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1．三者協働による CO2 排出量削減を目指した商品開発・販売方法の検討・検証
（ユニー株式会社との協働）
平成 22 年度にユニー株式会社と協働で行ったリサーチャーズクラブ（第一期）の活動において、消費
「食品トレイはいらない」という声が多いという結果
者の食品トレイに関する意識調査を行ったところ、
が得られた。食品トレイに関しては、環境負荷軽減の観点から国や自治体でも検討がなされており、CO2
排出量削減のみならず、ごみ削減の観点からも取り組みが進められている。
そこで、平成 23 年度はリサーチャーズクラブ第一期生の中で特に意欲の高いメンバーを中心に、
「リサ
ーチャーズクラブ・プラス」を結成し、生産者、流通販売者、消費者の 3 者協働による CO2 排出量削減
を目指した商品開発・販売方法の検討・検証として、「トレイレス」をテーマに取り組むこととした。
具体的には、まず、従来の食品トレイに代わる紙のトレイ（リーフパック）を使用している店舗の見
学会、さらにそうした商品を実際に購入してドリップ量の調査や実際に調理した場合の使いやすさにつ
いての調査などを行ったうえで、その結果を踏まえて、紙のトレイ（リーフパック）の魅力を伝える POP
を作成し、売り場のレイアウトの変更や POP の掲示によってどの程度売り上げが変動するか店舗実験を
行い、POS データによる売上量の変化や、インタビュー調査による分析を実施した。
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1）ノントレイ商品の調査
リサーチャーズクラブプラス第１回リーフパック（トレイレス）見学会 報告書
作成：小田
◆１．日 時 平成 23 年 8 月 8 日 10:00～17:00
◆２．場 所 ①イオン千種店〒464-0858 名古屋市千種区千種 2 丁目 16 番 13 号 052-734-5300
②西友高針店〒465-0068 愛知県名古屋市名東区牧の里 1-401 052-704-3030
◆３．参加者 東先生、安藤さん、小田、河野さん、河原さん（五十音順）５名
◆４．目 的
今年度のリサーチャーズクラブプラスでは、
「リーフパック」をテーマに問題解決に向けて活動するこ
ととした。RC プラス第 1 回ミーティングにおいて、
「リーフパック」に取り組んでいる機械メーカー・
包材メーカーの実態について情報共有したことから、名古屋地区における流通販売店におけるリーフパ
ック商品の導入実態を把握し、社会実験時に消費者目線でどのように PR したらよいかを見い出すこと
を目的とし、本見学会を設定した。
◆５．内 容 名古屋地区の流通販売店に導入されているリーフパック商品の見学
リーフパック商品の PR 方法を検討するべく、商品のお試し（調理等）
今後の進め方を検討
◆６．当日スケジュール
時 間

内

容

詳

細

10：00－11：00

①イオン千種店の ・RC プラスメンバーにて「リーフパック」商品の見学、購入

（60 分）

見学

11：00－12：00

移動

・西友高針店に移動

（６0 分）
12：00－13：00

②西友高針店の見 ・RC プラスメンバーにて「リーフパック」商品の見学、購入

（60 分）

学

13：00－13：30

移動

・メンバーの自宅に移動

料理

・購入したリーフパック商品を使用し、料理をする

試食

・試食および片付け

まとめ

・見学、購入・試食結果をまとめ、意見交換を行なう

（30 分）
13：30－14：30
（60 分）
14：30－15：30
（60 分）
15：30－1８：00
（150 分）

・冷凍の場合の検討方法・役割分担を決める
・ブログへの発信等、今後の活動を考える
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７．報告内容
＜検証項目＞
①ドリップ量
②トレイの重さ
③ラップの重さ
④冷凍・解凍時間
⑤レン爺使用調理
⑥その他まとめ
＜8 月 8 日検証結果＞
・本日の調理方法は、魚は 1．蒸す（土鍋使用）、２．レンジ（レン爺使用）
、3．レンジ（スチームクッ
カー使用）の 3 種類、魚は 1．焼く（魚焼きグリル使用）
、2．レンジ（レン爺使用）の 2 種類を行な
った。＊レン爺は、４～５回レンジ調理ができるトレイである
①ドリップ量
・ムネ肉→賞味期限 8 月 10 日のドリップ量：45ｃｃ
・手羽先→賞味期限 8 月８日のドリップ量 ：20ｃｃ
②トレイの重さ
・リーフパック重さ →３ｇ
・普通トレイ重さ

→２ｇ

・レン爺→大サイズ重さ→２３ｇ（再利用可能）
③ラップの重さ
・検証なし→容量は、リーフパックの方が 3 分の 1 とのこと→各自、冷凍の時に検証
④冷凍・解凍時間
・冷凍時間は、トレイよりリーフパックの方が早く冷凍できた
・解凍時間→検証なし各自、冷凍の時に検証
⑤レン爺使用調理
・さわら、さんま、さばともに美味しく、短時間で調理できた
⑥その他まとめ
・リーフパックの耐久性→50 回ほど包丁の腹で切っても耐えられるが、破れには弱い
・調理時間はスチームクッカーが 1 分 30 秒、レン爺が 2 分、土鍋が 20 分とレンジ調理の方が短時間
で調理が可能である（調理量に差があったので、同量での検証は必要）
・ドリップ量は、日付が古い方が 2 倍近くドリップが出ていた
・レン爺使用の場合、魚には油分が多く含まれているため、ラップが溶けてしまったが、肉の調理では
大丈夫であった
・リーフパック（紙）よりトレイ（発砲スチロール）の方が重さは軽かったが、リーフパックはゴミと
して出す場合、小さくたためるため、かさばらない利点がある（写真参照）
・冷凍時間はトレイよりリーフパックの方が早く冷凍することができたことから、新鮮さを保つことが
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できる
・リーフパックは、トレイの約２分の１とかさばらないので、冷凍する時は場所をとらないので良い
・持ち運びの時に、トレイよりリーフパックの方がドリップ量は多かった（普通のトレイには、下敷き
が引いてあるため？）
＜冷凍検証項目および内容＞
○解凍実施日：8 月 22 日（月）報告日：8 月 27 日（土）
①ドリップ量
②トレイの重さ
③ラップの重さ
④冷凍・解凍時間
⑤レン爺使用調理
・リーフパック→レンジ解凍（小田）冷凍モード、レン爺
・リーフパック→冷蔵庫解凍（安藤）
・リーフパック→冷水解凍（河原）
・リーフパック→常温解凍（河野）
・ジップロップのようにゆでるのに耐えられるのか（安藤）
・マリネして、下味をつけて調理加工（河原）
８．今後の活動内容について
・リサイクルボックスにトレイを持ってくる人にＰＲ（売場よりも、リサイクル置き場に掲示）
・売場にＰＯＰ、ポスターを作成・設置（名前、写真入りＰＯＰ、紙の上で切った様子写真を掲載）
リーフパックの活用法をＰＲ
→清潔さ、保存の便利さ、冷凍・解凍の速度時間短縮、容量のかさばらなさ、ゴミの観点からＰＲ
・中日新聞にて取材などしていただき、ＰＲ（ごみ減量を中心にＰＲ）
・料理教室でリーフパックに入った肉を料理に使ってもらいＰＲ（東方ガスの料理教室等で使用戴く）
・ブログに検証結果をＵＰし、広く一般に向けて普及する
→調理過程を動画で撮ってＹｏｕｔｕｂｅにＵＰも検討
→リサコブログからフェイスブックにもリンクを貼れるようにフェイスブックを立ち上げる（河野）
・ＩＦトレイの容器についても調べる（レン爺活用）
・次回打ち合わせ日程 9 月 5 日（月）10 時～12 時椙山女学園大学 現代マネジメント学部 514 室
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９．当日写真

＜もも切り落とし＞

＜バラスライス＞

＜レン爺鯖みりん干し＞

＜鶏ムネ肉＞

＜リーフパックで切った状態＞

＜土鍋蒸し料理＞
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＜スチームクッカー調理前＞

＜スチームクッカー調理後例＞

＜レン爺調理前例＞

＜レン爺調理後例＞

＜土鍋蒸し料理後＞

＜食卓状況＞
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＜手羽先ドリップ４５ｃｃ＞

＜ムネ肉ドリップ２０ｃｃ＞

＜ドリップ量比較結果＞

＜レン爺調理後＞

＜トレイとリーフパックのゴミの比較＞

＜トレイとリーフパックのかさばり具合の違い＞

＜購入食材＞→調理方法：蒸す（土鍋使用）
、レンジ（レン爺、スチームクッカー使用）
・リーフパック 国産ももスライス ｇ148 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・リーフパック 国産もも切り落としｇ128 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・リーフパック 国産バラスライス ｇ198 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・リーフパック 米産しょうが焼き ｇ128 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・レン爺 さわら西京漬け 2 切れ

298 円→2 分 30 秒→今回 1 分 50 秒

・レン爺 さんまみりん干し 2 切れ

398 円→2 分 40 秒→今回 1 分 50 秒 ラップ溶けた
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・レン爺 さばみりん干し 2 切れ

398 円→3 分 30 秒→今回 1 分 20 秒

・真空パック ほっけ開き

398 円→魚焼グリルで 10 分程？

・真空パック 塩しゃけ

398 円→河原宿題

・真空パック 塩ハラス

398 円→安藤宿題

・真空パック ムネ肉

１ｋｇ380 円→全員宿題

・普通トレイ 国産ももスライス

ｇ148 円→小田宿題

・普通トレイ 国産もも切り落とし ｇ128 円→河原宿題
・普通トレイ 国産バラスライス

ｇ198 円→安藤宿題

・普通トレイ 米産しょうが焼き

ｇ128 円→河野宿題

・普通トレイ 塩しゃけ
・袋詰め 鶏がら

１つ

・もやし ２袋
・葉物

1袋

298 円→全員宿題
78 円→安藤宿題
19 円
158 円

１０．参考
・レン爺：http://www.fujidai.com/products3.html
山口県下関市長府扇町 3－85
083－248-0136
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リサーチャーズクラブプラス第２回リーフパック（トレイレス）見学会 報告書
作成：小田
◆１．日 時 平成 23 年９月１０日（土） 1７:00～２０:00
◆２．場 所 ピアゴ清水山店 （〒459-8009 愛知県名古屋市緑区清水山 1−501）
◆３．参加者 東先生、安藤さん、小田、河野さん、河原さん、藤原さん（五十音順）６名
◆４．目 的
今年度のリサーチャーズクラブプラスでは、
「リーフパック」をテーマに問題解決に向けて活動するこ
ととした。RC プラス第 1 回ミーティングにおいて、
「リーフパック」に取り組んでいる機械メーカー・
包材メーカーの実態について情報共有したことから、名古屋地区における流通販売店におけるリーフパ
ック商品の導入実態を把握し、社会実験時に消費者目線でどのように PR したらよいかを見い出すこと
を目的とし、本見学会を設定した。
◆５．内 容 名古屋地区の流通販売店に導入されているリーフパック商品の見学
リーフパック商品の PR 方法を検討するべく、商品のお試し（調理等）
今後の進め方を検討
◆６．当日スケジュール
時 間

内

容

集合

詳
イオン千種店

細

スターバックス前にメンバー集合

1７：00－1８：00

ピアゴ清水山店の ・RC プラスメンバーにて「リーフパック」商品の見学、購入

（60 分）

見学

1８：00－18：30

移動

・メンバーの自宅に移動

料理

・購入したリーフパック商品を使用し、料理をする

試食

・試食および片付け

まとめ

・見学、購入・試食結果をまとめ、意見交換を行なう

（30 分）
18：30－19：00
（30 分）
19：00－19：30
（30 分）
19：30－20：00
（30 分）

・冷凍の場合の検討方法・役割分担を決める
・ブログへの発信等、今後の活動を考える

７．報告内容
・前回見学したイオン千種店に比べて肉の種類が多く、リーフパック売場の面積も広かった。
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・前回購入していない種類の肉を購入し、調理・試食会を実施することにした。

８．写真一覧
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９．まとめ
・調理実施した結果をコメントにしてＰＯＰを貼りだしたらどうか。メンバーの声なので、消費者にも
受け入れられやすいのではないか。
・インタビュー調査にて、ゴミ削減、まな板がわりになる、省スペース等のメリットをわかりやすく掲
示できるといいと思う。
・近くでも売っていればいい。
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2）店舗での実証実験と結果
（1）店舗に掲示した消費者の生声 POP

14

15

16
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（2）POP 掲示による売り上げの変化
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19

20

2．消費者と流通販売者の共同による、CO2 排出量削減を目指した買い物の検討
（株式会社ジェイアール東海髙島屋との協働）
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、平成 22 年度に引き続き一般消費者より応募者を募り、12 名から成
る「おかいもの革命！リサーチャーズクラブ」を立ち上げた。
平成 22 年度の第一期はユニー株式会社と協働し、スーパーマーケットであるアピタ千代田橋店を舞台
にしたのに対し、第二期となる平成 23 年度は株式会社ジェイアール東海髙島屋と協働し、百貨店である
ジェイアール名古屋タカシマヤを舞台とした。
リサーチャーズクラブへの参加者募集の方法としては、①研究協力企業である株式会社ハー・ストー
リィ（ソーシャルマーケティング企業）のメールマガジンでの募集、②継続的に実施している「買い物
と環境に関するアンケート」に案内チラシを同封、③リサーチャーズクラブ WEB サイトへの掲載、④
JST 名古屋プロジェクト主催フォーラムでの案内チラシ配布などにより行った。
応募方法は、パソコン若しくは携帯電話よりリサーチャーズクラブのホームページにアクセスし、応
募フォームより応募者の情報（年齢、職業、住所、お買いものの頻度やよく利用するスーパーマーケッ
トや百貨店、趣味など）を入力。それらの情報をもとに、年代やお買いものの傾向などから多様なメン
バーで構成されるよう配慮してメンバーを決定した。平成 23 年 5 月の第一回開催以降、平成 24 年 1 月
まで、計 9 回のミーティングを実施、消費者と流通販売者との相互学習を実施した。また、3 月にはリサ
ーチャーズクラブと株式会社ジェイアール東海髙島屋の合同にて「暮らしの質をたかめるエコな力・お
かいものフォーラム」を開催した。
ミーティング各回の企画と報告、フォーラムの報告は以下のとおりである。
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2）ミーティング（全 9 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：２０１１年５月１５日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ジェイアール東海高島屋 ９階 ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー 14 名
■内容：リサーチャーズクラブの概要および高島屋さんの特徴説明、おかいものに関する疑問を出し合
う。
■当日スタッフ：永田先生、東先生、小田（ＪＳＴ研究員）
、JR 名古屋高島屋担当者 4 名
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

