまとめ、表示方法を検討する。→表示の担当者がいると良い。
・エコ売場をどのように作るかを検討する。→売場担当者、eco!on 担当者がいると良い。
・安心、健康を前面に出した商品のＰＲ方法を考える。→eco!on 担当者と検討。
＜定義の明確化＞
・エコの定義を明確にする。
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リサーチャーズクラブ

第３回ミーティング

【企画書】
作成：小田

■日時：２０１０年１１月２７日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

２階東側エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー

１８名、ユニーさん担当者２～３名

■内容：第 2 回ＲＣでの売り場調査・ＷＳを踏まえ、ユニーさん担当者を交えた意見交換をする
■当日スタッフ：永田先生、東先生、松井さん（ユニー本部）、後藤店長、半谷さん・小田（ＪＳＴ研究員）
計６名
■当日スケジュール
時 間
９：３０－１０：００

内 容

詳 細

会場準備

会場セッティング（3 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り、

（３０分）
１０：００－１０：１５

パソコン、ビデオ、カメラ準備、撮影許可とる
スタッフ打ち合わせ

・スタッフ打ち合わせ（10：00～10：10）

（１５分）
１０：１５－１０：３０

・ユニーさん担当者打ち合わせ（10：10～10：15）
受付

２階エレベーター前に集合、受付（名札で確認）

（１５分）

進 行
全員
小田
各チーム
小田、半谷

司会：小田
１０：３０－１０：４５

・今日のスケジュールの説明、（東海テレビ録画視聴）

オープニング

・ニュースレターについて

（１５分）
１０：４５－１１：１５

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）
第３回ＲＣの説明お

・3 チームに分かれて、それぞれ第 2 回ＲＣの内容を写真を用

よび売場での確認

いてユニーさん担当者に説明する。

（３０分）
１１：１５－１２：２０

東

永田

・売場での確認は、適宜チームごとで行なう。
ＷＳ

・ユニーさん担当者との話し合い

（６５分）

・提案等今後やることをまとめる

永田

・最後に各チーム 3 分で発表
１２：２０－１２：３０

エンディング

・ブログ・ニュースレターの説明（宿題発表）

（１０分）

・第３回ミーティングの案内（12 月 18 日）
・商品券お渡し、受領書の記入
・アンケート（第 2 回ＲＣ欠席者のみ）

ユニーさん担当者への説明

10：45～11：15 （30 分）

・ 3 チームに分かれて、ユニーさん担当者へそれぞれ前回取った写真をもとに説明と提案を行なう。
・ 適宜、売場を見に行く。
WS（意見交換）

↓

11：15～12：20（65 分）

・チームごとに、課題の解決に向けて、話し合う。
・12 月以降、売場で何をやるか、どう売場等を変えるかをまとめる。
↓
最後に各チーム３分ほどで発表する。
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半谷

リサーチャーズクラブ

第３回ミーティング

【報告書】
作成：小田

■参加者
・参加者は、リサーチャーズクラブ 15 名（3 名欠席）。
・ユニー本部より、各チーム 2～3 名の担当者が参加された。
■詳細内容
オープニング（15 分）
・本日のスケジュールの説明後、ニュースレターについてのお知らせをした。今回から、一般消費者に向け
てニュースレターを発行することにより、リサーチャーズクラブの活動を認知してもらうためである。詳
細はエンディングに説明した。その後、前回同様、リサーチャーズノートの中からイチオシ！トピックス
を一人 30 秒で、15 名の参加メンバー全員に紹介いただいた。内容は、今回事務局のコピーをとる時間が
なく集めなかったが、前回 160 もの意見があったことから、次回以降は毎回集めてコピーを取る。
・ユニー担当者の方は初参加の方もいたので、今までの経緯を永田先生よりお話いただいた。
第 2 回リサーチャーズクラブの振り返り（30 分）
・各チームに分かれ、前回までのリサーチャーズクラブミーティングの内容をメンバーからユニー担当者の
方に説明をしてもらった。
ワークショップ（65 分）
・各グループで、それぞれ調査の内容をもとに、話し合いを進めた。各チームの話し合い結果は下記に添付。
・ゴミ・容器包装チーム：ＳｔｙｌｅＯＮＥの過剰包装について調査をする。ＰＲ方法等検討する。
・食チーム：すべて旬であり、基準がわからなくなった。表示等を検討中。一度、詳しい整理が必要
「濃縮洗剤」と「詰め替えティッシュ」を試してみることになった。
・エコ商品・ＰＢ商品チーム：今回は、
次回は、どこがエコなのか、ＰＯＰ等情報表示を考えるとともに、担当者に商品の講義してもらう。
・最後に各チーム３分ほどで発表してもらった。
アンケート（第 2 回ＲＣＭ欠席者のみ）
・前回欠席者のみアンケートに回答いただいた。
エンディング（10 分）
・半谷さまよりニュースレターについて説明を行なった。各チーム 250 文字程度で 3 チームの話し合いの内
容をニュースレターにまとめ、アピタ千代田橋店にて一般消費者に配布する予定。
・ブログには、「年末の大掃除のプチアイディア」を全員に書いてもらうことにした。
・同意書の提出および謝金の受け渡しを行なった。
・次回の第 4 回リサーチャーズクラブのミーティングは 2010 年 12 月 18 日である。また、ユニー担当者の
方にも参加いただく。
・時間は大体定刻で終われた。
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□その他
・マスコミ向けに、連絡を毎回行ない、認知度を上げていきたい。
・欠席者 4 名には郵送で、資料一式を送った。
（松田久美子さま、柴山里美さま、李雲満さま）
□各チームでのＷＳ話し合い詳細
ゴミ・容器包装チーム
担当者

：松井さん、坪井さん

＜トレイの必要性について＞
・トレイを断ってビニール袋で購入してみたが、見た目も悪く、扱いにくいことから、やはりトレイは
必要であると感じた。
・アピタ千代田橋店での鶏肉のトレイ実験やアンケートの結果が紹介され、67％の消費者がトレイは不
要と回答しているものの、実際に売れた商品の 74％がトレイ付きであるという実態があることを共
通理解した。
・トレイであれば、きちんと分別・回収されリサイクルされる割合が高いが、ビニール袋では、可燃ご
みなどになる可能性が高いのではないか。
・トレイをリサイクルしてできたベンチなどを、むしろＰＲすべきである。
↓
（結論）魚や肉のトレイは必要性が高いので、その削減を呼び掛けるよりは、回収されたものがきちん
とリサイクルされていることをＰＲする方向で考えていく。
＜裸売りのハクサイなどを包む新聞紙のサッカー台への設置について＞
・マイバッグを洗えばよい（洗えるマイバッグを使うようにすればよい）ので、わざわざ新聞紙を設置
する必要はないのではないか。
・新聞紙のインクは有害ではないのか。その点も不安である。
↓
（結論）裸売りのハクサイなどを包む新聞紙のサッカー台への設置を行う必要はない。
＜二重包装、過剰包装の削減について＞
・StyleONE の 3 個入りハンバーグで過剰包装が見られたが（前回のミーティング時に確認）、少なくと
も StyleONE 商品については過剰包装がないようにしてほしい。
・StyleONE の商品の中にどれくらい過剰包装の商品があるのか調べてみたい。
↓
（結論）StyleONE の食品（ドライ）リストを松井さんから提供していただき、リストに掲載されてい
る商品の包装状態について次回までにリサーチしてくることになった。
＜アピタの容器包装リサイクルのＰＲについて＞
・アピタで回収されたトレイが 100％リサイクルされていることを消費者は知らない。
・アピタでの回収・リサイクルがこれ以上活発になった場合に、経営的に対応は可能か？
→もともと利益を得るために実施しているわけではないが、キャパシティや人件費の問題がある。一
定量の増加までなら対応できる。
↓
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（結論）リサイクルステーションで回収されたトレイ等がどのようにリサイクルされていくかを消費者
にわかりやすく示すことにより、「アピタは環境にやさしい（リサイクルを推進している）お店」
であることを知ってもらうような店内表示（ポスター、ポップなど）やその他の有効なＰＲ方法を、
引き続き考えていくことになった。
食（野菜）チーム
エコ商品・ＰＢ商品チーム
担当者：菅野さん、千葉さん、赤地さん
＜ハンドソープを試してみて＞
・普段使っているものは香料の強いものが多いが、意外と香りがないと思った。
・インフルエンザの流行っている時など、本当にやばくなると除菌力 99.99％のミューズ等を買ってし
まうが、これはしっかりばい菌が取れているのだろうか。→除菌力は非常に高いけれど、あまり伝わ
っていないため、来年 1 月位にパッケージをリニューアルする予定（他のお客様からの声もあった）。
・あまりエコを打ち出していないようだが、エコ以外のいい所がセールスポイントになるのでは。→エ
コを前面に出しても買わない。
・モリゾーとキッコロは意外と人気である。
・泡切れが良い所はいいと思う。
・エコ＝体に良いのか。
・イオンには、エコ商品はざっと見る限りなかった。
＜ＰＢ商品について＞
・商品の数が少ない（食品があまりない）→ふりかけ、おもち、パックご飯は品質はとても良い。メー
カーでの工場チェックもしっかりとし、原材料も安心である。
・オイスターソースはまずかった→味の吟味が必要。
＜エコ商品について＞
・全体的に、どれがエコ商品なのかわからなかった。
・エコの定義は、省資源とか、ゴミ減量とか、あまり定義が作られていない。
・どれが一番売れているのか→トイレットペーパーのアローザが一番売れているが、小さくエコオンと
しか載っていない。
・詰め替え商品がなぜ安いのか。→メーカーが赤字覚悟で一定期間安くしているだけで、もとに戻った
時が普通の値段。
・実験的に、社内のパートタイマーの方等によるライフ調査を行なっているが、バイヤーは化粧品以外
男性ばかり。→商品を買いに来るのは女性なのだから、女性目線をもっと入れてもいいのではないか。
・紙皿は、さときびから作られているので、口に入っても安心だと思った。
・ゴミが減ったり、水を汚さないものが良い。
＜売場でのアピール方法＞
・ＣＭをもっとやらないのか。ＣＭタレントによって、イメージアップもできる。
・モゾのレジのように、テレビで商品の宣伝をしてはどうか。
・使用済み油を回収しているが、店舗の揚げ物等には使用していない。
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＜次回までの宿題＞
・「濃縮洗剤」と「詰め替えティッシュ」を試してみる。
＜今後の予定＞
・どこがエコなのか、情報表示を考える。
→リサーチャーズクラブおすすめＰＯＰを作ってはどうか。
→次回、担当者に「濃縮洗剤」と「詰め替えティッシュ」について講義してもらう。
→アマゾンランキングのように、ある項目について☆印をつける。
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リサーチャーズクラブ