１０：００－１０：１５

会場準備

会場セッティング（２チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼

高島屋さん設

り、ビデオ、カメラ準備

営済み

ローズパティオに集合、受付

小田

（１５分）
１０：１５－１０：３０

受付

（１５分）
１０：３０－１０：４０

＊名簿で確認
オープニング

（１０分）

スタッフの紹介、今日のスケジュールの説明、撮影許可

永田

をとる

１０：４０－１０：５０

リサーチャーズクラブ

（１０分）

の説明

・ＰＰＴにより、リサーチャーズクラブを立ち上げた経緯、概

永田

要を簡単に説明する
・会則の説明と同意書の記入

１０：５０－１１：１０

高島屋さんについて

（２０分）
１１：１０－１１：２０

・高島屋さんあいさつ

高島屋担当者

・高島屋さんの特徴などを説明
自己紹介

簡単な自己紹介

東

休憩

お茶とお菓子を食べながら、メンバー同士の交流

小田

（１０分）
１１：２０－１１：３０
（１０分）
１１：３０－１２：１５

（セルフで取ってもらう）
ＷＳ

（４５分）

１２：１５－１２：２０

・永田先生によるルール説明後、各グループでお買い物

永田、東

について感じていること、疑問に思っていることをポスト

小田は適宜テ

イットに買いてもらう

ーブルに入り、

・テーマは、特に絞らないが、ある程度共有する

おしゃべりを促

・各チーム 3 分で、最後に発表（永田先生コメントあり）

進する

アンケート

・アンケート等の概要説明

小田

エンディング

・第 2 回ミーティングの案内（６月２６日）

小田

（５分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）

・記入した同意書の受け取り
・商品券お渡し、受領書の記入
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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

■日時：２０１１年５月１５日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ジェイアール東海高島屋 ９階 ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１０名（２名欠席）
■内容：リサーチャーズクラブの概要および高島屋さんの特徴説明、おかいものに関する疑問を出し合
う。
■当日スタッフ：永田先生、東先生、小田（ＪＳＴ研究員）
、ジェイアール東海高島屋担当者 4 名
■詳細内容
オープニング（15 分）
・ 事務局メンバーの自己紹介を行った。
・ 本日のスケジュールのご説明を行うとともに、撮影について確認した。

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立ち上げた経緯とその概要について JST 永田先生よりご説明した。
・ 会則についてご説明し、同意書にご記入いただいた。

髙島屋さんについて（10 分）
・ ジェイアール東海髙島屋のご担当者様より、ご挨拶をいただいた。
・ ジェイアール東海髙島屋のご担当者様よりジェイアール名古屋タカシマヤの概要や特徴についてご説明
いただいた。

自己紹介（10 分）
・ リサーチャーズクラブのメンバーに自己紹介をしていただいた。

WS（45 分）
・ ふだんのお買いものについて感じていること、疑問に思っていることについて、リサーチャーズクラブの
メンバーに 2 つのグループに分かれて意見交換をしていただいた。それぞれのグループで出た意見は別添
のとおり。

エンディング（15 分）
・ アンケート調査にご回答いただくとともに、次回のミーティングのご案内をした。
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グループ 1

番号 大分類

第1回リサーチャーズで出た意見

中分類

備考

1

エコバッグを使った買い物の促進

エコバッグ

2

過剰包装の取りやめ

過剰包装

過剰包装(ビニール袋＋外袋＋紙で個別)

過剰包装

4

包装は断ると迷惑なのか(宣伝効果もあると思うので)

包装、理由

5

過剰包装がしばしばあります

過剰包装

6

包装がいまだに過剰

過剰包装

7

最近、社員が少ないのでパートとの見分け方は。聞きたいことがある時に
社員、違い
困る

3

包装

制服の人と私服の人が混在しているのはなぜ

社員、違い

買おうとすると、店員さんがどこかへ行ってしまうのはなぜ

店員、態度

ビ
ス

手荷物預かりサービスについて

手荷物、預かり

駐車場サービス等毎回聞かれると面倒

駐車場、コミュニケーション

駐車場サービスの料金設定はどうなっているのか

駐車場、価格

13

みんな車で来ないのに、重いものをどうやって持って帰るのか

荷物、手段

14

車できていないけど、沢山買い物をした時に駐車券をもらえると嬉しい

駐車場、サービス券

15

託児サービスが欲しい

託児、サービス

16

オーガニックの無農薬製品をもっとたくさん置いてほしい

無農薬、オーガニック、商品

17

ポイントカードが携帯電話に連動してくれて、携帯をかざせば貯まるように
ポイント、携帯、チャージ
なると嬉しい

18

駅が近いのに時計が少ないが、もっとあるといいのに

時計、立地

19

証明が多すぎる。電気を使いすぎている感がある

証明、無駄

20

売場の商品別のつり看板が欲しい

売場、表示

21

売場の案内表示をわかりやすくしてほしい

売場、表示、案内

なぜ１階にトイレを作らないのか

トイレ、場所

デパ地下の通路が狭い。人も多いからなのか

通路、場所

エスカレーターの幅がもっと広くあってほしい。荷物がぶつかるので

エスカレーター、幅

エレベーターが込んで困る。

混雑、エレベーター

エレベーターは途中の階から満員で乗れないことが多い

混雑、エレベーター

1個だけ買いたい人用のレジがほしい

混雑、レジ

9
10

ー

A
.
サ

8

11
サービス

12

22

設備

23
24
25
26

B
・
売
場

27
28

売場

子ども服売場はなぜ上の階にあるのか。ベビーカーで不便だから下の階に
売場、場所
してほしい

29

物産展がデパートを巡回していても扱うお店が違うのはなぜか

物産展、店舗

30

同じ商品が高い

商品、価格

以前より中国製のものの取り扱いが目立つ。多少高くても百貨店ではそれ
中国産、品質
百貨店らしさ なりの品質の物を

31

オーガニックとか無添加とか、自然とか巷にあふれているが、百貨店なりの
無農薬、オーガニック、商品
独自のこだわりの商品選びはされているのか

32
33
34
35

C
・
そ
の
他

商品券

商品券も紙でなく、図書カードみたいなタイプにしたらどうか

商品券、材質

お釣りの出る商品券と出ない商品券の違いは

商品券、種類

商品券のポイント交換は、なぜ2000円からなのか。1000円からにしてほし
商品券、ポイント
い
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グループ 2

番号 大分類

第1回リサーチャーズで出た意見

中分類

備考

1

エコバッグを使った買い物の促進

エコバッグ

2

過剰包装の取りやめ

過剰包装

過剰包装(ビニール袋＋外袋＋紙で個別)

過剰包装

4

包装は断ると迷惑なのか(宣伝効果もあると思うので)

包装、理由

5

過剰包装がしばしばあります

過剰包装

6

包装がいまだに過剰

過剰包装

7

最近、社員が少ないのでパートとの見分け方は。聞きたいことがある時に
社員、違い
困る

3

包装

制服の人と私服の人が混在しているのはなぜ

社員、違い

買おうとすると、店員さんがどこかへ行ってしまうのはなぜ

店員、態度

ビ
ス

手荷物預かりサービスについて

手荷物、預かり

駐車場サービス等毎回聞かれると面倒

駐車場、コミュニケーション

駐車場サービスの料金設定はどうなっているのか

駐車場、価格

13

みんな車で来ないのに、重いものをどうやって持って帰るのか

荷物、手段

14

車できていないけど、沢山買い物をした時に駐車券をもらえると嬉しい

駐車場、サービス券

15

託児サービスが欲しい

託児、サービス

16

オーガニックの無農薬製品をもっとたくさん置いてほしい

無農薬、オーガニック、商品

17

ポイントカードが携帯電話に連動してくれて、携帯をかざせば貯まるように
ポイント、携帯、チャージ
なると嬉しい

18

駅が近いのに時計が少ないが、もっとあるといいのに

時計、立地

19

照明が多すぎる。電気を使いすぎている感がある

証明、無駄

20

売場の商品別のつり看板が欲しい

売場、表示

21

売場の案内表示をわかりやすくしてほしい

売場、表示、案内

なぜ１階にトイレを作らないのか

トイレ、場所

デパ地下の通路が狭い。人も多いからなのか

通路、場所

エスカレーターの幅がもっと広くあってほしい。荷物がぶつかるので

エスカレーター、幅

エレベーターが込んで困る。

混雑、エレベーター

エレベーターは途中の階から満員で乗れないことが多い

混雑、エレベーター

27

1個だけ買いたい人用のレジがほしい

混雑、レジ

28

子ども服売場はなぜ上の階にあるのか。ベビーカーで不便だから下の階に
売場、場所
してほしい

9
10

ー

A
.
サ

8

11
サービス

12

22

設備

23
24
25
26

B
・
売
場

売場

29

物産展がデパートを巡回していても扱うお店が違うのはなぜか

物産展、店舗

30

同じ商品が高い

商品、価格

以前より中国製のものの取り扱いが目立つ。多少高くても百貨店ではそれ
中国産、品質
百貨店らしさ なりの品質の物を

31

オーガニックとか無添加とか、自然とか巷にあふれているが、百貨店なりの
無農薬、オーガニック、商品
独自のこだわりの商品選びはされているのか

32
33
34
35

C
・
そ
の
他

商品券

商品券も紙でなく、図書カードみたいなタイプにしたらどうか

商品券、材質

お釣りの出る商品券と出ない商品券の違いは

商品券、種類

商品券のポイント交換は、なぜ2000円からなのか。1000円からにしてほし
商品券、ポイント
い
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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】

■日時：２０１１年６月２６日（土） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ９階ロースパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー １２名
■内容：今年の取り組み内容について、意見交換する
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田、東、藤原・小田（ＪＳＴ研究員）
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

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

髙島屋さん対応

貼り、

１０：15－１０：３０

受付

（１５分）
１０：３０－１０：４５

ポーズパティオに集合、受付、商品券購入

小田、藤原

＊名簿で確認
オープニング

（１５分）

・前回欠席者の紹介、今日のスケジュールの説明

永田

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピック

東

ス）

１０：４５－１１：０５

テーマの設定とグ

・ＪＳＴ側から、第一回目ＷＳ意見及びウェブアンケー

（２０分）

ループ分け

トの調査概要を説明しながら、ＲＣクラブで取り扱うテ

永田

ーマについて提案する。
１１：０５－１１：２０

容器包装につい

（１５分）

て取り組み現状

１１：３０－１２：２０

・女性がよく買う、「食品」「化粧品」「衣類」について、
容器や包装の現状について説明してもらう。

の説明

（その後、休憩１０分）

グループＷＳ

・２つのグループに分かれて意見交換や今後の進め方

（５０分）

畑添さん、金井
さん、村田さん

小田

などを話し合う。
・それぞれ発表し共有してもらう。

１２：２０－１２：３０
（１０分）

エンディング

・第３回ミーティングの案内（７月２３日）
・商品券お渡し、受領書の記入
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小田、藤原

リサーチャーズクラブ

第２回ミーティング

【報告書】

■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー １０名（２名欠席、２名途中退室）
株式会社ジェイアール東海髙島屋（以下、髙島屋）
営業第 5 部副部長兼統括 GM 村田尚樹氏、販売促進部マネージャー 金井宏高氏、営業企画部グループマ
ネージャー 畑添章宏氏、営業企画部 丹羽幸江氏
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田、東、小田・藤原（ＪＳＴ研究員）
■詳細内容
オープニング（15 分）
・ リサーチャーズクラブメンバー、髙島屋、事務局のうち、新規に参加メンバーより自己紹介があった。
・ 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●名の参加メンバー全員にご紹介い
ただいた。

テーマの設定とグループ分け（20 分）
・ 永田先生より、以下の通り説明と提案があった。


前回の意見交換では「選定基準に関して知りたい」「商品選択基準が知りたい」といった基準に関す
る意見や、「過剰包装をやめる」「エコバックを推進する」など包装に関する意見が多くあった。



ウェブアンケートにおいて、震災後のお買い物について質問したところ、最も大きく変化したのは「お
買い物の量が減ったこと（約 20%）」という結果であった。逆にお買い物の量が増加した人は 1.8%
であった。買い物の量が減った理由は、自分が買ってしまうと買えない人がいるため、たくさん買っ
て冷蔵庫で腐らせてしまうためであった。また、乾物（昆布、切干大根、パスタ等）を買い置きする
人も増えていた。



ウェブアンケートにおいて、包装について質問したところ、百貨店でのエコバック利用はある程度普
及しており、約 40%の人がエコバックを持ってきているという結果が出た。
→リサーチャーズクラブメンバーより、名古屋はエコバッグが有料だが、他の地域でも東京はエコバ
ッグを持参すると 2 円引いてもらえるなどのサービスがあるので持参するのではないかという意見
が出た。



以上の点から、前回のリサーチャーズクラブで意見が多く出された「簡易包装」チームと、百貨店ら
しいお買いもの目線や震災後のお買いものについて考える「お買いもの基準」チームを作ってはどう
かという提案があった。



なお、「簡易包装」については、ウェブアンケート結果よりエコバックは既に普及していると考えら
れるため、エコバックを除いて検討してはどうかという提案があった。例えば、包装がどのレベルで
必要か、対面で接客できる百貨店では、個別の包装に対する要求にも対応しやすいのではないかとい
う提案があった。

・ 「簡易包装チーム」と「お買いもの基準チーム」に分かれて、それぞれのテーマに 12 月まで取り組むこ
ととなった。メンバーは次のとおり。
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簡易包装

宇佐美、早川、鈴木、川合、前田

お買いもの基準

山本、三苫、大国、高月、前川

容器包装について取り組み現状の説明（15 分）
・ 髙島屋村田様より、「食品」の容器包装の取り組み現状について次の通り説明があった。


簡易包装は、お客様のニーズに合わせて行っている。ただし、保冷剤は持ち歩き時間 30 分につき 1
個必要であるなど、衛生管理上どうしても必要なものもある。また、百貨店で買い物を楽しんでくだ
さったお客様の他の買い物や洋服を汚さないような配慮は必要だと考えている。



以前、食品やお惣菜が過剰包装であるという指摘を受けて簡易な包装を試みたことがあるが、不評だ
った。



現在では、ビニールに入れた後、保冷剤をテープでとめて、その後紙袋に入れ、最後に手提げ袋に入
れるのが標準的な包装である。「せっかく百貨店で購入したのだから、バラの絵柄のついている髙島
屋の袋に入れてほしい」「買い物の中身を見られたくない」というお客様の要望もあり、必要に応じ
てさらに手提げ袋等に入れている。



以前は中身が重いときに紙袋を二重にすることもあったが、現在では強度がしっかりしたものを導入
しているので、一枚でも十分である。



保冷剤の回収は、名古屋市内で行っている百貨店は名鉄百貨店のみであった。髙島屋では高崎店が行
っている。衛生面などで回収・再利用が難しい。成分のほとんどが水であることから、処分するとき
は可燃ごみになる。



トレイレスで包装できる機械の導入も検討したことがあり、必要投資額は 400 万円と聞いている。

・ 髙島屋金井様より、「衣料」の容器包装の取り組み現状について次の通り説明があった。


衣料は、薄紙で包んでから手提げ袋に入れている。かつては、手提げ袋に入れる前に平袋と呼ばれる
袋に入れていたが、現在は簡易化している。



セール時は簡易包装を行うが、衣料が傷まないようにたたみ方を徹底指導している。



ブランドバッグは PR の効果もある。手提げ袋は複数回使用することが多いというお客様の声から、
繰り返し使える丈夫なものを使用している。

・ 髙島屋畑添様より、「化粧品」の容器包装の取り組み現状について次の通り説明があった。


化粧品は、デパートに配送されてくるまでの経路まで配慮した包装となっている。海外メーカーの商
品は世界で包装の規格が統一されている場合もある。



ビンのリサイクルはコストがかかることから、取り組みは少数である。髙島屋では 2 社が行ってい
る。デパートで回収するには、遠方から電車を乗り継いでいらっしゃるお客様にビンを運ぶことをお
願いしてなくてはならないため、デパート側から呼びかけてよいのかという不安があり、実施してい
ない。

グループ WS（50 分）
・ 永田先生より、今後の進め方について次のとおり説明があった。


リサーチャーズクラブはさまざまなメンバーで構成されている。スーパーとは違った「百貨店な
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らでは」という観点でお買いものをより良くするための意見を出していただきたい。


今後は二つのチームに分かれて活動していただきたい。進め方は、
1.

取り上げる商品を決定する。

2.

進め方、スケジュールを決定する。（専門家を招いたり、講座を開催することも可能）

3.

最終形をイメージする。

・ 簡易包装チームでは、次のような意見が出た。


過剰包装は、食品で最も多い印象である。既にお客様の要望に応じて包装のレベルを変えている
ものもあるということだが、もっとわかりやすいように PR した方がよいのではないか。



髙島屋側からは、化粧品のビンの再回収はお願いしづらいという意見があったが、化粧品はいつ
も同じ店舗で買うため、百貨店に返却しに行くことは負担にはならないのではないか。もしも返
却することでポイントやノベルティがもらえるのであれば、積極的に返却に行くと思う。現在ビ
ンを回収しているという二社ではどの程度回収実績があるのか知りたい。



（質問）：現在回収を行っている二社以外の分を髙島屋が回収した場合には、どのように処理す
ることになるのか。
（回答）
：通常自治体等が行っているリサイクルと同様に、ビン資源として処理することになる。



髙島屋で最も販売額の割合が高い婦人衣料・雑貨の分野で取り組みを行ってはどうか。食品につ
いては包装パターンの紹介があったが、衣料品についても包装パターンがあれば知りたい。



ギフト用ラッピングに関心がある。ギフト用ラッピングは全体に過剰気味であるが、そうしても
らう必要がないときもあるので、いくつかの包装のパターンを提示してもらい、選べるようにな
ればよいのではないか。



複数のテナントで買い物をして荷物をまとめるようお願いした場合、前に買い物をした店の袋に
入れるのではなく、新たに買い物をした店で新しく大きな袋を用意してくれる。断りづらく、次々
に大きな袋をもらうことになってしまう。



（質問）：セール期間中に一か所で会計や包装を行っているのは、どんな意図があるのか。
（回答）：一店舗の限られた人数で接客や会計、レジの整列をすべて行うことは難しいため、会
計とレジの整列の機能を一か所に集めている。



（質問）：靴を入れている箱を断った場合には、どのように処理しているのか。
（回答）：通常自治体が行っているリサイクルと同様に、紙資源として処理することになる。

・ お買いもの基準チームでは、次のような意見が出た。


調理器具等種類が多いので、まずはアイテムをいくつか決めてアイテム別基準を作ってはどうか。
メンバー以外の人にも、あるとお買い物がより良いものになるなどを聞いてみてはどうか。



エコや環境や良い暮らしにつながる基準を設けることが目的になるだろう。



対象とする商品については、衣服、食、雑貨等に関心がある。このうち、キッチングッズ、服飾
雑貨を検討する。



髙島屋様より、百貨店のターゲットは名駅地区で働く女性がターゲットだが、緩やかな基準であ
るという説明があった。



基準として外せないのは長持ちすること、いいものであること、自分にあっていることだろう。



食品は、お総菜は難しいが、野菜等の素材ならできるのではないか。
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キッチン用品の売れ筋について知りたい、シリコンなどロングセラーのものも知りたい。



今後のスケジュールについて、7 月売場見学、キッチングッズ、シューフィッター担当者より説
明がほしい、売場リサーチをしたい。8 月はグリーン購入ネットワークに環境に配慮したお買い
ものについて教えてもらいたい。9、10 月は話し合いを進める。11 月に店頭表示を行ない、
12 月に 1 か月実験をする。1 月か 2 月にはメンバーと共に結果報告会を開催としてはどうか。

グループ発表
・ お買いもの基準チーム（永田先生）より、今後のスケジュールとして、7 月には売り場リサーチを行
ってキッチングッズをはじめとする日用品などがどのように販売されているかを確認すること、8 月
にはグリーン購入ネットワークの方をお呼びしてお買い物の基準について勉強すること、11 月には
店頭表示や顧客への表示を行うことをめざすことの説明があった。また、次回までの宿題として周り
の友人などにキッチングッズ等を購入する際の基準について質問することが決まったとの報告があっ
た。
・ 簡易包装チーム（東先生）より、最終的なゴールとして、食品を例に説明があったような顧客のニー
ズに合わせて包装のレベルを選ぶことができる店頭表示をめざしていきたいとの報告があった。特に、
店舗での売上の多い「婦人衣料」の包装や、「雑貨」に関してギフト用ラッピングや化粧品のビンの
回収などに関心があるという意見が出された。次回以降、化粧品のビンの回収の現状や、ギフト用ラ
ッピングやその他の包装について勉強会を行ってはどうかという意見が出たことの報告があった。
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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】

■日時：２０１１年７月２３日（土） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ６階ローズパティオ【９階から変更】
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー １２名
■内容：チームに分かれて、テーマについて勉強する
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田、東、小田・藤原（ＪＳＴ研究員）
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

会場準備

会場セッティング（2 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り

髙島屋さん対
応

１０：１５－１０：３０

受付

（１５分）
１０：３０－１０：４５

ローズパティオに集合、受付、商品券購入、（9F 会場対応）

小田、藤原

＊名簿で確認
オープニング

（１５分）

・前回欠席者の紹介、今日のスケジュールの説明

永田

・前回欠席者のグループ確認
・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

１０：４５－１１：４０

グループ別活

【お買いもの基準】：二人ひと組で売り場リサーチ

永田、小田、

（５５分）

動

【簡易包装】：全員で食品売り場とギフトサロンの見学

藤原

１１：４０－１２：２０

グループＷＳ

・本日の活動の気づきと今後の進め方などを話し合う。

永田

（４０分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）

・それぞれ発表し共有してもらう。
エンディング

・運営委員会について

永田、小田、

・ブログの運営について

藤原

・第３回ミーティングの案内（8 月 28 日・日曜）
・商品券お渡し、受領書の記入
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リサーチャーズクラブ

第３回ミーティング

【報告書】
作成：藤原

■日時：２０１１年７月２３日（土） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ６階ローズパティオ【９階から変更】
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー １２名
■内容：チームに分かれて、テーマについて勉強する
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田、東、小田・藤原（ＪＳＴ研究員）
髙島屋様担当者：村田様、丹羽様、畑添様、中村様、湯川様
■詳細内容
オープニング（25 分）
・ 髙島屋様より本日簡易包装チームに食品売り場をご案内いただく担当者として、湯川様をご紹介いただい
た。
・ 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 12 名の参加メンバーのうち、遅参
の 1 名を除く全員にご紹介いただいた。
・ 前回欠席されていた大杉様は簡易包装チーム、太田様はお買いもの基準チームにご所属いただくこととし
た。チームの所属は次のとおりとなった。
簡易包装

宇佐美、早川、鈴木、川合、前田、大杉

お買いもの基準

山本、三苫、大国、高月、前川、太田

・ 前回の振り返りとして、二つのチームについて、永田より次のとおり説明を行った。


安心、安全に加えて、より良い社会を実現するための「お買いもの基準」を考えていくチームを立ち
上げた。たくさんある百貨店の商品の中でも、食卓から考えるという意味で身近な「キッチングッズ」
と、ちょっとしたおしゃれから考える「婦人雑貨」を対象に「お買いもの基準」を考えていく予定で
ある。



お買いものをする際には、きちんとした包装で持ち帰りたいお客様から簡易な包装で構わないという
お客様までさまざまだが、対面販売の百貨店ではお客様のニーズに応じた柔軟な対応ができるのでは
ないかと考え、「簡易包装」チームを立ち上げた。包装パターンを整理してわかりやすく表示する活
動を、食品や服飾雑貨、ギフト等で行うことを想定している。

・ 本日売り場リサーチの進め方について、永田より次のとおり説明を行った。


お買いもの基準チームは、二人ひと組で、「もし百貨店で買い物をするならどのようなお買いもの基
準を作るのがよいか」という視点で自由にリサーチを行っていただきたい。前回の宿題だった「知人
等に（キッチングッズ等を購入する際の）お買いもの基準を聞く」という回答を活かして、販売員の
方に質問を行ってもよい。販売員の方への質問等を行う際には、適宜、髙島屋と協力して行っている
リサーチの一環であることを説明する。そのほかにも、
「お客様からはどのような質問が多いか」
「ど
のように売り場づくりをしているのか」といったことを質問してみてもよいだろう。



簡易包装チームは、食品売り場（お肉・お惣菜）とギフトサロンを見学し、髙島屋様の担当者の方か
らご説明を伺う。気になった点は適宜質問していただきたい。

・ 髙島屋 畑添様より、売り場づくりの考え方などは、販売を専門に行う販売員（取引先販売員等）は売場
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づくりに携わっていないことから適切な回答ができない可能性もあるため、「この商品は価格が高いがど
こが優れているのか」、「売れ筋商品にはどのようなものがあるのか」といった点を質問して、期待する
回答が得られなかった場合にはフィードバックをいただきたい、との補足説明があった。

グループ別活動（45 分）
・ お買いもの基準チームは、二人ひと組のチームに分かれて 9 階のキッチングッズ売り場を中心に売り場リ
サーチを行った。
・ 簡易包装チームは、六名全員で髙島屋 湯川様のご案内のもと、食品売り場（精肉店スギモト・魚久）と
ギフトサロンの売り場を訪問して、売り場担当者の説明を伺った。食品売り場では簡易包装のパターンに
ついて、ギフトサロンでは主にお中元の包装についてお話を伺った。事務局からは藤原が同行した。

グループ WS（40 分）
・ お買いもの基準チーム（永田）より、以下のような意見が出たことについて報告があった。


お買いもの基準チームは 9 階のキッチングッズを中心にリサーチを行った。



売り場のメンテナンスについて、見やすさを重視してほしいという意見があった。



情報表示に関する意見も多かったが、すべての情報を表示すると買い物の妨げになる恐れがあること
にも留意が必要だろう。



販売員の方に話しかけづらいという意見があったが、販売員の方とコミュニケーションをして、購入
後の手入れの方法などを聞くのも買い物の楽しみだろう。

・ その他、お買いもの基準チームのメンバーからは次のような意見が出た。
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分類
売り場のメンテナンス

気付いた点・コメント等
ディスプレイ棚の上の方に大きな物が置いてあり、下方が見づらい
全般的に掃除、ほこりが目立つ
セール中なので商品がまとまりがなくばらばらになっているのが気になりました
床面までの展示では座らないと見づらいが、かがむのがいや
同じ種類の商品が別の場所にもある
シリコン製品は売れ筋だが展示商品にホコリがつきやすいので手にとりにくい

販売員について

買うことにウェイトを置きすぎ？（メンテも含めて聞く）
商品の特徴などの説明があれば新発見があるのかも
レンジで魚を焼くのは本当に美味しいのか。焼き目もつくらしい
販売員を見つけにくい。制服がない。
電子レンジでゆで卵が一分で作れると知ってびっくり！
年配の店員さんで主婦目線なので話が聞き安かった
ポテトトングがテレビで売れていると言っていたが本当に売れているらしい。不思議

商品についての謎や発見

包丁は1メーカーだけとぎを受注（堺刃司社のみ）
いろいろな商品の知識がある店員さんはすごい
商品の多さにびっくり！！
買う時にもっと販売員を活用したらよい
店員さんの名札が小さいのでわかりにくい
長所、短所をはっきりと述べてくれたので信頼できる
メリットだけでなくデメリットも教えてくれると良いのでは

情報表示

商品説明のPOPがほしい
ホーロー製品のメリット、デメリットを表示してほしい
POPが目立たない、商品を選ぶ基準になるのであるほうがよい
セールの元値はいくらか？表示がないので知りたい
セール時に売り場変更がある場合表示してほしい
包丁は見やすく展示されていたが、危険防止のためケースにあり、使い心地を試すのは難しい
包丁とぎのサービスがあったが、メーカーが限られていたのが残念

その他

同じメーカーでも、セール品とは区別があるらしい
キッチングッズは重いものが多いので、持ち帰るのが大変だなあ
ステンレス製のピカピカばかりでなく、マットで手入れしやすい商品がほしい

・ 簡易包装チーム（藤原）より、以下のような意見が出たことについて報告があった。


クール包装のように、中身によって包材を変えていることを初めて知った。



自宅用か進物用かによって包装パターンがほぼ決められているのが現状である。店員の勧めるものを
選ぶことが多いので、できるだけ簡易な包装を勧めればよいのではないか。



自宅用には、エコバッグを使ってもらうようにアピールしてはどうか。



買い物客が包装形態を選びやすくなるとよい。例えば、包装形態の写真を示してもらえると選びやす
い。



衛生面への配慮が必要なのは理解できるが、買い物をするたびに保冷剤が増えていくのが気になる。
売り場内は保冷バッグでまわって、最後にまとめて包装するようにはできないか。保冷機能をもつエ
コバッグを推進してもよい。



エコ包装は思った以上に普及していて驚いた。エコ包装は、ひも掛けをなくすなどさらに工夫ができ
るのではないか。売り場で購入した場合でもエコ包装が選べるようになるとよい。



包装に対する消費者の意識を変えていくことも重要である。
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・ その他、簡易包装チームからは次のような意見が出た。
分類

気付いた点・コメント等

クール包装

包装紙が二種類（常温用/クール用）ある

（精肉店・スギモト）

クール包装用に特別な包装紙があることを知った。厚めでナイロンが入っており伸縮性あり
紙包み、耐水タイプありに驚いた
「クール包装」の紙にびっくりした。ごみにするときは紙資源でよいのか気になった。