第４回ミーティング

【企画書】
作成：小田

■日時：２０１０年１２月１８日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

２階東側エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー

１８名、ユニーさん担当者２～３名

■内容：第３回ＲＣでの話し合いを踏まえ、ユニーさん担当者を交え再度意見交換をする
■当日スタッフ：東先生、松井さん（ユニー本部）、後藤店長、半谷さん・小田（ＪＳＴ研究員）、
学生アルバイト 1 名
計6名
■当日スケジュール
時 間
９：３０－１０：００

内 容
会場準備

（３０分）
１０：００－１０：１５

会場セッティング（3 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り、

パソコン、ビデオ、カメラ準備、撮影許可とる
スタッフ打ち合わせ

（１５分）
１０：１５－１０：３０

詳 細

・スタッフ打ち合わせ（10：00～10：10）
・ユニーさん担当者打ち合わせ（10：10～10：15）

受付

２階エレベーター前に集合、受付（名札で確認）

（１５分）

進 行
全員
小田
各チーム
小田、半谷

司会：小田
１０：３０－１０：４５

オープニング

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

（１５分）

１０：４５－１１：１５

小田

東

（ノートを集めたら、学生バイトはコピーを取りに行く）
第３回ＲＣの説明
および売場での確認

（３０分）
１１：１５－１２：２０

・今日のスケジュールの説明、ポスター・ＰＯＰについて連絡。

・3 チームに分かれて、前回の内容を復習する。

東

・売場での確認は、適宜チームごとで行なう。
ＷＳ

（６５分）

・ユニーさん担当者との話し合い
・提案等今後やることをまとめる

東

・最後に各チーム 3 分で発表
１２：２０－１２：３０

（１０分）

エンディング

・ＰＯＰ・ニュースレターのお知らせ（宿題発表）

・第３回ミーティングの案内（1 月 15 日）
・商品券お渡し、受領書の記入
・アンケート（第 3 回ＲＣ欠席者のみ）
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半谷

［別紙］

リサーチャーズクラブ
１

開催日時
平成２２年１２月１８日（土）

２

１０：３０～１２：３０

開催場所
アピタ千代田橋店２階

３

第４回ミーティング【報告書】

東側エレベータ前

参加者
リサーチャーズクラブメンバー

11 名（欠席者

7 名）

ユニー様担当者 3 名（赤地様、千葉様、坪井様、林様）
４

当日スタッフ
東（椙山女学園大学）、松井チーフマネージャー、後藤店長（ユニー㈱）、
半谷（日本福祉大学）・小田（椙山女学園大学）

５

日程
時間
１０：３０－

内容
オープニング

１０：４５

詳細
・スケジュールの説明
・３０秒スピーチ
・ポスター・ＰＯＰのお知らせ

１０：４５－

ＷＳ

・3 チームに分かれて、第 3 回リサーチャーズミーテ

１２：２０

ィングの内容の確認をする
・今後の取り組みについての意見交換
・各チームでまとめた意見について発表

１２：２０－

エンディング

・ブログ、ポスター・ＰＯＰの説明

など

１２：３０

６

ミーティングの概要

・
「ゴミ・容器包装チーム」
「食チーム」
「エコ商品・PB 商品チーム」の３分野に分かれ、第 3 回のミーティ
ングの内容と本日までの宿題等を、ご担当者の方々と確認した。
・その後、チームごとに 2 月までに店舗でできることについて、具体的な商品の絞り込み及び問題解決に向
けた今後の手順について意見交換を実施した。
７

ミーティングの結果―３分野の課題及び課題解決にむけて―
※内容の詳細は別添参考資料のとおり。

ゴミ・容器包装チーム
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「アピタの容器包装リサイクルの店内ＰＲ」
「食品の二重包装・過剰包装の削減」に集約で
・課題の抽出は、
きる。
・課題解決に向けて、まずは「StyleONE の過剰包装」対象商品 5 品目（ハンバーグ、ごはん、鮭フレーク、
薄皮まんじゅう、黒糖まんじゅう）に「リサーチ中！」のＰＯＰをつけることにした。また、「StyleONE
以外の過剰包装商品」（きらら

茶碗蒸し 2 個入り）にもＰＯＰをつけ、必要性を検討することにした。

一方、「StyleONE 商品の簡易包装」の対象商品 6 品目（コーンフレーク、レトルトカレー、あらびきこし
ょう、こしょう、一味唐辛子、七味唐辛子）にも「リサーチ中！」のＰＯＰを貼りつけ、箱入りや瓶入り
の必要性の見直していくことにした。2 月のデモンストレーションでは、
「二重包装・過剰包装商品と、そ
うでない商品の購買意識に関する店頭アンケート」、
「アピタの環境及び容器包装削減への取組みのＰＲポ
スターの店頭提示」などを実施したいと考えている。
食チーム
・課題は、野菜に関して「旬」・「日本の四季」
「豊かさ」などについて、野菜売場でどのように消費者に伝
えるかに集約できる。
・課題解決に向けて、愛知県産の旬の野菜 5 品目（ブロッコリー、白菜、長ネギ、キャベツ、ほうれん草：
バイヤー林氏

推薦）に「リサーチ中！」のＰＯＰをつけ、次回までに、メンバーがそれぞれ５種類の野

菜を食べ、味の感想、レシピ、保存方法などについて、まとめてくることとなった。また、ＰＯＰにこだ
わらず、どのような情報の伝え方が良いかをウェブや冊子なども含めて検討することにした。さらに、名
古屋のお雑煮の定番である「もちな」に着目し、
「名古屋の伝統野菜の発信」をするため、
「もちなと小松
菜の違い」を調べ、ニューズレターやＷｅｂを通じて発信したいと考えている。
エコ商品・PB商品チーム
・課題は、「エコ商品のモニタリング」「エコ商品のＰＲ方法」「エコ商品に関する学習」に集約できる。
・課題の解決に向けて、まずは「エコ商品のモニタリング」2 品目（詰め替えティッシュ、濃縮洗剤）につ
いて、その使用感を意見交換した。その後、ユニー（株）担当者千葉さまにモニタリング商品を含め、eco!on!
商品について商品情報を説明いただいた。今回はドレッシング、キッチン洗剤、トイレの洗剤、テーブル
ふきんのモニタリングをすることにした。それらを eco!on!の HP およびリサーチャーズクラブのブログで
メンバーの感想を発信することにした。2 月のデモンストレーションでは、売場へのＰＯＰ、看板の設置
を実施したいと考えている。
［別添参考資料］
―