包装方法の選択

店員の勧めるものを選ぶことが多いので、まず簡易な包装を勧めるのが良いのでは。
精肉を入れるのに、袋タイプのものはないのか？
自宅用か進物用かを必ず確認している
自宅用か進物用かで、ほぼ包装形態が決まる
食品、自宅用の場合はエコバックを使ってもらうようにアピールしてはどうか
食品で時間帯によって包装の要望が違う（昼は主婦なので丁寧に、夕方は会社員なので簡易）

ブランド

食料品でもブランドによって専門紙・テープを使っている
ブランドとお店での包装の仕方が違っている。ブランド包装が良いのか、百貨店包装が良いのか？

包装方法の表示

包装形態の希望によって並ぶ場所を変えると、時間がなくて簡易包装でよいときに便利
簡易包装するとどのような見た目になるのか、写真のついた一覧表を見ながら選べるとよい
最終的に簡易包装がどのような形態になるか、写真で示されているとよい
包装の形態を客側が選びやすいようになっていない

保冷・保冷剤

簡易包装よりも安全性のために1時間あたり1個の保冷剤をつけるというのは、確かにそうだと思う
お店ごとの保冷剤対応がやはり気になる。買うたびに保冷剤が増えてしまう
１回のおかいもので１個保冷剤がつくことになる
売り場全体で使える保冷バッグを配布しておいて、最後にまとめて包装して保冷剤を入れてはどうか
保冷バッグ（エコバッグ）をもっと普及してもよいのではないか

エコ包装

ギフト（お中元）は予想していたよりエコ包装が多いと思った
お中元はエコ包装は90%というのは予想外に多かった
ギフト（お中元）は想像していた以上に簡易包装化が進んでいた
中元等については思ったよりも簡易包装が進んでいた（髙島屋さん側が薦めている）
ギフトは送った相手があるので、簡易にしていくのは（割れものや百貨店）むずかしいかと思っていた
売り場でもエコ包装があればよい
エコ包装のひも掛けは必要か？もっと工夫してもよいのでは。例えばエコ包装ラッピングシールなど

消費者の意識

もしも簡易包装にクレームがあっても、「環境にご配慮ください」という対応がよいと思った
「たくさん包装するのが丁寧」というこれまでの常識を変えていくことも重要
ギフトラッピングでは、環境重視に世の中が動いてきたことがエコ包装を進めやすくしている

エンディング（10 分）
・ 次回は、日時：8 月 28 日（日）10:30～12:30、場所：髙島屋ローズパティオ 9 階、にて開催予定で
あることについて連絡があった。
・ 今回の売り場リサーチの結果を事務局にてとりまとめ、次回はさらに議論を深めたり、おかいもの基準チ
ームはプロの販売員の方（キッチングッズ担当者およびシューフィッターの方）のお話を伺う予定となっ
ていることの説明があった。
・ 必要に応じて、リサーチャーズクラブ事務局と活動改善やメンバーの退会について話し合うリサーチャー
ズクラブ運営委員会について説明を行った。「お買いもの基準」チームと「簡易包装」チームから一名ず
つ委員を選出していただくこととした。三苫様、大杉様に決定した。
・ リサーチャーズクラブのブログを開設することについて説明し、了承を得た。なお、ブログへの書き込み
は義務ではなく自由であるが、頻繁に更新されることが重要であるため週に一度はメンバーのどなたかに
書き込みをお願いしたいとの説明を行った。
以上
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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】

■日時：２０１１年８月２８日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ９階ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１２名
■内容：チームに分かれて、テーマについて勉強する
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ
■当日スケジュール
時間

１０：１５－１０：３０

内容

詳細

進行

会場準備

会場セッティング（2 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り

髙島屋様対応

受付

ローズパティオに集合、受付、商品券購入

藤原

（１５分）
１０：３０－１０：５０

＊名簿で確認
オープニング

（２０分）
１０：５０－１１：３０

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

永田

・前回の振り返り/今日のスケジュールの説明
グループ活動

（４０分）

・靴・シューフィッター/キッチングッズ/衣類の各販売員の方

高島屋様よりご

に、商品を長持ちさせる選び方、買い方、保管方法、使用

説明

方法、包装の意味についてなどを伺う

（永田、藤原）

・今後の取り組み（スペシャル・サービス・ウィーク（仮称）/ナ
チュラル ビューティー スタイル展（仮称））
１１：３０－１２：２０

グループＷＳ

（５０分）

・本日の活動の気づきと今後の進め方などを話し合う。

永田

【お買いもの基準】
お買いものをするときにはどんなことを考えるか
販売員の方とのコミュニケーションをどのようにとるか
【簡易包装】
どんな簡易包装がよいか
簡易包装を進めるためにはどのように表示すればよいか
→それぞれ発表し共有してもらう。

１２：２０－１２：３０
（１０分）

エンディング

・リサーチャーズクラブブログについて
・第 5 回ミーティングの案内（９月２５日・日曜）
・商品券お渡し、受領書の記入
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永田、藤原

リサーチャーズクラブ

第４回ミーティング

【報告書】

■日時：２０１１年８月２８日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ９階ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー７名（欠席：５名）
■内容：チームに分かれて、テーマについて勉強する
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：畑添様、丹羽様、中村様、恩田様、前田様（婦人靴担当）
、市川様（婦人服担
当）、安藤様（キッチングッズ担当）
、神谷様（食品担当）
■詳細内容
オープニング（15 分）
・ 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 7 名の参加メンバー全員にご紹介い
ただいた。
・ 前回のミーティングの振り返りとして、藤原より次のとおり説明を行った。


お買いもの基準チームでは実際に売り場を見学して各メンバーが調査を行った。その結果、多くのメ
ンバーが購入の際には商品についてより詳細な情報がほしいと考えているが、POP 等で過剰な情報
表示をすることは商品を見る際に妨げになることから、販売員の方とのコミュニケーションをとる中
で情報を得ていくことが重要ではないかといった意見があった。一方で、すぐに購入するつもりがな
い場合には販売員の方に話しかけにくいという意見もあった。



簡易包装チームでは実際に売り場を見学し、販売員の方の説明を受けながら食品とギフトの包装につ
いて学んだ。その結果、保冷材などは一見無駄なように見えても衛生面で重要であること、お中元の
エコ包装のように百貨店でも取り組みが進んでいる面があることなどがわかった。また、簡易包装と
いってもさまざまなパターンがあり、どのように包んでもらえるのかが販売員との簡単なコミュニケ
ーションだけでは想像しづらいため、実際の包装形態が写真等で示されているとわかりやすいといっ
た意見があった。

・ 本日はこれまでに疑問点として挙がっていた「長持ちする靴の選び方」「キッチングッズはどのように選
ぶのがよいか」「婦人服の包装はなぜ何層にもなっているのか」といった点について、髙島屋様のプロの
販売員の方からお話を伺い、今後の議論の参考としていくことについて説明があった。

グループ別活動（40 分）
（1）プロの販売担当者からのお話
・ 婦人靴担当の前田様より、次のとおりご説明をいただいた。


靴はリサイクルやリユースが難しい商品であることから、環境保全に貢献しづらい商品である。その
ため、良質なものを長く使用していただくのが環境負荷を低減する方策の一つであると考えている。



長持ちさせるためには、自分に合う靴を購入することが重要である。サイズが合わないと、歩き方に
偏りができてしまったり、履く機会が少ないまま買い換えることになってしまったりする。



靴のお手入れは、使用後よりも、むしろ使用前が重要である。使用前の防水スプレーは水だけでなく
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汚れも防止する効果がある。また、購入後にソールを加工すると靴が丈夫になるが、通気性の良さは
失われてしまうため購入時に店員と相談してほしい。


湿気と汚れが靴を傷める最大の原因であるため、保存の際も通気性を良くすることが重要である。



毎日履くのではなく、一日はいたら翌日は休めるなど靴にも休息を与えることが必要である。



高島屋には 4～5 人のシューフィッターが常駐しているので、相談してほしい。



自分のサイズをきちんと把握することも大切である。

・ 婦人服（5F・キャリアワールド）担当の市川様より、次のとおりご説明をいただいた。


5F のキャリアワールドでは、9 割以上のブランドがブランド・バッグを用意しており、高島屋の包
装材を使用しているのは 1 割以下である。ブランドに関係なく共通のアイテムを集めている売り場
（ジーンズ/カラーフォーマル/ブラックフォーマル）では、高島屋の袋に入れている。



ブランド・バッグを用意するのは、お客様が購入後にバッグを持ち歩くことでブランド名の宣伝効果
があるためである。



包装にはいくつかパターンがある。例えば、高島屋の袋に入れる際には薄紙、「アンタイトル」では
ビニール、「TOMORROW LAND」では不織布、「HUMAN WOMAN」では薄紙に包んだ後で、
それぞれの手提げ袋に入れている。「HUMAN WOMAN」では、手提げ袋をエコバックとしても使
いやすい不織布で製作している。セール時には、同じブランドでもより簡易な包装にすることもある。
スーツやコートといった大物には別の包装材を用意している。



包装は、すべて「お客様が商品を自宅に持ち帰るまでは汚れないように」という考え方で行っている。
メーカーから百貨店への搬入はビニールで保護されたうえで段ボールやラックで運ばれてきており、
展示も汚れがつかないように注意している。お客様から代金を受け取った時点で商品保護の責任を放
棄するのではなく、お持ち帰りいただくところまで責任をもって商品を保護しようという発想である。

・ リビングフロア（キッチングッズ）担当の安藤様より次のとおりお話をいただいた。


クリステルやバーミックスなどは、雑誌等にもしばしば掲載されており、通信販売でも購入すること
ができる。しかし、クリステルの鍋は底が三層だが側面は一層なので比較的軽いというように、実際
に手にとって見るからこそわかる点もある。これは、通販よりも百貨店が優れている点である。



キッチングッズを長く使うコツの一つは、歴史のあるブランドの商品を購入することである。こうし
たブランドでは故障した際にも部品等を取り寄せやすいのでメンテナンスしやすく、長く使うことが
できる。



取り扱い説明書を丁寧に読み込むことも商品を長く正しく使うためのポイントである。

（2）高島屋イベントとの連携
・ 畑添様より、高島屋様のイベントと連動してリサーチャーズクラブの活動を展開できないかというご提案
があり、以下のとおりイベント内容とその詳細についてお話があった。


オーガニックのコスメや雑貨のブランドが多数出展する期間限定の催事「ナチュラル・ビューティ
ー・スタイル展（11 月開催予定）」では、前回の開催時にお客様から「簡易包装を推進すべき」と
いう意見があった。高島屋としても簡易包装を促進したいと考えているが、大変混雑するイベントで
あるため、会計を円滑に行えるよう配慮し、かつ、ブランド・バッグの配布によりブランドをアピー
ルしたいという各店の意見を尊重しながら、簡易包装を促進していく方法をリサーチャーズクラブと
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一緒に考えていきたい。


「スペシャル・サービス・ウィーク（10 月開催）」では、全店舗で販売員がお客様に商品の選び方
やお手入れの仕方についてのアドバイスを行っている。どのようにしたらお客様と販売員のコミュニ
ケーションを促進できるか、リサーチャーズクラブと一緒に考えていきたい。

・ 永田先生より、「ナチュラル・ビューティー・スタイル展」における簡易包装促進の取り組みは、今後、
他の売り場で展開していくうえでも参考になるため、時間をかけて取り組みたいとのコメントがあった。
・ 「スペシャル・サービス・ウィーク」については、開催までの期間が短いため、リサーチャーズクラブメ
ンバーの意見をメールにて藤原までお送りいただくこととした。

（3）その他
・ 食品売り場担当の神谷様より、本日のお茶菓子についてご説明いただいた。


「ミッシェル・ブラン」は日本初出店の際に、忙しい東京ではなく、大都会でありながらも自然が残
りパティシエの感性を刺激する名古屋の地を選んだ。



日本では、洋菓子というとケーキなど生菓子の印象が強いが、焼き菓子もお勧めしたい商品であり、
お茶の時間など楽しい時間を演出してくれると考えている。

グループ WS（50 分）
・ お買いもの基準チームでは、販売員の方とのコミュニケーションをとること、すなわち「販売員を活用す
ること」が重要であるとの意見が出た。また、料理に時間がかけられない兼業主婦と、家でゆっくりと料
理ができる専業主婦では必要としているキッチングッズが異なるように、ライフスタイルがお買いもの基
準に関係するのではないかという意見があった。
・ 簡易包装チームでは、「ナチュラル・ビューティー・スタイル展」において、会計を円滑にして簡易包装
を促進するための方策として、実演コーナー（商品説明・お試し）と販売コーナー（会計・包装）を分離
させてはどうか、透明のビニール袋をもって商品を選んでいただき会計は一か所でまとめて行えるように
してはどうか、といった提案があった。その他にも、チラシに掲載されている商品をまとめて一か所に置
いてほしい、各ブランドがどこにあるか見つけやすいような工夫がほしい、といった意見があった。

エンディング（10 分）
・ 次回は、日時：9 月 25 日（日）10:30～12:30、場所：髙島屋ローズパティオ 9 階、にて開催予定で
あることについて連絡があった。
・ リサーチャーズクラブのブログが開設したことについて連絡があり、ログイン ID とパスワード、マニュ
アルが配布された。ブログの注意点として、高島屋様の不利益になるような書き込みは行わないこと、個
人的な内容のみの書き込みはさけること、などの説明があった。
・ お買いもの基準チームでは、「スペシャル・サービス・ウィーク」についての詳細を、高島屋様から事務
局の藤原を通してメンバーの皆さまにお送りし、それに対してコメントをいただくこととした。
・ 簡易包装チームでは、高島屋様が売り場の展開方法を決定された後に、簡易包装の促進への取り組み方に
ついてより具体的に検討していくこととした。
以上
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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】

■日時：２０１１年９月２５日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ９階ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー8 名（予定）
■内容：①お買いもの基準について学ぶ、②お買いもの基準の策定/簡易包装の推進について検討する
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：
グリーンコンシューマー名古屋：小久保様、半田様（予定）
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

会場準備

会場セッティング（2 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼

髙島屋様対応

り
１０：１５－１０：３０

受付

（１５分）
１０：３０－１０：４５

ローズパティオに集合、受付、商品券購入

藤原

＊名簿で確認
オープニング

（１５分）

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

永田、藤原

・前回の振り返り/今日のスケジュールの説明

１０：４５-１１：１５

グリーンコンシューマ

グリコンより、グリーンコンシューマーのお買いもの基準とそ

グリコン（小久保

（３０分）

ー名古屋様（以

の背景についてお話いただく。

様、半田様）

下、グリコン）講演

※JST にて調整中、講師の謝金・交通費は JST 負担

１１：１５－１１：２５

スペシャル・サービ

スペシャル・サービス・ウィーク（10 月実施予定）のご説明

（１０分）

ス・ウィークについて

と意見交換

１１：２５－１１：３０

休憩

１１：３０－１２：１０

グループ別 WS

（４０分）

髙島屋 金井様

【お買いもの基準】

永田、藤原

・これまでの議論を振り返り、整理する

グリコン（小久保

・お買いもの基準のドラフト版を検討する

様、半田様）

【簡易包装】
・ナチュラル ビューティー スタイル展（仮称）のお話を伺う
・簡易包装の推進策を検討する
１２：１０－１２：２０

グループ発表

（１０分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）

各チームが議論した内容をそれぞれ発表し共有してもら

永田、藤原

う。
エンディング

・第 5 回ミーティングの案内（１０月１５日・土曜）
・商品券お渡し、受領書の記入
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永田、藤原