ＷＳでのチーム別具体的な意見

―

ゴミ・容器包装チーム
メンバー：4 名（1 名欠席）
ユニー（株）担当者：松井さま、坪井さま
○2 月に展開するデモンストレーションのイメージを念頭におきつつ、今回「リサーチ中！」のポップを貼
りつける商品とそれぞれのリサーチの目的を明確にすることになった。
○前回４つの視点から今後の取組内容について協議した結果を再確認した。「トレイ（魚や肉のトレイの削
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減）について」は、むしろトレイの必要性が確認されたため、今後はリサイクルをアピールする方向で考え
ることになったこと、また、「裸売りのハクサイなどを包む新聞紙のサッカー台への配置」については不要
との結論に至ったことを再確認したうえで、「二重包装、過剰包装の削減」と「アピタの容器包装リサイク
ルのＰＲ」の２点を中心に今後検討を続けることを共通認識した。
＜二重包装、過剰包装の削減について＞
・アピタより提供していただいた StyleONE の商品（ドライ食品）リストのうち、約 200 品目の商品の容器
包装をメンバーが店頭でチェックしてきた（前回の宿題）結果が報告された。
・StyleONE の商品は、全体として簡易包装のものが多いことについて共通理解がなされ、むしろ簡易包装
をＰＲすることも大事ではないかということになった。（→別項目で検討した。）
・StyleONE の数少ない過剰包装商品として、「ハンバーグ 3 個パック」、
「ごはん 3 個パック」、
「鮭フレーク
3 個パック（プラ製容器包装）」
、
「薄皮まんじゅう 6 個入り」
、
「黒糖まんじゅう 6 個入り」が挙げられたため、
それらに「リサーチ中！」のポップを貼りつけて注目し、それぞれの必要性を検討することになった。
・StyleONE 以外の商品でも「きらら

茶碗蒸し 2 個入り」の過剰包装が気になるとの意見があったため、

これにも「リサーチ中！」のポップを貼りつけ、その必要性を検討することになった。
・2 月のデモンストレーションでは、二重包装、過剰包装の商品から１つ（以上）をピックアップし、そう
でない商品（単品売りやシンプルな包装商品）と比較し、どちらを購入したいかについて尋ねる店頭アンケ
ートを実施したいということになった。
（2 月のミーティング時に 1 時間ほど店頭に出て、パネルにシールを
貼ってもらう様式で実施したい。）
・2 月のデモンストレーションに並行して、StyleONE の過剰包装商品の包装の簡素化を求める提案書をアピ
タ（ユニー）に提出してはどうかということになった。
＜簡易包装のＰＲについて＞
・StyleONE の商品のうち、特に簡易包装が評価できる商品として、「コーンフレーク」、「レトルトカレー」
（以上、紙箱なし）、「あらびきこしょう」、「こしょう」、「一味唐辛子」、「七味唐辛子」（以上、詰め替え商
品）が挙げられた。これらの商品にも「リサーチ中！」のポップを貼り付け、紙箱入り商品や瓶入り商品の
必要性の見直しにつなげていくことになった。
・2 月のデモンストレーションでは、アピタ（ユニー）の環境への取組（容器包装を中心とした取組）のＰ
Ｒポスターを店頭に掲示したいということになり、そのポスターに上記の中から代表的な簡易包装商品を掲
載することになった。
＜アピタの容器包装リサイクルのＰＲについて＞
・商品ではないが、アピタの容器包装リサイクルの実態をもっと消費者にＰＲするために、リサイクルステ
ーションの分別ボックス（各ボックスに１つずつ）にも「リサーチ中！」のポップを貼り付け、ユニー（ア
ピタ）のすぐれたリサイクルの仕組みをわかりやすく消費者にＰＲする方法を考えることになった。
・2 月のデモンストレーションでは、「食品トレイリサイクル・バイオマスプラスチック×容器包装チーム
のリサーチストーリー」をポスター化して店頭に掲示したいということになった。
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食（野菜）チーム
メンバー：3 名（3 名欠席）
ユニー㈱担当者：林さま
前回までのミーティングにおいて、
「旬」の考え方の難しさ、既に「旬」が無くなりつつあるという事実を
発見したり、ユニー㈱様として仕入れについて色々と工夫や努力をされていることを青果担当の河上氏、林氏
からお聞きし、今後、何をどのように他の消費者へ伝えたらよいか意見が分かれた。今回第 4 回では、引き続
き、メンバーとバイヤーの方で話し合いを行った。
＜振り返り＞
前回ミーティングまでに出た意見・話し合ったことなどを半谷よりまとめて説明。
＜野菜の購入に関し、何をテーマとするか？＞
・「旬」を打ち出すのは、範囲も広く伝えにくいため、「愛知県産の旬野菜」に限定してはどうか？
→林氏含めメンバー全員合意。
＜対象商品について＞
・実際に売り場で行う社会実験時（1 月末～3 月頃）に、愛知県産の旬の野菜で入荷がありそうな商品につ
いて、林氏にピックアップしていただいたところ、以下の 5 点となった。
①ブロッコリー②ハクサイ③長ネギ④キャベツ⑤ホウレンソウ
＜何を伝えるか？＞
・
「愛知県産」
「旬」などの単語としての情報表示は既にある場合も多い。これまでのリサーチャーズクラブ
で学習したことを踏まえ、独自の目線で伝えることが必要。
→

次回ミーティングまでに 5 種類の野菜をメンバー各自が食べ、味等の感想、レシピや保存方法などにつ

いて調査し、どのような情報を伝えるかを話し合う。
＜どのように伝えるか？＞
・売り場を見学したところ、B6 サイズの POP で、産地および値段以外の、食べ方、生産者の写真などの
表示物が多くあった。今回はこれにこだわらず、買い物時にどこにどのような表示物（POP、冊子、ウェ
ブ情報など）があったらよいかなどを含め次回ミーティングまでに各自検討を行ってくる。
＜その他＞
名古屋のお雑煮の定番である「もちな」の生産が減ってきており、スーパーでも「コマツナ」をお正月
期間には「もちな」として販売していることが多いとのことが新たな発見としてあった。この「もちな」
と「コマツナ」の違いについても各自調べ、ニューズレターやウェブサイトを通じて発信した
いという意見があがり、次回ミーティングまでに調査することとなった。
エコ商品・ＰＢ商品チーム
メンバー：4 名（2 名欠席）
ユニー（株）担当者：千葉さま、赤地さま
＜詰め替えティッシュを試してみて＞
・肌触りは柔らかい。
・値段は安いわけではない。箱がない分、あと 20 円下げても良いのでは？→原価ぎりぎりとのこと。198
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円等で売られている物は、赤字覚悟で数量限定で出しているが、継続的にするにはこの値段しか難しい。
・個包装なので、箱がない分 90％ゴミ減量でき、配送効率もＵＰした。
・中国製なのだとびっくりした。
・ティッシュはもらうことが多いため、買ったことがない。
＜濃縮洗剤＞
・香りがチューインガムみたいでよかった。
・汚れが落ちたかどうかはわからない。→2.5 倍濃縮なので、普通の洗剤と洗浄力は変わらない。特に、襟
やそでなどに直塗りすると良い。
・ドラム式にも対応しており、泡立ちを抑制する点が優れている。
・値段は安い方だと思う。花王、ライオンより 50 円～100 円程安い。しかも、しっかり 50 回分洗える。
（他
社はだんだん内容量が少なくなっている）
・他の商品と比べて何が良い所かがわからなかった↓
・すすぎ 1 回だと、水道料が 2 万円～3 万円分くらい節約できる。
・無添加で、蛍光増白剤が入っていない。ボールドとビーンズ以外は入っている。体に良くないのでない方
が良い。
・配送効率が 66％ＵＰした。
・ボトルの本体が見つからず、粉洗剤を買ってしまった。→売場確認したら、下の方にあり、わかりにくか
った。ＳｔｙｌｅＯＮＥ全体が棚の下の方にあり、目立たなかった。
・漂白剤は入っていてもいいのか。→入っていてもＯＫ。
・漂白剤はたくさん入っているとにおわない。
＜担当者よりエコファースト企業についての説明＞
・企業が環境大臣と環境保全に関する取り組みを約束する制度。
・一つのジャンルに 1 社しか選ばれないため、貴重である。
・その一環として、eco!on!商品ができた。→ブランド、ガイドライン、パッケージを決定。
・次回 eco!on!会議は 1 月 14 日にある。
・問題点は、①ラインナップが少ない、②パッケージが目立たない等がある。
・primeONE＝現在 37 品目あり、あまりないものを開発したものである。
・StyleONE＝価格半分のもの。
＜今後の課題＞
・今までの試した商品の感想を、ＨＰ、ブログで積極的にお試し結果を発信する。手書きでＰＯＰや看板等
も作成する。
・今回はドレッシング、キッチン洗剤、トイレの洗剤、テーブルふきんを試してみる。
・売場のレイアウトを考える。
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リサーチャーズクラブ