■グリコン様講演【共通】
グリコン様より、グリーン・コンシューマーのお買いもの基準とその背景についてお話いただき、「お買いもの基準」チームの参考とす
る。なお、講演は全員で聴講する。

（1）講師：グリーンコンシューマー名古屋様について
グリーンコンシューマーとは、買い物をするときに、 できるだけ環境に配慮した製品を選んで購入する
消費者のこと。 グリーンコンシューマー名古屋は、 日々の買い物や生活の中で実際に私たちができる
ことを、 より具体的な情報として伝えるため、 各区で「環境にやさしい買い物ガイド」の冊子作りを
しています。 グリーンコンシューマーの仲間を増やし、 お店の環境にやさしい取り組みを応援してい
こうと、 活動しています。
グリーンコンシューマー10 原則


必要なものを必要な量だけ買う



使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ



包装はないものを最優先し、次に最小限のもの、 容器は再使用できるものを選ぶ



作るとき、使うとき、捨てるとき、 資源とエネルギー消費の少ないものを選ぶ



化学物質による環境汚染と健康への影響が少ないものを選ぶ



自然と生物多様性を損なわないものを選ぶ



近くで生産、製造されたものを選ぶ



作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ



リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあるものを選ぶ



環境問題に熱心に取り組み、 環境情報を公開しているメーカーや店を選ぶ

出典：グリーンコンシューマー名古屋 WEB サイト http://www.greecon.net/index.html
（2）講演内容（案）
「グリーンコンシューマーのお買い物基準」
・グリコン 10 カ条（お買い物基準）ができた背景
・グリコン 10 カ条の内容説明
・グリコン 10 カ条が実際どのように利用されているか
・その他グリコンのお買いもの基準に関する話題
■グループ別 WS の内容
【お買いもの基準チーム】
（1）これまでの議論を振り返り、整理する

【※これまでの議論をまとめた資料を事務局にて作成】

（2）お買いもの基準のドラフト版を作成する

【※ファシリテーター：永田先生】

【簡易包装チーム】
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（1）ナチュラル ビューティー スタイル展の話を伺う 【※高島屋様に予定している会場図や包装形態の説明をご依頼】
（2）催事において、どのように簡易包装を実現していくか検討する【※POP やポスター制作も含めて検討】
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リサーチャーズクラブ

第５回ミーティング

【報告書】

■日時：２０１１年９月２５日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ９階ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー８名（欠席：４名）
■内容：①お買いもの基準について学ぶ、②お買いもの基準の策定/簡易包装の推進について検討する
■当日ＪＳＴ側スタッフ：小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：畑添様、金井様、村田様、丹羽様、中村様
グリーン・コンシューマー名古屋：小久保様、半田様／デザイナー 久保様
■詳細内容
オープニング（10 分）
・ 本日の講師であるグリーン・コンシューマー名古屋（以下、グリコン）の小久保様と半田様のご紹介、デ
ザイナーの久保様のご紹介を行った。
・ 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 秒で参加メンバー（遅参の 1 名除く）に
ご紹介いただいた。

グリーン・コンシューマー名古屋様講演（30 分）
・ グリコンの小久保様と半田様より、グリーン・コンシューマーのお買いもの基準について次のとおりご説
明いいただいた。


「1.必要なものを必要な量だけ買う」は、実現したいと思っていても箱でしか販売していないなど不
可能な場合もある。高島屋の地下食品売り場では、野菜や魚のほか、なかなかばら売りされていない
和菓子でも量り売り、ばら売りが可能になっていて、「必要な量だけ買う」のにぴったりである。



「2．使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ」は、修理しながら長く使うことが重要だが、
高島屋では靴の修理のサービスも行っている。また、マイ箸を持ち歩くことで割りばしのような使い
捨て商品を使わずにすむ。高島屋でも、マイ箸用の箸袋を購入することができる。



「3．包装はないものを最優先し、次に最小限のもの、容器は再使用できるものを選ぶ」は、ふろし
きを持ち歩き、100 種類あるふろしきバッグを作ることで実現できる。エコバッグは忘れてしまう
ことも多いが、ふろしきは気軽に持ち歩くことができ、髙島屋にも売り場が充実している。



「4．作るとき、使うとき、捨てるとき、資源とエネルギー消費の少ないものを選ぶ」は、家電製品
等を購入する時に、省エネ機能のついた商品を選択することで、資源やエネルギーを無駄使いせずに
すむ。



「5．化学物質による環境汚染と健康への影響が少ないものを選ぶ」や、「6．自然と生物多様性を
損なわないものを選ぶ」は、いっけん難しく感じられるが、製造全工程を通じて、化学薬品による環
境負荷を最小限に減らして製造された「オーガニックコットン」や「オーガニックコスメ」など、高
島屋でも扱われている商品に当てはまるものである。



「7．近くで生産、製造されたものを選ぶ」は、地産地消のものを購入することで、輸送にかかる
CO2 を減らすことができるので、なるべく近くでとれた野菜などを選ぶことが重要である。



「8．作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ」は、フェアトレードの商品を選ぶことで実行で
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きる。代表的な商品としてはチョコレートなどがある。カカオ豆の生産・加工には生産国の子どもた
ちが多く従事しているが、十分な収入が得られていないことが多い上に、枯葉剤などの農薬の被害に
あっている現状がある。フェアトレードの商品は生産者に安全と十分な利益を配分することを目的と
している。


「9．リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあるものを選ぶ」は、リサイクル、リユース、
リデュースの中では、リデュースが最もリサイクルシステムの「輪」が小さく、環境負荷が少ないの
で、ゴミになるものを減らすことが重要である。9 階のキッチン用品売り場には、古米からできたス
プーンが販売されているとの紹介もあった。



「10．環境問題に熱心に取り組み、 環境情報を公開しているメーカーや店を選ぶ」は、消費者と企
業がいっしょに取り組んでいくために重要なことである。「リサーチャーズクラブ」のような活動を
行っている高島屋は環境問題に熱心な企業だといえるだろう。

・ グリコンの活動の特徴は、取り組みができていない企業やお店を非難するのではなく、きちんと取り組ん
でいる企業やお店を応援していこうというものである。
・ 次のとおり質疑応答を行った。


質問：「認証マーク」は政府が出しているのか、任意団体が出しているのか。



回答：任意団体が出しているものである。

スペシャル・サービス・ウィーク（10 分）
・ 高島屋 金井様より、10 月「スペシャル・サービス・ウィーク」について次のとおりご説明があった。


「スペシャル・サービス・ウィーク」とは、販売員がお客様のお買いものの相談にのったり、求めて
いる商品を購入するお手伝いをしたりするサービスを、期間中特に強化する取り組みである。



もともとシューフィッター等は有資格を示すバッヂを身につけていたが、リサーチャーズクラブのメ
ンバーから出ていた「わかりにくい」「声をかけづらい」という意見を参考にして、有資格者ではな
くても相談を受けることができる販売員に、「Specialist」の文字の入ったバッジをつけることにし
た。

・ 「スペシャル・サービス・ウィーク」のバッヂについて、メンバーからは「Specialist」の意味するとこ
ろが年配の方にはわかりにくいのではないか、バッヂの色がスーツの色と似ているためわかりにくいので
はないか、
「私にご相談くださいませ」の文字が細いのでわかりにくいのではないかという意見があった。

・ 金井様より、10 月の「スペシャル・サービス・ウィーク」の取り組み内容はほぼ確定しているが、同様
のイベントは来年春にも予定していることから、今後に活かすためリサーチャーズクラブのメンバーにも
ご意見いただきたいとのことであった。

グループ別活動（40 分）
（1）簡易包装チーム
・ 高島屋 畑添様より、「ナチュラル・ビューティ・スタイル展」について次のとおりご説明があった。


レイアウトについて、リサーチャーズクラブメンバーからのアイデアをもとに、販売員の説明が不要
な商品（定番商品・香水等）については、会計レジのそばに売り場を集約して一か所で購入できるよ
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うにすることで、会計による混雑回避と、商品をひとつの袋にまとめるなど簡易包装の推進を実現し
やすくなるようにした。



簡易包装の推進については、販売員が簡易包装を呼び掛けるバッジを

・ メンバーからは次のような意見があった。


バッジに文字が書いてあっても見づらいため、腕章などもっと見やすくする工夫が必要だろう。



事前に呼び掛けることなども重要だが、実際に会計・包装する際に確認することが大事。会計トレイ
に POP をつけてはどうだろうか。



レシートの裏側にメッセージを印刷し、簡易包装をあらかじめ呼び掛けておく方法もある。（→事前
に告知期間が必要なことから、ナチュラル・ビューティ・スタイル展での実現は難しい）。



長期的には、会員カードなどの IC カードに「簡易包装を希望するかどうか」の情報を登録しておい
て、ポイントが多く付与されるなどのメリットが生まれるしくみづくりができるとよい。

・ 高島屋様からは次のような提案があった。


簡易包装を呼び掛けるだけではなく、簡易包装を推進することによってどのようなメリットがあるの
かという点についても表示してはどうだろうか（スペースが許せば）。

（2）お買いもの基準チーム
・

前回の振り返りとして小田より以下の説明を行なった。


購入の際は詳細な情報を得るため、「販売員を活用することが重要」との意見が出ていたが、どうす
れば今より活用しやすくなり、活用することで消費者にどのような変化もたらされるのかを考えたい。



料理に時間がかけられない兼業主婦と、家でゆっくりと料理ができる専業主婦では必要とする商品が
異なるように、ライフスタイルがお買いもの基準に関係するのではないかという意見があったが、ど
のようなライフスタイルがあるのか、考えてはどうか。



前回は、キッチングッズをメインに考えたが、売場については現在調整中な為、他のフロアもふまえ
て考えてはどうか。



・ メンバーより以下の意見が出た。「販売員の活用」は、腕章をつけることで、一般の人にもわか
りやすく声をかけやすくなるのではないか。

販売員を活用する結果、無駄な物を買わなくなったり、ライフスタイルに合わせた提案を受けられるメリ
ットがある。


商品数が多く、ブランド毎に陳列されているため、欲しい商品が固まっていないので、テーマごとの
「コーナー」を作り、買いやすい売場になるといい。現在あいているスペースを使って、例えばその
コーナーにおいてある商品を買うだけでエコに繋がるならば、消費者は目に見える社会貢献ができる。



ライフスタイル毎に「シール」をつくり、関連商品の POP に貼ってはどうか。健康にやさしい商品
は○シール、忙しい時短主婦には●シールなど。



対象商品としては、いいものを長く使う「キッチングッズ」、地産地消の観点から名古屋土産として
「おみやげ・ギフト」、健康に気を使う人向けに、ベビー服などの「オーガニック商品」があげられ
た。



食品フロア等ではプロの実演販売も行なっているが、普通のパートの方が実演してくれた方が、現実
味があるので、パートの活用などもあるといい。

・

髙島屋のどの売場で実現可能かなど、フロアや対象商品も踏まえて次回検討したい。
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エンディング（5 分）
・ 事務局より、ブログ参加の依頼とともに、高島屋の店名や社名の明記をしばらくは控えていただけるよう
依頼があった。
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リサーチャーズクラブ

第６回ミーティング

【企画書】

■日時：２０１１年１０月１５日（土） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ９階ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１２名（予定）
■内容：お買いもの基準案を展開する売り場の確定／お買いもの基準案の策定
ナチュラル・ビューティー・スタイル展の展開検討/簡易包装を展開する売り場の確定
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：
■当日スケジュール
時間

１０：１５－１０：３０

内容

詳細

進行

会場準備

会場セッティング（2 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り

髙島屋様対応

受付

ローズパティオに集合、受付、商品券購入

小田、藤原

（１５分）
１０：３０－１０：４５

＊名簿で確認
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）

永田、小田、

・前回の振り返り/今日のスケジュールの説明

藤原

【お買いもの基準】

永田、小田、

（８５分）

（1）おかいもの基準のアウトプットのイメージを共有

藤原

※休憩は適宜

（２）RC のおかいもの基準の枠組み検討

（１５分）
１０：４５－１２：１０

グループ別 WS

（３）具体的に作成
【簡易包装】
（１）ナチュラル・ビューティー・スタイル展（仮称）の検討をする
（２）店舗展開する商品を絞り込む（食品／婦人服／ギフト）
１２：１０－１２：２０

グループ発表

各チームが議論した内容をそれぞれ発表し共有してもらう。

（１０分）
１２：２０－１２：３０

永田、小田、
藤原

エンディング

（１０分）

・第 7 回ミーティングの案内（１１月１３日・日曜）／会場変更

永田、小田、

・商品券お渡し、受領書の記入

藤原

■グループ別 WS の内容
【お買いもの基準チーム】
（1）おかいもの基準のアウトプットのイメージを共有する（前回の続き）
（２）RC のおかいもの基準の枠組み（基準を構成する要素）を検討する
（３）具体的に作成してみる（←商品絞り込みを高島屋様に依頼中）
【簡易包装チーム】
（1）ナチュラル・ビューティー・スタイル展（仮称）の展開について議論する
（２）店舗展開する商品を絞り込む（食品／婦人服／ギフト）

以上
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リサーチャーズクラブ

第６回ミーティング

【報告書】

■日時：２０１１年１０月１５日（土） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ髙島屋 ９階ローズパティオ
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１１名（１名欠席）
■内容：お買いもの基準案を展開する売り場の確定／お買いもの基準案の策定
ナチュラル・ビューティー・スタイル展の展開検討/簡易包装を展開する売り場の確定
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：畑添様、湯川様、金井様、村田様
デザイナー：久保様
オープニング（10 分）
・ これまで各グループで「お買いもの基準」と「簡易包装」のテーマを勉強してきたが、今回からは 1～3
月頃に予定している売り場での本格展開に向けた議論を行うことについて説明があった。また、本日はミ
ーティングの時間のすべてをグループ別 WS に充てることの説明があった。
・ リサーチャーズノートの中からイチオシ！トピックスを参加メンバー、金井様にご紹介いただいた。

グループ別活動（40 分）
（1）簡易包装チーム
①現在までの経過について
・ 高島屋 畑添様より、「ナチュラル・ビューティー・スタイル展」について次のとおりご説明があった。