第５回ミーティング

【企画書】
作成：小田

■日時：２０１１年１月１５日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

２階東側エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー

１６名、ユニーさん担当者２～３名、Ｒｉｓａ取材

■内容：第４回ＲＣでの話し合いを踏まえ、2 月末の店舗での実現に向けた話し合い
■当日スタッフ：永田先生、東先生、松井さん（ユニー本部）、後藤店長、半谷さん・小田（ＪＳＴ研究員）、
久保さん（デザイナー）
、学生アルバイト 1 名
計6名
■当日スケジュール
時 間

内 容

９：３０－１０：００

会場準備

（３０分）

詳 細
会場セッティング（3 チームに分ける）、資料配布
パソコン、ビデオ、カメラ準備、撮影許可とる

１０：００－１０：１５

スタッフ打ち合わ
せ

・スタッフ打ち合わせ（10：00～10：10）

進 行
全員

小田

（１５分）
１０：１５－１０：３０

受付

２階エレベーター前に集合、受付（名札で確認）

（１５分）

小田、半谷
司会： 小田

１０：３０－１０：４５

オープニング

・今日のスケジュールの説明。

小田

・ニューズレター・写真撮影説明

半谷

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

（１５分）

（ノートを集めたら、学生バイトはコピーを取りに行く）

１０：４５－１２：１０

ＷＳ

（８５分）

東

・3 チームに分かれて、前回の内容を復習する。
・2 月末の店舗での実現に向けて、今後やることをまとめる。

永田 or 東

・最後に各チーム 3 分で発表する。

１２：１０－１２：２０

エンディング

（１０分）

・ＰＯＰ・ポスター、ニュースレターのお知らせ
（ブログ宿題発表）
・第６回ミーティングの案内（2 月 5 日）

半谷

・商品券お渡し、受領書の記入
・アンケート（第 3 回ＲＣ欠席者のみ）
１２：１０－１２：２０
（１０分）
欠席

写真撮影

・チームごとに集合写真を撮る。

河原、谷口

ブログ宿題

2 月の店舗での実現に向けて、今までやったことを紹介する。
・ゴミチーム：styleONE 商品の調査について他
・食チーム：旬の野菜 5 品目の試食等について他

28

半谷・久
保

・エコチーム：お試し商品の感想等について他
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［別紙］

リサーチャーズクラブ
１

開催日時
平成２３年１月１５日（土）

２

１０：３０～１２：３０

開催場所
アピタ千代田橋店２階

３

第５回ミーティング【報告書】

東側エレベータ前

参加者
リサーチャーズクラブメンバー

15 名（欠席者

3 名）

ユニー様担当者 3 名（赤地様、菅野様、、林様、百瀬様）
４

当日スタッフ
東（椙山女学園大学）、松井チーフマネージャー、後藤店長（ユニー㈱）、
半谷（日本福祉大学）・小田（椙山女学園大学）

５

日程
時間
１０：３０－

内容
オープニング

１０：４５

詳細
・スケジュールの説明
・３０秒スピーチ
・ポスター・ＰＯＰのお知らせ

１０：４５－

ＷＳ

１２：１０

・3 チームに分かれて、第 4 回リサーチャーズミーテ
ィングの内容の確認をする
・今後の取り組みについての意見交換
・各チームでまとめた意見について発表

１２：１０－

エンディング

・ブログ、ポスター・ＰＯＰの説明、写真撮影など

１２：３０

６

ミーティングの概要

「食チーム」
「エコ商品・PB 商品チーム」の３分野に分かれ、第 4 回のミーティ
・
「ゴミ・容器包装チーム」
ングの内容と本日までの宿題等を、ご担当者の方々と確認した。
・その後、チームごとに店舗でできることについて、具体的な商品の絞り込み及び問題解決に向けた今後の
手順について意見交換を実施した。
７

ミーティングの結果―３分野の課題及び課題解決にむけて―
※内容の詳細は別添参考資料のとおり。
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ゴミ・容器包装チーム
・課題は、「食品の二重包装・過剰包装の削減（＝シンプル包装の推奨）」「アピタの容器包装リサイクルの
店内ＰＲ」に集約できることを確認した。
・課題の解決に向けて、メンバーが分担し検討してきたアイデアを持ち寄った。松井氏にも助言をいただき
ながら意見交換を行った結果、以下の３種類の取り組みを行うことを目標に準備を進めることになった。
「リサーチしました！」のポップを、
・１つ目の取り組みとしては、前回の「リサーチ中」のポップに続き、
リサーチ結果に基づくひと言コメントとともにメンバーの写真付きで店頭表示したいということになっ
た。具体的には、①StyleONE のレトルトカレーとコーンフレークに「余分な箱はありません！」、②同じ
く胡椒、塩、七味に「ぜひ詰め替えを！！！」、③同じくプルーンに「ジッパー付きで保存ができます！」、
④同じく栗まんじゅうに「エコですぐに食べられます！」の４種類の表示について提案があった。
・２つ目の取り組みとしては、店頭でメンバーたちがＹＥＳ・ＮＯアンケートを実施したいということにな
った。特にトレイの必要、お菓子の個包装の必要など容器包装に関する質問をＹＥＳ・ＮＯボードに記載
し、シールで回答してもらう方式について検討した。
・３つ目の取り組みとしては、ユニー（アピタ）の容器包装に関する取り組みをリサーチした結果（鮮度や
形状維持、見た目などから必要なトレイが使用されていること、StyleONE の商品の容器包装はシンプル
で消費者への配慮がなされていること）と、容器包装の回収・リサイクルの実態を紹介するポスターを制
作し、店頭に掲示したいということになった。具体的なポスターのレイアウトや、掲載したい写真などに
ついて検討した。
食チーム
・課題は、
「愛知県産の旬の野菜の店内ＰＲ」
「旬の野菜のレシピの発信」に集約できることを確認した。
・前回のミーティングで、バイヤーの林氏とメンバーとのディスカッションにより、食
チームで取り組むテーマは「愛知県産の旬の野菜」をどのように売り場で買い手に PR
するかに絞られた。
・課題の解決に向けて、今回は、2 月～3 月が旬である愛知県産の旬の野菜 5 品目（ブロッコリー、白菜、
長ネギ、キャベツ、ほうれん草：バイヤー林氏

推薦）に対し、メンバーが食べ・調べ・考えてきたこと

がらについて、共有し意見交換を行った。
・ブロッコリーについては「芯まで美味しく食べること」、白菜については「生食でサラ
ダ感覚で食べるレシピ」
、長ネギについては「冷蔵庫での保存方法」、キャベツについ
ては「切り方の工夫・部分によって美味しく食べるレシピ」、ほうれん草については「洗
い方、ゆで方」などを中心に多くの意見が出た。
・店舗でのデモンストレーションでは、5 つの野菜についてＰＯＰの作成を行う。メンバ
ーが調べた内容のイチオシトピックスをキャッチとイラストであらわし、それぞれの野菜について料理例
の写真を掲載したいとのことであった。料理のレシピはウェブに掲載する。
エコ商品・PB商品チーム
・課題は、「モニタリング商品のＰＯＰ作成」「モニタリング商品の店内ＰＲ方法」に集約できる。
・課題の解決に向けて、今までメンバーがモニタリングした商品 10 品目の使用感をそれぞれ手書きＰＯＰ
に記載して持ち寄り、意見交換を行なった。今までに試した「エコ商品」10 品目は、①ハンドソープ、②
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濃縮洗剤、③トイレの洗剤、④キッチン洗剤、⑤ごまドレッシング、⑥シーザードレッシング、⑦和風ド
レッシング、⑧テーブルふきん、⑨キッチンタオル、⑩詰め替えティッシュである。
・今後の取組みとして、２つの展開をしたいということになった。
・一つはメンバーが商品を使用した感想を手書きＰＯＰ風にデザインし、eco!on の HP で発信していきたい
という話になった。商品は、ハンドソープが最初に取り組んだ商品なので候補にあがり、その他の商品に
ついては eco!on!およびユニー（株）で検討いただくことになった。
・二つ目は、店舗のデモンストレーションでは、店長に特設売り場を設ける提案をいただいたので、メンバ
ーの試した商品からいくつか選び（eco!on のＨＰと連動させ、ハンドソープはとりあげたいとの話になり、
その他の商品は店長とユニー（株）本部で検討）、手書きＰＯＰや看板の設置を実施したいということと
なった。
・次回は、事前に店内展開レイアウトを店長およびユニー（株）担当者で検討いただいたものを基に、具体
的な商品配置について、メンバーと意見交換を行なう予定である。
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［別添参考資料］
―

ＷＳでのチーム別具体的な意見

―

ゴミ・容器包装チーム
メンバー：4 名（2 名欠席）
ユニー（株）担当者：松井さま、坪井さま
○2 月に展開するデモンストレーションのイメージを念頭におきつつ、今回「リサーチ中！」のポップを貼
りつける商品とそれぞれのリサーチの目的を明確にすることになった。
○前回４つの視点から今後の取組内容について協議した結果を再確認した。「トレイ（魚や肉のトレイの削
減）について」は、むしろトレイの必要性が確認されたため、今後はリサイクルをアピールする方向で考え
ることになったこと、また、「裸売りのハクサイなどを包む新聞紙のサッカー台への配置」については不要
との結論に至ったことを再確認したうえで、「二重包装、過剰包装の削減」と「アピタの容器包装リサイク
ルのＰＲ」の２点を中心に今後検討を続けることを共通認識した。
食（野菜）チーム
メンバー：6 名ユニー㈱

担当者：林さま

＜前回までの宿題＞
・テーマである「愛知県産の旬の野菜」について、前回ミーティングで決定した対象品目
ブロッコリー、白菜、長ネギ、キャベツ、ほうれん草について、メンバーが実際に食べ
たり調理したり、ウェブなどで調査を行ってきた結果を共有し、ディスカッションを
行った。
○ブロッコリー
・「芯」の食べ方について、大方食べている人が多いが、切り方や食べ方について提案してみてはどうか。
○白菜
・中から痛むので芯の部分から食べる方が良い。
・生食でサラダ感覚で食べられることを知っている人は意外と少ない。
○長ネギ
・長ネギと青ネギは関東と関西で呼び方が違う。関東では長ネギ＝青ネギ。中部では長ネギというと「こし
づねぎ」という愛知の伝統野菜のことを指す。
・長ネギは冷凍に向かない。保存は青い部分と白い部分に分けて新聞紙でくるみ冷蔵庫の中で立てておくの
が良い。1.5Ｌのペットボトルをカットしてそこに立てかけると良い。
○キャベツ
丸ごとキャベツを上の水平に上の部分のみカットし、ここは柔らかいので千切りのサラダで、下の部分は
固めなので、野菜炒めなどにしている。
○ほうれん草
・ゆで過ぎが多くある。熱湯に 1 分程付けるだけでも十分美味しい。
・根の部分をを十文字にカットして洗うと砂が取れやすい。
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・昔は根元が赤いほうれん草があったが、消費者が嫌がるため、品種改良し、現在は、根元があまり赤くな
いほうれん草が増えた。
・シュウ酸の問題があるが、熱湯でくぐらせればほとんど飛ぶ。
＜今後の展開＞
・上記調べた内容の中から、イチオシトピックスを選び、キャッチと共にイラストでＰＯＰに表記する。ま
たそれぞれに料理例の写真を貼り、ウェブで詳しくレシピを紹介する。
エコ商品・ＰＢ商品チーム
メンバー：5 名（1 名欠席）
ユニー（株）担当者：菅野さま、赤地さま
＜前回までの宿題＞
・メンバーがモニタリングした商品 10 品目の使用感を手書きＰＯＰに記載して持ち寄ることになっていた
ので、それらについて、意見交換を行なった。今までに試した「エコ商品」10 品目は、①ハンドソープ、
②濃縮洗剤、③トイレの洗剤、④キッチン洗剤、⑤ごまドレッシング、⑥シーザードレッシング、⑦和風ド
レッシング、⑧テーブルふきん、⑨キッチンタオル、⑩詰め替えティッシュである。
・ＰＯＰ掲載内容ついては、統一感を持たせるため、メンバーの苗字をひらがなで記載、年代も記載し、顔
写真は許可をいただいたメンバーのみつけて、その他メンバーはブログのアバターを使用することになった。
内容については、リアルな声を届けた方がいいということで、現時点ではメンバーの記載したものをそのま
ま利用することになったが、他社製品への記載内容等はユニー（株）本部にて配慮・検討することとした。
＜今後の展開＞
・消費者のリアルな感想をＰＯＰにしてお客さんに見てもらうため、その後、ユニー（株）担当者菅野さま
および店長に助言をいただき、今後の展開方法について意見交換した結果、２つの展開をしたいということ
になった。
・一つは eco!on の HP にて、メンバーの商品を使用した手書きの感想をＰＯＰ風にデザインしたものを発信
していきたいということになった。商品は、「ハンドソープ」は最初に取り組んだものであり、掲載したい
ということで、その他の商品については時期や商品についてはユニー（株）で検討いただくこととなった。
その他の商品については、すぐにではないが、経過を見つつ進めたいとのことであった。
・もう一つは、店舗でのデモンストレーションに関して、売場の棚陳列を変えるのは難しいとのことで、店
長より特設売り場を設ける提案をいただいた。そこに、メンバーの試した商品からいくつか選び（商品につ
いては店長およびユニー（株）本部担当者にて検討いただく）、手書きＰＯＰや看板の設置を実施したいと
考えている。
・設営については、現時点では 2 月下旬を検討しており、エコチームメンバーの有志で行なうこととなった。
・次回 2 月 5 日のリサーチャーズクラブ第 6 回ミーティング時には、事前に店内展開レイアウトを店長およ
びユニー（株）本社の担当者で検討いただいた結果を基に、その具体的な商品配置について、メンバーと意
見交換を行なう予定である。

34

リサーチャーズクラブ

第６回ミーティング

【企画書】
作成：小田

■日時：２０１１年２月５日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

２階東側エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー

１８名、ユニーさん担当者２～３名

■内容：第５回ＲＣでの話し合いを踏まえ、2 月末の店舗での展開に向けた話し合い
■当日スタッフ：永田先生、東先生、松井さん（ユニー本部）、後藤店長、半谷さん・小田（ＪＳＴ研究員）、
学生アルバイト 1 名
計6名
■当日スケジュール
時 間
９：３０－１０：００

内 容
会場準備

（３０分）
１０：００－１０：１５

詳 細
会場セッティング（3 チームに分ける）、資料配布
パソコン、ビデオ、カメラ準備、撮影許可とる

スタッフ打ち合わせ

・スタッフ打ち合わせ（10：00～10：10）

受付

２階エレベーター前に集合、受付（名札で確認）

（１５分）
１０：１５－１０：３０
（１５分）

進 行
全員

小田

小田、半谷
司会： 小田

１０：３０－１０：４５

オープニング

（１５分）

・今日のスケジュールの説明。
・半年間の活動の振り返り（メンバー、スタッフ）

小田

永田 or 東

・スーパーと消費者のより良い関係づくりについて意見
１０：４５－１２：２０

ＷＳ

交換
・おかいものについて意見交換

永田

（９５分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）

エンディング

・アンケート

小田

・商品券お渡し、受領書の記入

半谷
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［別紙］

リサーチャーズクラブ
１

開催日時
平成２３年２月５日（土）

２

１０：３０～１２：３０

開催場所
アピタ千代田橋店２階

３

第６回ミーティング【報告書】

東側エレベータ前

参加者
リサーチャーズクラブメンバー

15 名（欠席者

3 名）

ユニー様担当者 3 名（千葉様、林様、、松井様）
４

当日スタッフ
永田（大阪市立大学）、松井チーフマネージャー、後藤店長（ユニー㈱）、
半谷（日本福祉大学）・小田（椙山女学園大学）

５

日程
時間
１０：３０－

内容
オープニング

１０：４５

詳細
・スケジュールの説明
・３０秒スピーチ
・フォーラム関連のお知らせ

１０：４５－

ＷＳ

１２：２５

・3 チームに分かれて、第５回リサーチャーズミーテ
ィングの内容の確認をする
・今後の取り組みについての意見交換

１２：２５－

エンディング

・ブログ、フォーラムの説明など

１２：３０

６

ミーティングの概要

・
「容器包装チーム」
「食チーム」
「エコ商品・PB 商品チーム」の３分野に分かれ、第５回のミーティングの
内容と本日までの宿題等を、ご担当者の方々と確認した。
・その後、チームごとに店舗でできることについて、具体的な商品の絞り込み及び問題解決に向けた今後の
手順について意見交換を実施した。
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７