ナチュラル・ビューティー・スタイル展の来場者に簡易包装について案内する方法として、（a）会
計トレイに簡易包装のパターンを示した図を示すこと、（b）入口ラックにて設置・配布するフロア
マップ裏面にリサーチャーズクラブ活動を紹介すること、を検討している。



（a）については、会計トレイの限られたスペースで見やすい表示を心がけること、通貨を運ぶとい
う本来の目的を妨げないこと、会計のやりとりの妨げにならないこと、を考慮したうえで、どのよう
に表示を行ったらよいか、リサーチャーズクラブメンバーの意見を聞きたい。

②会計トレイの表示について
・ 会計トレイの表示について、メンバーより次のような意見があった。


POP を会計トレイに蓋をするように折りたためる形にすれば、広げたときには大きな表示で見やす
いし、折りたたんだときには硬貨が落ちるのを防ぐ役割も果たすので、会計の邪魔にならないのでは
ないか。



POP のデザインを長方形ではなく化粧品の瓶の形に切り抜いてマスコットのようにして、会計トレ
イから飛び出るように接着し動きがでるようにすると、注目してもらえるのではないか。

③簡易包装協力の呼びかけ方について
・ 来場者に「簡易包装に協力したい」というモチベーションを高めてもらうための方法として、メンバーよ
り次のような提案があった。
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簡易包装への協力者数をカウントし、その数に応じて高島屋が協力者にサービス（クーポン券等）を
提供したり、社会貢献事業（植林等）を行ったりしてはどうか。社会貢献事業の場合には、「どんな
事業に協力したいか」を選べるようにすると選ぶ楽しさがあってよいのではないか。



カウントする際には、協力者を実数（●人）で表すとその多寡がわかりにくいため、割合（●パーセ
ント）で表すのがよいのではないか



カウントの方法としては、
（a）フロアマップの一部にチケットを印刷しておいて協力者に切り取って提出してもらう（→切り
取りに手間がかかるため、何らかのインセンティブがないと切り取り・提出してもらえないのではな
いかという意見があった）
（b）簡易包装の申し出があるたびに販売員がカウントする（→最も簡易な方法であるが、来場者に
「協力した」という実感が湧きにくいという意見があった）
（c）シール等を配布して会場内のポスター等に貼っていただく、例えば木の葉のかたちのシールを
用意して、会場内の裸の木のポスターに貼っていってもらうことで協力者数を示す（→混雑した会場
で貼りにいく手間がかかるうえ、インセンティブにはつながりにくいのではないかという意見があっ
た）
（d）プレゼント応募のための引き換え券や抽選番号などを渡す、その際簡易包装に関するアンケー
トにも回答を依頼する
などのアイデアがあった。



簡易包装協力者には、通常のシールとは別途用意したシールを貼付してはどうか。（→コストがかか
るため実現不可とのことであった）

④簡易包装協力の定義について
・ 簡易包装には、（a）シールのみ、（b）内袋のみ（手提げ袋なし）、（c）手提げ袋のみ（内袋なし）、
などのパターンがあり、何を「簡易包装」としてカウントするかについて次のとおり意見があった。


ひとつでも減らしたら「簡易包装」としてよいのではないか。



手提げ袋はブランドの PR にもなること、付加価値が高いため簡易包装には協力したいが手提げ袋は
ほしいというお客様がいらっしゃることから、基本的に配布するようにして、内袋削減のみを「簡易
包装」とするのがよいのではないか。



リサーチャーズクラブの考える「簡易包装」として定義を決めてしまえばよいのではないか。

⑤売り場での本格展開について
・ 次回以降は、1 月以降に常設売り場で本格的に簡易包装を展開するための方策について議論することを確
認した。現在想定している対象は婦人服売り場と食品売り場であることの説明があった。
・ 婦人服売り場について、現在どのフロアで展開するかを検討中であり、次回のミーティングには決定した
フロアのご担当者様に参加していただくこととなった。リサーチャーズクラブのメンバーには、実際に包
装パターンを考えてもらうことも検討しているため、衣類を購入する際に、どのような包装が望ましいか
を考えてくることとなった。
・ 食品売り場については、既に決まっている簡易包装パターンがあるため、どのように表示すれば消費者に
とってわかりやすいかを考えてくることとなった。
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（2）お買いもの基準チーム
①現在までの経緯について
・

前回の振り返りを、小田より下記の通り確認をした。


「おかいもの基準」チームの目的は、消費者の購買行動に変化をもたらす手助けをすることである。
例えば今までは価格やデザイン、流行等を重視した短期的な視点で買い物をしていた人が、長持ちす
るものや壊れにくいもの、ライフスタイルに合わせた長く使えるもの等、長期的な視点で買うように
なるような変化がもたらされるとよいのではないか。



具体的な展開には、前回までのメンバーの意見より、次の３つを検討してはどうか。
a.販売員さんの活用：販売員さんに声をかけやすいように、腕章をつける。腕章のデザインや文言に
ついて考えること、ポスターなどで腕章をつけることを PR する。
b.ライフスタイルにあわせた表示の活用：基準を満たす商品にシールをつけて、自分のライフスタイ
ルに合った商品を選びやすくできるようにするなど、わかりやすい表示を考える。
c.コーナーの活用：現在、あいているスペースに、場合によってはライフスタイルに合わせた特設コ
ーナーを作り、PR するなど（お店の方と相談して進める必要がある）



前回、話題に出たお店のレイアウトや階を変えることについては、結果的に消費者には選択の余地が
なく消費者の変化に繋がらないため、今回は検討しないこととした。
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②おかいもの基準について
・ 普段お買いものをする際に意識していることについて、次のような意見が出た。

項目

意見

お手入れ

手入れのしやすいもの
片づけやすい、出しやすい
手入れや使いやすさで楽なもの
手入れが簡単なもの
手入れしやすいもの
手入れが簡単で、少人数向けの器具

美意識

収納

長持ち

ライフスタイル

シンプルで美しいもの
キッチン全体の統一感
みせる収納にあうデザインや商品
収納しやすいカラーの統一
しまい込まなくてすむ、すぐ取り出せるシンプルなもの
重すぎない
場所をとらない
コンパクト
最終処分がしやすいもの、シンプルな素材
実演して見せてくれて、なお自分がそれを取り扱えるか選択する
長持ちするもの
高価でも使いやすいもの
自分の作る料理に必要な器具
本当に必要なもの
ないと困るものをまず揃えて、あると便利なものをその次に
使っていて楽しいもの（好きなもの）

・ さらに、普段の調理や片付けをする際に知りたいことについて、幅広い世代に対して訴えることのできる
お買いもの基準にはどのような項目が必要かを考えたところ、次のようなアイデアが出された。
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キーワード
スタイリッシュ

意見
Use your china（チャイナ・ボーンのような高級食器を日常的に使用する）
高級感のある料理に見えるもの
色、見た目が楽しい、心を和ませる
インテリアにしたいくらいかっこいいデザイン
キッチンの色に合わせた色別分け

美味しさ重視

おいしい中華を作りたい。中華鍋は大きすぎるので北京鍋を愛用中
美味しいお茶を入れる
簡単においしい料理ができる
出来合いのものをおいしく温める道具
料理がおいしく見える（皿・鍋）
食事時間がそろわない家庭の料理に、冷めにくい食器
子どもに蒸しパン、ふかしイモを食べさせるために大きいけれど蒸し器を使うとやっぱり美味しい

ゴミの減量

長く愛用できるもの
長持ちする

長く使える
新しいジャンルに
収納しやすく重ねられる食器や器具
挑戦
使い回しがきく（ひとつの鍋で焼く・蒸す・オーブン・ゆでる）
ナチュラルライフ志向（素材）
新しい調理のスタイルを提案できる
家族で楽しめるもの
ナチュラルでエコなライフスタイルを送るには
生ゴミが少なくなる調理道具
ゴミを出さない野菜中心のレパートリーを増やす
新しいメニューに挑戦したくなるもの
時間の短縮

時間の短縮できる調理器具
光熱費が安い鍋、フライパン
効率的に調理できる、無駄がない
忙しい人が使いやすい時短調理

栄養・体に良い調
ビタミンや栄養素をできるだけこわさない調理方法
理法
揚げ物をできるだけ油を使用せずにすむことができる鍋
電磁波をできるだけカットする調理方法
栄養を損なわない料理ができるもの
栄養素がアップする器具
栄養素をこわさない野菜の調理
素材の良さが引き立つもの
メンテナンス

扱いやすさ（軽さ）
汚れがとれやすい道具
傷がつきにくり（調理器具）
キッチン周りが汚れない、汚れにくい調理グッズ

・ 上記の意見をもとに、次のとおり五つのお買いもの基準を決定した。
① 品質の良いもので、日々をスタイリッシュに彩るもの
② 美味しく栄養価のある料理ができるもの
③ メンテナンスが容易で長持ちするもの
④ 短時間で料理ができ、省エネを実現するもの
⑤ ひとつのキッチングッズで様々な調理に応用できる使い回しができるもの
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・ 次回は、売場での具体的な展開方法（表示方法や対象商品）について検討することになった。

エンディング（10 分）
・ 次回の開催は 11 月 13 日（土）10 時 30 分～12 時 30 分であること、会場が変更となりジェイアール
高島屋 44 階 A 会議室となること、について連絡があった。
・ 集合場所は、15 階のオフィス棟入口近辺とすることの連絡があった。
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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】

■日時：２０１１年１１月１３日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ東海髙島屋 44 階会議室
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１２名（予定）
■内容：お買いもの基準案の策定と常設売り場での展開検討／簡易包装の常設売り場での展開検討
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

会場準備（44

会場セッティング（2 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り

髙島屋様対応

15 階オフィス階でのメンバー出迎え、受付、商品券購入

小田、藤原

階）
１０：１５－１０：３０

受付

（１５分）

＊名簿で確認
＊スタッフ 1 名は商品券購入後、会議室へ

１０：３０－１０：４５

オープニング

（１５分）

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

藤原

・前回の振り返り/今日のスケジュールの説明

畑添様

・ナチュラル・ビューティ・スタイル展の情報共有
【お買いもの基準】

永田、小田、藤

（８５分）

（1）前回策定したお買いもの基準（仮）の検討

原

※休憩は適宜

（２）お買いもの基準（仮）の展開の検討

１０：４５－１２：１０

グループ別 WS

【簡易包装】
（１）ナチュラル・ビューティ・スタイル展の情報共有
（２）食品売り場における展開の検討
（３）婦人服売り場における展開の検討
１２：１０－１２：２０

グループ発表

（１０分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）

各チームが議論した内容をそれぞれ発表し共有してもら

小田、藤原

う。
エンディング

・第８回ミーティングの案内（１２月１８日・日曜）
・商品券お渡し、受領書の記入
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藤原

リサーチャーズクラブ

第７回ミーティング

【議事録】

■日時：２０１１年１１月１３日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ東海髙島屋 44 階会議室
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１０名（欠席：２名）
■内容：お買いもの基準案の策定と常設売り場での展開検討／簡易包装の常設売り場での展開検討
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：
オープニング（10 分）
・ 本日も、前回に続いて 1～3 月頃に予定している売り場での本格展開に向けた議論を行うことについて説
明があった。
・ リサーチャーズノートの中からイチオシ！トピックスを参加メンバーにご紹介いただいた。
・ 畑添様より、ナチュラル・ビューティー・スタイル展に関して、次のとおりご説明があった。


リサーチャーズクラブの意見を参考として、「ご不要な方はお気軽にお申し出ください」という言葉
と包装の袋のイラストをフロアマップに掲載するとともに、会計トレイや集中レジに POP で掲示す
る取り組みを行う予定である。



事前にアンケートを行ったところ、高い割合で「簡易包装に関心がある」という回答であった。

グループ別 WS
【お買いもの基準】
・ キッチングッズ売り場の久納チーフより、どのような品揃えをしているのか、また仕入れや品揃えをする
際に気をつけていることについて伺った。主な内容は次のとおり。
 トレンドは雑誌・メディアを参考にし、必ず入れるようにしている。 マピエスでは、北欧テイスト
のものなどを取り扱っている。
 昔から使われている（保障のある）定番の商品を取りそろえるようにしている。 例えば、ルクルー
ゼやビタクラフト等は、お客様も、百貨店なら売っているだろうと思っていることが多いので置い
ている。
 いい商品であっても、新しいブランドは取り入れにくい面もある。
 雑誌やネットで話題の商品も取り扱うようにしている。
 定価設定になっているので、安くは売らないが、店員からの情報提供をもらえ、商品説明を丁寧にし
てもらえる点が、百貨店での購入メリットである。（失敗がない）
 鍋（特に取り扱いの難しい圧力なべ）についての質問が一番多くあり、次いでバーミックスのような
調理家電、コーヒーメーカーについて質問される事が多い。
・

同様に、前回 RC メンバーで作成した５つのおかいもの基準のドラフト版について、実際に売場でお客様
から質問される項目について伺った。
 ①品質の良いもので、日々をスタイリッシュに彩るものについてはほとんど質問されたことはない。
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 ②美味しく栄養価のある料理ができるもの（茹でずに栄養価の保てる無水鍋など）③メンテナンスが
容易で長持ちするものについては、よく質問される。
 広告は月 2 回 50 万部程出しており、効果は 2～3%と言われている。
 現在おいてある商品は、５つの基準をほとんど満たしている事が多い。
・

メンバーと意見交換を行ない、売場においてあるおしゃれな冊子をモチーフに、「百貨店を使いこなすガ
イド」のようなパンフレットを作成する案が出された。

・

５つの基準は、①を「お客様（みんな）から広く支持されている」に変更し、他はそのままで確定した。
最終的な案は次のとおり。
⑥ お客様（みんな）から広く支持されているもの
⑦ 美味しく栄養価のある料理ができるもの
⑧ メンテナンスが容易で長持ちするもの
⑨ 短時間で料理ができ、省エネを実現するもの
⑩ ひとつのキッチングッズで様々な調理に応用できる使い回しができるもの

・

①は安心、②は健康、③・④はエコ、⑤は利便の視点を、わかりやすく表現したものであろう。

・

5 つの基準をほとんど満たしているため、★5 つとかをつけるとすると、ほとんどの商品についてしまう
ので、一つの商品に一つのシール表示等にとどめ、シンプルにする。

・

髙島屋さんでは、キッチングッズに限らず、宝石無料お手入れ等のサービスもあるので、その取組みを
PR しても良いのでは。（今回は、キッチングッズ売り場に限る予定）

・

コーナーを作成し、５つの基準を満たす商品を紹介してはどうか。
→現在、柱の所の売場には TV や雑誌に載った便利グッズを取り扱っているが、基本的に 2 週間で売場
のレイアウトを変えているため、その場所で行なう場合、2 週間程度なら可能と思うが、次回までに確認
をする。

・

以前作成したガイドブックはあまり活用されなかった。

・

Web との連動もできるといいので、確認する。

・

次回、詳細を考えていく。

ex.）各階のスペシャリストを活用しよう、５つの基準を掲載する、

宿題：思わず手に取ってしまったパンフレット等を集めてみる。
（手に取ってもらえる魅力的なパンフレットを作成し、活用してもらうために）

【簡易包装】
・

畑添様より、ナチュラル･ビューティー・スタイル展について以下のとおり補足のご説明があった。


前回は 5,000 件程度の購買実績があり、うち 2 割程度の方からアンケートに回答をいただけた。今
回もほぼ同様がそれを上回る回答が得られると予想される。



リサーチャーズメンバーからの意見は可能な限り反映させたが、高島屋としては「簡易包装を推奨す
る」というスタンスではなく、
「お客様にとって最適な包装を提供する」というスタンスであるため、
簡易包装を選択したお客様にポイントを付加するなど、インセンティブを与えるような取り組みは反
映させることができなかった。

・

藤原より、店舗実験の考え方について次のとおりご説明を行った。
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食品については、地下一階の銘菓百選、地下二階の味百選を対象として店舗実験を行うこととする。
ナチュラル･ビューティー・スタイル展と同じく混雑する売り場であることから、煩雑なやりとりを
することなく、希望するお客様に簡易包装を選んでいただけるような方法を考える必要がある。



婦人服については、まずはもっとも過剰包装の問題が多いと思われる高級ブランドを対象に検討して
いく。ナチュラル･ビューティー・スタイル展や食品売り場とは異なり、お客様とゆったりコミュニ
ケーションをとることができる。



「簡易包装を推奨する」のではなく、「お客様にとって最適な包装を提供する」というスタンスを守
りことは、店舗実験でも注意していく必要がある。

（１）食品売り場における展開の検討
・

中村様より、食品売り場の包装の現状についてご説明いただいた。食品売り場の現状ご担当者の湯川様、
小関様にも適宜コメントを頂戴した。


要冷蔵品は、安全面から必ず保冷剤が必要になるため、簡易包装を検討できるのは常温品のみになる。



銘菓百選（B1）では、9 割が常温品で 1 割が要冷蔵品、味百選（B2）では、2 割が常温品で 8 割
が要冷蔵品となる。



会計は、銘菓百選（B1）、味百選（B2）の各コーナーで一括して行えるようになっている。B2 で
は、食料品も集中レジで購入できるようになっている（テナントが販売している各種総菜を除く）。

・

・

食品の包装について、メンバーからは次のような意見があった。


集中レジでまとめ買いをすれば包装を減らすことができるので、集中レジを増やしてはどうか。



B2 に集中レジがあることを知らなかった。現在ある集中レジの存在を PR することが必要だろう。

集中レジを増やすことで包装を削減できる可能性はあるが、直ちに取り組むことは難しいため、コーナー
での対面販売において、包装を必要としないお客様とのコミュニケーション方法を考えることとした。

宿題：銘菓百選（B1）と味百選（B2）を実際に訪れ、どのような工夫ができるかを各自考えたうえで、今月
中に藤原にメールで送る。

（２）婦人服売り場における展開の検討
・

婦人服（5F デザイナーズワールド）佐伯様より、婦人服売り場の包装の現状についてご説明いただいた。


高価な服を扱っているので、お客様が商品を自宅に持ち帰ってから商品にほつれなどがあったとき問
題とならないよう、万全な包装を行う必要があると考える。



一方で、余分な包装を行っているわけでもない。一部の商品を除き、ほとんどの商品がビニールや薄
紙で包んだ後、ショッパーに直接入れるのみの簡易な包装となっている。

・

婦人服の包装について、メンバーからは次のような意見があった。


すべての売り場で同様の包装形態をとっているのであれば、それ以上に簡易な包装にする必要はない。
→他の売り場の包装形態については不明であることから、高島屋様に他フロアの状況をご確認いただ
くこととなった。



もっとも気になるのは、買い物をするたびに手提げ袋が増えていってしまうことである。



販売員の側から、「商品をおまとめしますか」と声をかけてくれることがあるが、既に持っている手
提げ袋に入れるのではなく、より大きな手提げ袋をもってきて、その中に入れてしまうことが多い。
これは無駄であるし、店舗にとってもコストがかかるのではないのか。
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→この意見に対して、佐伯様より、「ショッパーをお渡しする理由は、お客様へのサービスというだ
けでなく、自ブランドの認知度を上げるという宣伝効果も期待されている。そのため、多少コストが
かかったとしても、他ブランドのショッパーではなく、自ブランドのショッパーを持ち歩いてほしい
と考えるブランドは多いかもしれない」というコメントがあった。


後から購入した商品がより大きい場合には大きな手提げ袋を渡す必要があるが、より小さい場合には
お客様に現在もっている手提げ袋と、新しい手提げ袋とどちらにおまとめするのがよいかを確認して
はどうか。

・

婦人服でもっとも問題になりそうなのは複数の商品を購入した際の手提げ袋の追加であり、どのような解
決方法があるのかをさらに考えることとなった。

エンディング（10 分）
・ 次回の開催は 1２月 1８日（日）10 時 30 分～12 時 30 分であること、今回と同じく会場はジェイアー
ル高島屋 44 階 A 会議室となること、について連絡があった。
・ 集合場所も、今回と同じく 15 階のオフィス棟入口近辺とすることの連絡があった。
・ 永田より、次回が最終回となるが、来年は店舗実験の検証などを行う予定であることから、１月以降も可
能であればリサーチャーズクラブのメンバーの皆さまにご協力いただきたい旨をお話した。詳細について
は、次回のミーティングの際にご説明することとなった。
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リサーチャーズクラブ

第 8 回ミーティング

【企画書】

■日時：２０１１年１２月１８日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ東海髙島屋 44 階会議室
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１２名（予定）
■内容：お買いもの基準の常設売り場での展開検討／簡易包装の常設売り場での展開検討
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

会場準備（44

会場セッティング（2 チームに分ける）、ＰＯＰ、ポスター貼り

髙島屋様対応

15 階オフィス階でのメンバー出迎え、受付、商品券購入

小田、藤原

階）
１０：１５－１０：３０

受付

（１５分）

＊名簿で確認
＊スタッフ 1 名は商品券購入後、会議室へ

１０：３０－１０：４５

オープニング

（１５分）

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

藤原

・今日のスケジュールの説明

畑添様

・ナチュラル・ビューティ・スタイル展の結果共有
【お買いもの基準】

永田、小田、

（８５分）

（1）お買いもの基準（仮）の展開の検討

藤原

※休憩は適宜

【簡易包装】

１０：４５－１２：１０

グループ別 WS

（１）ナチュラル・ビューティ・スタイル展の情報共有
（２）食品売り場における展開の検討
（３）婦人服売り場における展開の検討
１２：１０－１２：２０

グループ発表

各チームが議論した内容をそれぞれ発表し共有してもらう。

小田、藤原

エンディング

・今後の進め方について

永田、藤原

（１０分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）

・商品券お渡し、受領書の記入

59

リサーチャーズクラブ

第 8 回ミーティング

【議事録】

■日時：２０１１年１２月１８日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ東海髙島屋 44 階会議室
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１０名（欠席：２名）
■内容：お買いもの基準案の策定と常設売り場での展開検討／簡易包装の常設売り場での展開検討
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：畑添様、金井様、丹羽様、中村様、佐伯様、山田様
オープニング（10 分）
・ 本日も、前回に続いて 1～3 月頃に予定している売り場での本格展開に向けた議論を行うことについて説
明があった。
・ リサーチャーズノートの中からイチオシ！トピックスを参加メンバーにご紹介いただいた。
・ 畑添様より、ナチュラル・ビューティー・スタイル展のアンケート結果のご報告をいただいた（別資料）

グループ別 WS
【お買いもの基準】
・ キッチングッズのマネージャーである山田氏にご参加いただき、９F キッチンフロアの売り場展開や、そ
れにともない売場に欲しい情報等について、リサーチャーズクラブが提案する五つのお買いもの基準を念
頭に置きつつ、意見交換を行なった。


実際に使っている人の生声やランキング等のような（雑誌感覚の）アンケート結果があると、ビジュ
アルにとらわれず自分に活かせて良い。
→現在、売場には使用している人の声やアンケートは置いていないが、今後ブログ等で発信できる可
能性はある。
⑪ →柱の所にある新商品コーナーは、企業発信になっているが、身近な人（消費者）からの発信
はいいと思う。ただし、TOP10 等は、今一番売れているかどうかを正確に把握できないため
難しいが、ベスト３なら表示ができると思う。お客様（みんな）から広く支持されているもの
⑫ 美味しく栄養価のある料理ができるもの
⑬ メンテナンスが容易で長持ちするもの
⑭ 短時間で料理ができ、省エネを実現するもの
⑮ ひとつのキッチングッズで様々な調理に応用できる使い回しができるもの

・ キッチングッズ売り場でのお買いもの基準の展開の可能性について山田氏より次のとおり伺った。


今回の売場改装においては、使う人のライフスタイルやシーンのどこに活かせるのかをモチーフに行
なう。自分のライフスタイルに合うような売場展開をしていきたいと考えている。そのために、VMD
の朝比奈氏に入ってもらい、お客様が買いやすい商品展示等、フロアリニューアルにもプロの目線を
入れて行う。長くいるためには、居心地の良い売場、自分の好みの物がある、しょうゆさしや急須な
どお試しできる体験型の物があると良いという意見が出た。
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・ お買い物をする際にお店の人に聞いてみたいことについて検討を行ない、次のような意見があった。


愛知県産（地産地消）の鍋かどうか、どういうプロセスで作っているのか、使い方や性能、メーカー
以外の説明や特徴について知りたい。



百貨店の方は、価値のあるものを選択して売場に展示しているのだから、どのように良いのか、安い
ものとの違い等、価格に見合った良いものであることの価値・理由を示して欲しい。



ビレバンのように POP をつけてはどうか。手書きだと親近感がわく。手書き POP の内容は、プロ
のおススメ＋生声がほしい。女性、○代等の属性もあるとなお良い。一通り経験したマチュア世代が、
なぜこの商品を選んだのかという声も必要かもしれない。



包丁について等、質問の仕方がわからない場合がある。何を聞いていいかすらわからないので、きっ
かけがあると良い。



販売員の活用について、販売員はほとんどの商品について一定の知識はあるが、包丁専門や鍋専門、
呼び出し専門等の専門員を置くことは難しい点もある。

・ リーフレットの作成について検討を行い、以下のような意見があった。


○○１００選やキッチンベスト１０等、キッチン活用術、ビジュアルが良いもの、マニアックな情報
等、買い物や選択する際に参考にできるような、何が売れているか等、多くある商品の中で選びぬか
れた情報が載っていると良い。



１F に置いてあっても多分取らないため、９F の売場にあると良い。

→鍋について、包丁について等、Q&A を踏まえたリーフレットが良いのではないか。


ブログや HP を見てから来る人はほとんどないと考えられる。HP にこれが出ているから来るのでは
なく、来ていいものを探す方が多いと思う。

【簡易包装】
・

ナチュラル・ビューティ・スタイル展について、高島屋様からは以下のとおりコメントがあった。


アンケート結果によれば、多くのお客様からご好評をいただいた。



担当者がお客様に声をかけず、勝手に判断して簡易包装にしてしまうこともあり、その点に対する苦
情もあった。包装が必要なお客様もいらっしゃるため、注意が必要だと感じた。

・

リサーチャーズクラブのメンバーからは、以下のとおり意見が出た。


POP が目立たないと感じた。



会計の際のお声掛けが最も重要だと感じた。

（１）食品売り場における展開の検討
・

各メンバーが実際に食品売り場（銘菓百選/味百選）を訪問したうえで、次のような意見交換を行った。


売り場のどこまでが味百選なのかがわかりにくいと感じた。



売り場のレジの場所がわかりにくかった。



売り場は混雑しており、売り場の方も忙しそうだったため、負担にならないような表示が必要だと感
じた。

・

実際の店舗での包装パターンについて以下のとおりご説明をいただいた。


現状では、「ご自宅用」なのか「進物用」なのかを聞いて、必要な包装を判断している。



具体的には、ご自宅用であれば規格袋＋手提げ袋、進物用であれば包装紙を使って包装することにな
る。
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・

要冷蔵の商品には、安全のために必ず保冷剤をつけている。

高島屋様から、味百選では冷蔵商品が多いため、包装パターンが選択しづらいが、銘菓百選では自宅用に
おやつとして購入する方も多く、より簡易な包装を推進しやすいというご意見があった。

・

現在の包装形態について、メンバーからは次のとおり意見があった。


手提げ袋は自宅に持ち帰った後も繰り返し使用することがあるが、規格袋は不要だと感じる。



手提げ袋ではなく、丈夫な素材のビニール袋を使用したほうが繰り返し使うので結果的にはエコにな
るのではないか。

・

エコバッグについて、メンバーからは次のとおり意見があった。


エコバッグはデパートでは使ってはいけないというイメージがある。



店頭でエコバッグを販売していると、その店ではエコバッグを使ってよいというメッセージになるの
ではないか。


・

レシートに、「エコバッグを持ってきてください」というメッセージを載せてはどうか。

高島屋様より、名古屋以外のタカシマヤではマイバッグを持参したお客様に対してスタンプを押し、一定
個数のスタンプが集まると粗品を差し上げていることのご説明があった。また、ジェイアール名古屋タカ
シマヤでは粗品の引換スペースがないため実施できていないとのご説明があった。タカシマヤで販売して
いるエコバッグを持参した場合のみスタンプを押しているのか、その他のエコバッグでもスタンプを押し
ているのか、など詳細についてご確認いただくことになった。

（２）婦人服売り場における展開の検討
・

畑添様にご確認いただいた結果、前回お話をいただいた婦人服（5F デザイナーズワールド）以外の売り
場でも、薄紙＋ショッパーという簡易な包装を行っていることがわかった。

・

婦人服売り場では、すでに簡易包装が普及しているといえることから、袋のおまとめについて、①新しく
袋を用意しておまとめする、②今すでに持っている袋を利用しておまとめする、といったいくつかのパタ
ーンから選択できるようにするのが最も良い方法なのではないかという結論に至った。

・

あまりたくさんの選択肢を用意すると、かえって選びにくくなってしまうことから、選択肢の数は少ない
ほうがよいという意見があった。

・

その際、「今もっている袋に入れてまとめる」ことが、環境に配慮したサービスの一環であることを PR
し、高島屋のコスト削減のみが目的だという誤解をうまないようにする配慮が必要だという意見があった。