ミーティングの結果―３分野の課題及び課題解決にむけて―
※内容の詳細は別添参考資料のとおり。

容器包装チーム
・容器包装チームのポイントは、「食品の二重包装・過剰包装の削減（＝シンプル包装の推奨）」「アピタの
容器包装リサイクルの店内ＰＲ」とした。これらの実施に向けて、製作物 3 点について、確認をした。
・１つ目の取り組みとして、「リサーチしました！」のポップを、リサーチ結果に基づくひと言コメントと
ともにメンバーの写真付きで店頭表示することになった。具体的には、①StyleONE のレトルトカレーと
コーンフレークに「余分な箱はありません！」
、②同じく胡椒、塩、七味に「ぜひ詰め替えを！！！」、③
同じくプルーンに「ジッパー付きで保存ができます！」、④同じく栗まんじゅうに「エコですぐに食べら
れます！」の４種類の表示をすることに決定した。
・２つ目の取り組みとしては、店頭でメンバーたちがＹＥＳ・ＮＯアンケートを実施することになった。質
問は 3 問あり、①アピタのリサイクルステーションの利用、②お菓子の個包装の必要性、③トレイの必要
性について、容器包装に関する質問をＹＥＳ・ＮＯボードに記載し、シールで回答してもらうこととした。
アンケートは、容器包装チームのメンバーがデモンストレーション前の平日と土日の 2 日間で行なうこと
とした。1 日 60 名を目安としてアンケートを行ない、アピタ千代田橋店を利用する消費者の意識をさぐ
ることとした。
・３つ目の取り組みとしては、ユニー（アピタ）の容器包装に関する取り組みをリサーチした結果（鮮度や
形状維持、見た目などから必要なトレイが使用されていること、StyleONE の商品の容器包装はシンプルで
消費者への配慮がなされていること）と、容器包装の回収・リサイクルの実態を紹介するポスターを制作
し、店頭に掲示することになった。具体的なポスターのレイアウトや、掲載する写真などについて確認し
た。
食チーム
・食チームのポイントは「愛知県産の旬の野菜の店内ＰＲ」「旬の野菜のレシピの発信」とした。
・2 月～3 月が旬である愛知県産の旬の野菜 5 品目（ブロッコリー、白菜、長ネギ、キャベツ、ほうれん草）
の POP を作成し、2 月～3 月の店舗デモンストレーションでは、野菜売場に掲示することとした。
・ブロッコリーについては「芯まで美味しく食べること」、白菜については「生食でサラ
ダ感覚で食べるレシピ」
、長ネギについては「冷蔵庫での保存方法」、キャベツについ
ては「切り方の工夫・部分によって美味しく食べるレシピ」、ほうれん草については「洗
い方、ゆで方」をレシピとして作成し、POP とともに掲示することを確認した。
・POP には、メンバーが調べた内容のイチオシトピックスをキャッチとイラストであらわし、それぞれの野
菜について料理例の写真を掲載したいとのことであった。料理のレシピはウェブに掲載することを確認し
た。
エコ商品・PB商品チーム
・エコチームのポイントは、「モニタリング商品のＰＯＰの設置」とした
・今までメンバーがモニタリングした商品 10 品目の使用感をそれぞれ手書きＰＯＰに記載したものを、POP
に載せる事を決定した。今までに試した「エコ商品」10 品目は、①ハンドソープ、②濃縮洗剤、③トイレ
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の洗剤、④キッチン洗剤、⑤ごまドレッシング、⑥シーザードレッシング、⑦和風ドレッシング、⑧テー
ブルふきん、⑨キッチンタオル、⑩詰め替えティッシュである。
・メンバーが商品を使用した感想を手書きＰＯＰ風にデザインし、eco!on の HP で発信することを確認した。
商品は、ハンドソープをはじめとした全商品を対象とすることとした。
・店舗のデモンストレーションでは、店長に特設売り場を設ける提案をいただいたので、メンバーの試した
商品をすべて棚に置き、手書きＰＯＰや看板とともに設置をすることとなった。
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［別添参考資料］
―

ＷＳでのチーム別具体的な意見

―

ゴミ・容器包装チーム
メンバー：4 名（2 名欠席）
ユニー（株）担当者：松井さま、坪井さま
○2 月に展開するデモンストレーションのイメージを念頭におきつつ、今回「リサーチ中！」のポップを貼
りつける商品とそれぞれのリサーチの目的を明確にすることになった。
○前回４つの視点から今後の取組内容について協議した結果を再確認した。「トレイ（魚や肉のトレイの削
減）について」は、むしろトレイの必要性が確認されたため、今後はリサイクルをアピールする方向で考え
ることになったこと、また、「裸売りのハクサイなどを包む新聞紙のサッカー台への配置」については不要
との結論に至ったことを再確認したうえで、「二重包装、過剰包装の削減」と「アピタの容器包装リサイク
ルのＰＲ」の２点を中心に今後検討を続けることを共通認識した。
食（野菜）チーム
メンバー：6 名
ユニー㈱

担当者：林さま

＜前回までの宿題＞
・テーマである「愛知県産の旬の野菜」について、前回ミーティングで決定した対象品目
ブロッコリー、白菜、長ネギ、キャベツ、ほうれん草について、メンバーが実際に食べ
たり調理したり、ウェブなどで調査を行ってきた結果を共有し、ディスカッションを
行った。
○ブロッコリー
・「芯」の食べ方について、大方食べている人が多いが、切り方や食べ方について提案してみてはどうか。
○白菜
・中から痛むので芯の部分から食べる方が良い。
・生食でサラダ感覚で食べられることを知っている人は意外と少ない。
○長ネギ
・長ネギと青ネギは関東と関西で呼び方が違う。関東では長ネギ＝青ネギ。中部では長ネギというと「こし
づねぎ」という愛知の伝統野菜のことを指す。
・長ネギは冷凍に向かない。保存は青い部分と白い部分に分けて新聞紙でくるみ冷蔵庫の中で立てておくの
が良い。1.5Ｌのペットボトルをカットしてそこに立てかけると良い。
○キャベツ
丸ごとキャベツを上の水平に上の部分のみカットし、ここは柔らかいので千切りのサラダで、下の部分は
固めなので、野菜炒めなどにしている。
○ほうれん草
・ゆで過ぎが多くある。熱湯に 1 分程付けるだけでも十分美味しい。
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・根の部分をを十文字にカットして洗うと砂が取れやすい。
・昔は根元が赤いほうれん草があったが、消費者が嫌がるため、品種改良し、現在は、根元があまり赤くな
いほうれん草が増えた。
・シュウ酸の問題があるが、熱湯でくぐらせればほとんど飛ぶ。
＜今後の展開＞
・上記調べた内容の中から、イチオシトピックスを選び、キャッチと共にイラストでＰＯＰに表記する。ま
たそれぞれに料理例の写真を貼り、ウェブで詳しくレシピを紹介する。
エコ商品・ＰＢ商品チーム
メンバー：5 名（1 名欠席）
ユニー（株）担当者：菅野さま、赤地さま
＜前回までの宿題＞
・メンバーがモニタリングした商品 10 品目の使用感を手書きＰＯＰに記載して持ち寄ることになっていた
ので、それらについて、意見交換を行なった。今までに試した「エコ商品」10 品目は、①ハンドソープ、
②濃縮洗剤、③トイレの洗剤、④キッチン洗剤、⑤ごまドレッシング、⑥シーザードレッシング、⑦和風ド
レッシング、⑧テーブルふきん、⑨キッチンタオル、⑩詰め替えティッシュである。
・ＰＯＰ掲載内容ついては、統一感を持たせるため、メンバーの苗字をひらがなで記載、年代も記載し、顔
写真は許可をいただいたメンバーのみつけて、その他メンバーはブログのアバターを使用することになった。
内容については、リアルな声を届けた方がいいということで、現時点ではメンバーの記載したものをそのま
ま利用することになったが、他社製品への記載内容等はユニー（株）本部にて配慮・検討することとした。
＜今後の展開＞
・消費者のリアルな感想をＰＯＰにしてお客さんに見てもらうため、その後、ユニー（株）担当者菅野さま
および店長に助言をいただき、今後の展開方法について意見交換した結果、２つの展開をしたいということ
になった。
・一つは eco!on の HP にて、メンバーの商品を使用した手書きの感想をＰＯＰ風にデザインしたものを発信
していきたいということになった。商品は、「ハンドソープ」は最初に取り組んだものであり、掲載したい
ということで、その他の商品については時期や商品についてはユニー（株）で検討いただくこととなった。
その他の商品については、すぐにではないが、経過を見つつ進めたいとのことであった。
・もう一つは、店舗でのデモンストレーションに関して、売場の棚陳列を変えるのは難しいとのことで、店
長より特設売り場を設ける提案をいただいた。そこに、メンバーの試した商品からいくつか選び（商品につ
いては店長およびユニー（株）本部担当者にて検討いただく）、手書きＰＯＰや看板の設置を実施したいと
考えている。
・設営については、現時点では 2 月下旬を検討しており、エコチームメンバーの有志で行なうこととなった。
・次回 2 月 5 日のリサーチャーズクラブ第 6 回ミーティング時には、事前に店内展開レイアウトを店長およ
びユニー（株）本社の担当者で検討いただいた結果を基に、その具体的な商品配置について、メンバーと意
見交換を行なう予定である。
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リサーチャーズクラブ

第７回ミーティング

【企画書】
作成：小田

■日時：２０１１年３月１９日（土）
■場所：アピタ千代田橋店

１０：３０～１２：３０

２階東側エレベーター前

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー

１８名、ユニーさん担当者２～３名

■内容：今までのＷＳを踏まえ、振り返りをする
■当日スタッフ：永田先生、東先生、松井さん（ユニー本部）、後藤店長、半谷さん・小田（ＪＳＴ研究員）
計6名
■当日スケジュール
時 間
９：３０－１０：３０

内 容
会場準備

（３０分）
１０：３０－１１：００

詳 細
会場セッティング

資料、カメラ準備、撮影許可とる
オープニング
売場見学

・各チームで作成したＰＯＰ等を売場に見に行く

進 行
全員

永田

（３０分）
１１：００－１１：４５

（４５分）
１１：４５－１１：５０

ＷＳ

①半年、ＲＣの活動をしてお買い物やスーパーの見方が変わ
った事

チームごとに、それぞ

②消費者と流通（スーパー、家電、百貨店）のより良い関係

れ自由に意見を出す

を作るには

休憩

永田

永田

（５分）
１１：５０－１２：２５

振り返り

（３５分）

・資料説明
・ＲＣメンバーから一言

永田

・ユニー参加者からひと言
１２：２５－１２：３０

（５分）

エンディング

・今後の活動ＲＣ＋の説明

・アンケート第 2 回目実施
・商品券お渡し、受領書の記入
・ユニーからのお土産を渡す
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半谷

リサーチャーズクラブ

第７回ミーティング

【報告書】
作成：小田

ＷＳ内容

＜ワークショップで出た内容＞
容器包装チーム

ＷＳ①半年、ＲＣの活動をしてお買い物やスーパーの見方が変わった事

・ StyleONE に注目するようになった！今まで買ったことがなかった商品もかうようになった。
・ 要望

POP を掲示したけど見ながら買い物する人が少ないとことがわかった。概要？おすすめにはもっと

分かりやすい表示を。
・ スタイルワンの商品の種類が多いことがわかった。例えば T シャツ
・ 今までよりスタイルワンを購入するようになった(卵はきらら)
・ 産地をより以上確認するようになった
・ リサーチすることにより商品を多く覚えた
・ 正直バイオマス容器は知らなかった
・ まだまだリサーチャーズクラブを知っているひとが少なかった(アンケートを答えていただく方の中)
・ PB 商品の内容をしっかりみるようになった。
・ バイオマス容器に入った商品を買うようになった
・ ジッパー付は便利なので優先に買っている
・ この活動に参加してからなるべくレジでのビニール袋を使用しなくなった→ごみが減った
・ リサイクルステーションを知らなかった私は、今まで何でも(該当するものは)持ってきている
・ 同僚、近所の人にアピタのリサイクルは「100％リサイクルしている」とアピールするようになった
・ 国産の物か。外国産のものか分かりにくい表示があるので、はっきり表示して欲しい。裏面に小さくしか
書いてない…
・ 情報表示が字が小さく見にくいものが多く大きく書いて欲しいとおもう
・ ごみの捨て方が変わるので、今までやっていた分別の意識を変えるのが自分の中では難しくなった
・ 他店のリサイクルステーションをチェックするようになった
・ 買い物袋は必ず持参するようになった
・ アピタほど綺麗に整理されているところはない
・ ごみに対する意識がかわり減らす努力をしています
・ PB 商品を迷うことなく買うようになった
・ 一つ一つ商品をしっかり見て買い物するようになった
・ バイオマスプラスチックを知りました
容器包装チーム

ＷＳ②消費者と流通（スーパー、家電、百貨店）のより良い関係を作るには

・ 売る側(スーパーなど)と、買う側(消費者)の間にアドバイザー的存在を置いて消費者の声を拾う
・ 消費者目線ですよ！のアピールをする(POP やアンケート、チラシ)
・ 消費者の意見をもっと聞いて欲しいので意見箱があるといいと思う
・ 商品に対してスーパー側の意見(POP 等)を注目してアピールして欲しい
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・ 買い物している時に聞きたいことがあっても、売り場の方が居ないので案内役が常時いてほしい
・ 買う側のみの意見を吸収されてもいけないのが、使い勝手 etc、消費者の意見が立ち上げてもらう機会が
いろんな業種でもっと行われるといい
・ モニターなどは大手の会社が行っているが、身近な生活に近いことで行ってほしい。その点、今回はよか
った
・ RC のようにコミュニケーションが取れる場をつくる
・ アンケート調査に二日間入って商品を探している高齢者が多かった。(声をかけて)
一緒にさがしたり、エコな商品をおすすめしたりした
・エコだと気づくと買ってもらえた
・コンシェルジュサービスがあればいいと思う。サービスととらず、人へのやさしさとして
・ 「ありがとうございます」といってくれる店
・ お客さんがお店のひとに話しかけやすい雰囲気がある
・ 商品について細かい説明が表示してあること
・ 売り場という意識を持っている店
食チーム

ＷＳ①半年、ＲＣの活動をしてお買い物やスーパーの見方が変わった事

・ 林を探せ！探すようになりました
・ 人とのコミュニケーションにより、より身近に感じるようになりました
・ リサイクル品がアピタは多いと思いました。サラダ油
・ バイヤーの人と関わるのが初めて
・ 気軽に聞ける
・ スーパーが身近に、お知り合いもふえる
・ アピタがより好きになった♪
・ アピタがあるからここに住む
・ この活動で、顔が見えるスーパーに！！
・ PB 商品を使おうと思う
・ POP は店につけたらあまり目立たなかった
・ スーパーは食料調達の場だったのが、もっと身近に感じられる(知り合いができた)
・ 他の店と比較するようになった
・ 表示は本当に正しいのか
・ 他店に行っても”アピタ”と比較するようになった
・ おすすめ商品のアピール度売り場でどう表現するか？小売としては課題
・ PB 商品が増えてよかった
・ POP 字が小さくてお客様はみにくい。見ないと言われた
・ 他店に比べてアピタは POP が多い。レシピ、保存方法など親切！！
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食チーム

ＷＳ②流通全般(スーパーと消費者がよりよい関係を築くために)

・ バイヤー側、消費者といかに接点(話す機会)を持つか課題
・ 作業着のジャンパーに「声をかけてください」などのコメントを！
・ 社会貢献している
WinWin

・ わずらわしくないコミュニケーション
・ お買い物コンシェルジュ
・ 地域密着の野菜屋さん

見本

・ お客様とのコミュニケーション
・ お客様に教えられる

バイヤー林様より

・ お客様とスーパーとの煩わしい事のないコミュニケーション
エコ商品・ＰＢ商品チーム
ＷＳ①半年間チームエッピーの活動を通してスーパーの見方や買い物の仕方で変わったこと

・ PB のパッケージはもっとおしゃれになればいいな
・ リーズナブルで優秀な PB 商品が結構あることをしり買うようになりました
・ 野菜などの産地を気にするようになりました
・ 包装の少ないものを買おうと思うようになった
・ 店舗によって雰囲気の差が大きいところもある
・ 旬のものを意識的に買うようになりました
・ エコ商品の種類がもっと増えるといいなぁ
・ エコのハンドソープ、今までは割高とか質が悪いとか偏見があった。使ってみて質がいいとおもった
・ 有名メーカーは売り場の目立つところにおいてあるとつくづくおもった
・ 買いながら店長と千葉さんの顔が浮かんだ(親しみを感じた)
・ 他のスーパーと PB 商品を比べるようになった
・ 有名メーカーと両方見て、PB を買うことが増えてきた
・ 再生トイレットペーパーは以前インチキがあった(本当は再生紙ではない)ので無理している。わりに合わ
ない。だから力を入れていない。と、思った。アピタが力を入れていて驚いた
・ 商品の陳列方法を注目してみるようになった
・ ＰＢ商品の製造メーカーを全商品に記載して欲しい(他小売店で記載されてないものがあった)
・ ちょっと高くても高品質なＰＢ商品が欲しいなぁ
・ 他の買い物をしながらＰＢ商品も一緒に買えるので便利
・ 今まで、プライムワン、スタイルワン商品のことは知らなかったけど、チームエッピーに入り知りました。
ネットで探して商品ケースの陳列を見るようになりました。プライムワンのこだわり(原料、産地)も、と
ても共感がもてるし皆に勧めています。
・ ＰＢ商品を、もっと宣伝して欲しい
エコ商品・ＰＢ商品チーム

ＷＳ②消費者と流通（スーパー、家電、百貨店）のより良い関係を作るには

・ ○○さんで売っているものなら安心と消費者が思えるような経営理念のある会社であって欲しいです。
・ 損得よりも善悪で行動する企業
44

・ 行事をやって欲しい
・ 売り場に案内役(コンシェルジュ)のような人が常に居て欲しい
・ PB 商品が当たるくじ引きをして欲しい(くじは大好き)
・ QR コードに商品に記載しきれない情報を
・ リサイクルの取り組みは賛成
・ ポイントカードがあったら…
・ 陳列している従業員の人が自分の仕事に精一杯で「いらっしゃいませ」をいってくれない(隣にいるのに…)
・ 商品の場所を聞いて親切に教えてくれるとうれしい(申し訳ない気持ち)でも、分かりませんと言われると
困る
・ ユニーのポイントが(クレジットしか)ない(ダイエー、アオキはある)
・ 企業に商品に関する情報公開を積極的にしてもらう
・ 気軽に話しやすい雰囲気作り
・ 情報公開
・ 野菜売り場の人に旬の物や、野菜のどの部分がおいしいか買い物のときに教えてもらいたい
メンバー感想
【リサーチャーズクラブ】
・2 時間のミーティングでは時間が少なかった。もっと時間が欲しかった。
ＳｔｙｌｅＯＮＥの詰め替えの商品の売れ行きを松井さんに教えてもらった所、詰め替え：びん＝４：１だと
わかったので、他のメーカーにもやってほしいと思った。
・ブログや発表等、やることや流れを事前に教えてもらいたかった。
インタビュー調査をしている時に、商品出しの方に「ジャマ」と言われたのが不愉快だったので、改善してほ
しい。
・時間は少ない。
アピタのスタッフを巻き込んでできることがわかったので、来年もアピタスタッフを巻き込んでやってほしい。
・思ったよりもハードルが高かった。
時間が少なく、家で作業するブログや資料作成は難しい。ＰＣを立ち上げるのも大変。
・家庭の事情もあり、あまり参加できなかったのでインタビュー調査は手伝った。
通路が狭いので、お客が多いほどジャマと言われてへこんだ。
・とてもいい勉強をさせてもらった。インタビュー調査には、いつも答えるようにしている方だが、アンケートを
していただくことは大変だと思った。環境に関するアンケートというと、答えてもらえないので、野菜を買って
いる人に、「今、キャベツのアンケートを行なっています、とか、キャベツを買われた方にお聞きしているので
すが」という声かけの方が聞いてもらえた。
子連れの方にお聞きするのは難しかった。年配の時間のある方にしかインタビューはできなかったが、よかっ
た。
・お店の人と直接話ができるのがよかった。
子連れなので、預かってもらえると良い。
・林さん、店長、現場の人に周知がされていなかった。
リサーチャーズクラブでは、ＰＣのできる人とできない人の差が大きい。
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目的がわからずに参加していたので、モチベーションが上がらなかった。
自分の活動が、革命に繋がっているのか、自問自答しながら参加していたが、難しかった。
・ＰＣを見るのが難しいので、ハードルが高かった。
インタビュー調査では、アンケートというのではなく、「野菜について聞いているのですが」というと、答え
てもらえた。
・アピタの方やえらい方もみえたので、やらねばならぬと思った。店長はやる気にさせるのがうまいと思った。
インタビュー調査は、レジを終わった人に、「なぜ買われたのですか」とお聞きすると、お店の人のジャマに
ならないので大丈夫かと思う。
アピタの中で、気に入られているのか、迷惑なのかわからなかった。
・強制的な感じでなくてよかった。
ユニーの方に協力を良くしてもらえてよかった。
いきあたりばったり感があり、先が見えず困ったので、フォーラムがあるとか事前に行って欲しかった。
アピタや地域の方と一緒にやれたり話ができてよかった。
・家が一宮なので、あまり参加できなかったが、普段会えない方と参加して話をしたりできたのでよかった。
男性や学生、ＯＬ．単身赴任の人等、いろんな立場の方の意見がもらえるといいと思うので、対象者を広げた
らいいのではないかと思う。
・おいしいＰＢ商品等を知れてよかったし、友達にもすすめたりもした。
事務局からメールをもらったりはしたが、欠席するとついていけなかったので、明確に、次回こういうことを
やると伝えてあると良いと思った。
【ユニー(株)】
・良いこと等、いろんな意見を反映させることが大切だと思う。
リサイクルボックスがしっかりリサイクルされているのか等、ハッとした。もっとお客さまとコミュニケーシ
ョンを取ることが大切だと思った。
・思ったよりお客さんのことがわかっていなかったし、キャベツのＰＯＰの上下に切るとかは、小売りにはない発
想だったので、勉強になった。
今後も、よく声をかけていただき、仲良くしていきたい。
・小売りは小売りの立場で考えていたことを知った。深く反省している。
例えばパッケージ等表示について、自分達としては一生懸命しているが、字を大きくしてほしいとか、インタ
ビューやメンバーに言われたことを持ちかえって商品開発に伝え、良い商品を作っていきたい。
・遠くに行ってしまうが、何らかの形で関わってもらいたいと考えている。
リーフウォークもそうだが、ハードが先行しているが、お店で働いている人への対応をしっかりしていきたい。
このＲＣの取組み等についても、従業員がしっかり知っている必要がある。
・フォーラムではじめてＲＣの事を知り、今回 2 回目だが、皆さんの意見をお店の中に伝える事が大切だと思った。
ジャマとか、従業員の対応は改めさせてもらいたいと思う。
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３）店舗におけるデモンストレーション
リサーチャーズクラブのメンバーおよびユニー（株）との相互学習により実現した３つのチーム「容器包装」
「野菜」
「エコ商品・PB 商品」の活動結果を、特設ブースにて展示し、更にはそれぞれ考えた POP やポス
ターを店内や売り場に設置した。デモンストレーションの実施期間は 2011 年 2 月 27 日から 3 月 31 日
（野菜チームは 3 月 2 日から 3 月 31 日）である。

a.容器包装チーム
１）Yes,No アンケート調査結果

店頭で調査を行いました！
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