エンディング（10 分）
・ 本来であれば 12 月が最終回となる予定だったが、追加分として、1 月２２日（日）10 時 30 分～12
時 30 分に開催することこと、今回と同じく会場はジェイアール高島屋 44 階 A 会議室となること、に
ついて連絡があった。
・ 集合場所も、今回と同じく 15 階のオフィス棟入口近辺とすることの連絡があった。
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リサーチャーズクラブ

第９回ミーティング

【企画書】

■日時：２０１２年１月２２日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ東海髙島屋 44 階会議室
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー１２名（予定）
■内容：これまでのリサーチャーズクラブの活動の振りかえり
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

会場準備（44

会場セッティング（2 チームに分ける）

髙島屋様対応

15 階オフィス階でのメンバー出迎え、受付、商品券購入

小田、藤原

階）
１０：１５－１０：３０

受付

（１５分）

＊名簿で確認
＊スタッフ 1 名は商品券購入後、会議室へ

１０：３０－１０：４５

オープニング

（１５分）
１０：４５－１１：３５

・30 秒スピーチ（RC ノートの中で、イチオシ！トピックス）

藤原

・今日のスケジュールの説明
グループ別 WS

（５０分）

半年、ＲＣの活動をしてお買い物や百貨店の見方が変わっ

永田、小田、

た事

藤原

消費者と流通のより良い関係を作るには
１１：３５－１１：４０

休憩

（５分）
１１：４０－１２：１０

振り返り

（３０分）
１２：１０－１２：２０

RC メンバーからひとこと

永田

髙島屋ご担当者様からひとこと
アンケート記入

アンケートの説明と記入

小田

エンディング

・今後について

永田、藤原

（１０分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）

・商品券お渡し、受領書の記入
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リサーチャーズクラブ

第９回ミーティング

【報告書】

■日時：２０１１年１２月１８日（日） １０：３０～１２：３０
■場所：ＪＲ東海髙島屋 44 階会議室
■参加人数：リサーチャーズクラブメンバー９名（欠席：３名）
■内容：これまでのリサーチャーズクラブの活動の振りかえり
■当日ＪＳＴ側スタッフ：永田（大阪市立大）
、小田（ＪＳＴ研究員）
、藤原（ＪＳＴ研究員）
高島屋様側スタッフ：畑添様、金井様、丹羽様、中村様、村田様
オープニング（10 分）
・ リサーチャーズノートの中からイチオシ！トピックスを参加メンバーにご紹介いただいた。

グループ別 WS
1．リサーチャーズクラブからの意見・感想
（1）半年、リサーチャーズクラブの活動をしてお買い物や百貨店の見方が変わった事
・ 百貨店に対する見方の変化として、次のような意見があった。


お中元のエコ包装など、予想よりも環境に対する取り組みが進んでいたことに驚いた。



百貨店のアンケートなど、あまり読まれていないのではないかと思っていたが、きちんと読まれていて店舗での取り組み
に反映させようとしていることに驚いた。



百貨店はマニュアルのもとで動いていると思っていたので、リサーチャーズクラブの意見が反映されていくことに驚いた。



百貨店は、敷居が高いイメージがあったが、何度も通ううちに店内は居心地良く内装も工夫されており、すごしやす
いと感じるようになった。



百貨店を身近に感じるようになった。



スーパーマーケットでは売り上げの低い商品はどんどん取り扱わなくなってしまうが、百貨店では売り上げが低くてもオ
ーガニックの商品など継続的に扱ってくれる点に気付き、とてもよいことだと思った。



スーパーマーケットだとパートの方など質問に回答していただけない場合もあるが、百貨店の販売員の方には、どんな
質問にも回答していただけると感じた。

・ リサーチャーズクラブの活動の感想として、次のような意見があった。


自分たちの意見がかたちになっていくこと、百貨店を動かしていくことにやりがいを感じた。



リサーチャーズクラブのメンバーはさまざまな世代、立場の方がいたので、いろいろな話をすることで刺激を受けた。



リサーチャーズクラブのメンバーと話をする中で、多くの人が環境問題に高い関心を抱くようになりつつあるのだと感じ
た。



リサーチャーズクラブの活動をとおして、これまでは価格重視だったのが、表示も気にするようになった。

（2）消費者と流通のより良い関係を作るには


お弁当の宅配サービスなど、よいサービスがたくさんあるのに知られていないのだと感じた。もっと消費者に情報を伝え
てほしい。



包装の袋は、よりおしゃれなものがあるとよいと思った。
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タカシマヤでは買いものをするとポイントカードにポイントがためられるが、中途半端にたまったポイントはそのまま使えず
に無駄になってしまうことがあるのでもったいない。社会貢献でも、何かのかたちに使用できたらよいと思う。



百貨店へは頻繁には行かないのでポイントがたまりにくい。自分自身に還元されるよりも社会貢献などに「協力てき
た」という満足感を得られたほうがよい。

2．ジェイアール東海髙島屋様からの意見・感想
・ ジェイアール東海髙島屋の皆さまから、次のとおり意見や感想をいただいた。


畑添様：これまで単発のグループインタビューなどを行ったことはあったが、同じメンバーと繰り返し議論するのは初めて
の経験であり、勉強になった。その中で、「百貨店の販売員には声をかけづらい」という意見が多かったことが気になっ
た。今後は、これまで以上にお客さまの声に応えていくこと、声を届けやすい環境づくりに努めたい。



中村様：ふだんの仕事では販売する側の立場で考えていたが、購入するお客様の立場から考える大切さを知ること
ができた。



金井様：担当業務が販売全体のスケジュールを考えることであるため、お店とお客様との細かいやりとりを意識する
機会が少なかった。リサーチャーズクラブとの活動を通して、容器包装など細やかな点についても気付き、考えるよう
になった。また、「お客様第一主義」とはどういうことなのか、コミュニケーションのあり方をあらためて考えるようになった。



丹羽様：百貨店が環境問題などに取り組んでいることを知っていただけて良かったと思う。また、お客さまの声をこれま
で以上に大切にしていきたい。



村田様：百貨店は上質、高級感を優先するため、「エコ」という分野は不得意ではないかと思っていた。しかし、震災
などの影響でお客様にの意識にも変化が起こりつつあると感じている。

エンディング（10 分）
・ 今後の「おかいもの革命！」の活動の展開と、リサーチャーズクラブの皆さまにご協力いただきたい点に
ついて、永田先生より次のとおりご説明があった。


マッチング・システムについて：小売店とお客様の関係性をより良いものにするために、消費者の声
をお店に届けることを目的とした座談かいなどが有効である。次年度以降はそのためのマッチングの
システム構築を検討しているので、ご関心のある方にはぜひご登録いただきたい。



Facebook について：旬の食などをテーマに、愛知県内でさまざまな主体をつなぐネットワークを
構築したい。Facebook を使用したことのない方のためには講習会等も検討しているので、ぜひご
参加いただきたい。



3 月 17 日（土）にはおかいもの革命！の成果報告フォーラムを開催予定である。ぜひご参加いただ
きたい。
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3）店舗におけるデモンストレーション
（１）店舗に表示した POP
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（２）アンケート調査結果
①性別構成比

②年齢分布

③簡易包装の取り組み認知度

④実際に選択した包装形態
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4）報告シンポジウム
「暮らしの質をたかめるエコな力・おかいものフォーラム」企画（案）
■日時：2012 年 3 月 17 日（土）
13：30～16：00
■場所：ウインクあいち 1103 会議室
■参加費：無料
■定員：100 名（会議収容最大人数 108 名）
■主催：JST 名古屋プロジェクト
■協力：株式会社ジェイアール東海髙島屋
■プログラム：
第 1 部暮らしの「質」を高めるエコなチカラ～植物療法を生活に活かす～
植物療法の第一人者である森田敦子さんに、アロマやハーブの活用のみならず、食や美容や健康管理に、
植物の力を上手に活用するヒントをお話し頂きます
森田敦子さん
（植物療法士、ルボア・フィトテラピースクール代表）
フランスにおいて、植物生物化学、フィトテラピーを学ぶ。帰国後、有機系天然物、植物生物化学の研
究開発で高い評価を得る。女性のいきいきと生きられる社会の創出を第一に考え、環境と人に優しい植
物の効果を生かしたプロダクツの研究開発を行っている。06 年 2 月表参道ヒルズに「羅漢和トリートメ
ント＆スパ ルボア」表参道ヒルズ店をオープン。著書に「化粧品の中身」
第 2 部「おかいもの革命！リサーチャーズクラブでの取り組み～良い社会をつくるおかいもの～」成果
発表＆パネルディスカッション
リサーチャーズクラブのメンバーがエコなおかいものを考え、今まで活動してきた成果を、パネルディ
スカッション形式で振り返ります。
■企画趣旨
未来に向けての「持続可能な社会」は自然や環境と切り離して考えることはできません。そして、私
たちの暮らしは人とのつながり、社会とのつながり、自然とのつながりの中で成り立っています。
第一部では、こころ・からだ・自然とのつながりをテーマに、植物療法士の森田敦子さんをお招きし、
「暮らしの質を高めるエコな力～植物療法を生活に活かす～」として、暮らしの中に植物の力を上手に
活かすヒントをお話し頂きます。身近な植物の恵みを見直すことは、地球からの恵みを見直すことにつ
ながります。
第二部では、暮らし・おかいもの・社会とのつながりを切り口に、
「おかいもの革命！リサーチャーズ
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クラブでの取り組み～良い社会をつくるおかいもの～」
（JST 名古屋プロジェクト）を取り上げます。JR
東海髙島屋（流通販売者）とリサーチャーズ（消費者）が「適正包装」や「おかいもの基準」をテーマ
に、共に学びあいながら進めた取り組みについてご紹介します。
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■スケジュール：
時刻

内容

担当

12：30

ウインクあいち 1F ロビー集合

永田、小田、藤原、山口様（中部 EPO）

12：45～

備品搬入（→1103 号室へ）

★藤原、ほか全員

プロジェクター等機器設置
13：00～

1103 会議室到着

第一部講師：森田敦子様
タカシマヤ：畑添様、金井様、丹羽様、中村様
RC：大杉様（登壇）、山本様（登壇）、川合様
（受付手伝い）

13：05～

関係者打ち合わせ

★永田、★藤原、森田様
畑添様、金井様、大杉様、山本様

受付／会場内誘導 確認

★小田、山口様、丹羽様、中村様、川合様

受付開始

★小田、丹羽様、川合様

会場内誘導

★小田、山口様、中村様

13：25～

開会前アナウンス（適宜）

藤原

13：30～

講座開始アナウンス

藤原

13：32～13：42

開会あいさつ＆PJ 紹介

永田

13：45～14：35

第1部

森田様

14：35～14：45

質疑応答（10 分）

13：15～

講演（50 分）

司会：藤原
会場マイク：小田

14：45

休憩アナウンス

14：45～14：55

休憩（10 分）

司会：藤原

第 2 部準備

会場内誘導：★山口様
会場設営：★小田、丹羽様、中村様
最終確認：★永田、★藤原、畑添様、金井様、
大杉様、山本様

14：55～15：00

第2部

第 2 部開始アナウンス

永田

リサーチャーズクラブの説明
15：00～15：10

活動内容紹介（10 分）

15：10～15：40

パネルディスカッション（30 分） コーディネーター：永田

藤原
RC：山本様、大杉美奈さん
（メンバー、担当者の意見交換）
タカシマヤ：畑添様、金井様

15：40～15：50

質疑応答（10 分）

コーディネーター：永田
会場マイク：藤原

15：50～

終了あいさつ、アンケート記入

16：05～

片づけ
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藤原

17：00

完全撤収
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「暮らしの質をたかめるエコな力・おかいものフォーラム」議事録 兼 報告書
■実施報告
第 1 部暮らしの「質」を高めるエコなチカラ～植物療法を生活に活かす～
植物療法の専門家・森田敦子さんから、自然環境を身近に感じる植物の力を通じて女性ならではの「幸
せ感」の要素として重要だと感じている、美容や健康に直結する内容をお話いただいた。たとえば、花
粉症で不快なときには、薬を使って抑えたりするだけでなく、ユーカリの精油をしみこませた布の香り
をかぐことで症状を抑えるだけでなく、精神的な安定にもつながりストレスが軽減されやすいことや、
寒いときには、暖房をつけたり着込むだけでなく、血液循環を良くし、免疫を高めてくれる高麗人参が
入った参鶏湯をつくり飲むなど、不快な状態を抑えるだけではく、植物など自然の力を取り込むことで、
暮らしの「質」自体をも高め、幸せを感じられることなどであった。参加者からは「植物の力、人間と
自然のつながり、昔からの知恵・知識をもう一度学び、活用したいと思いました。」
「身近なところから
取り入れられるお話がとてもよかったです。
」などの感想が得られ、自然に寄り添った暮らしを見直すき
っかけを与えることができた。
第 2 部「おかいもの革命！リサーチャーズクラブでの取り組み～良い社会をつくるおかいもの～」成果
発表＆パネルディスカッション
ジェイアール東海髙島屋と協働で行ってきたリサーチャーズクラブの取り組みについて、パネルディ
スカッション形式で振り返りを行った。特に百貨店での買い物では、高級な品が多いというイメージが
あるが、良いものを長く使うということを考えると、暮らしの質も高まり、エコロジーにも配慮できる
という意見があがった。店内に「お買いもの基準」を表示したり、また、販売員の方と積極的にコミュ
ニケーションをとることで、より良い買い物ができるとの意見もあがった。さらに、包装に関しては、
食品・洋服・贈答品・自宅用など様々なシーンで求められる適正な包装があることが分かり、
「選択でき
る」ことが重要で、それにより資源の無駄もなくなるため、買い物時にも荷物がかさばらなくてよいな
どの意見も交わされた。髙島屋のご担当者さまからも、リサーチャーズクラブのように一定期間、お客
様と一緒に学びながら意見交換をしたことは初めてで、非常に有意義な機会であったとのお話をいただ
いた。
以上
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3．新たな価値に根ざした低炭素型ライフスタイル「生活レシピ」
生活レシピの作成の第１段階である共感軸の抽出のため、都市、農山村に暮らす女性生活者を対象に、対面
によるグループインタビューを(各２回、計４回)行った。抽出されたキーワードは、都市 393、農山村 215
の合計 608 であった。
都市と農山村という居住環境を設定したのは、生活レシピ作成の際に都市と農山村の連携によるモノの生
産、流通、消費等が想定されるためである。それぞれのもつ資源やコミュニティ、人間関係によるライフスタ
イルのありようや幸せ感のキーワードについて整理した。。
なお、本資料（付録）では、グループインタビューやアンケートの中で出てきたキーワードを無作為に羅列
している。都市と農村のそれぞれの女性生活者の居住環境による相違点、共通の点などについては、本編④新
たな価値に根ざした低炭素型ライフスタイル「生活レシピ」の作成・普及（P43～）を参照。
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1）「幸せ感」に関するキーワード
■都市で生活する女性を対象に実施したグループインタビューから抽出された要素(393)

皆で集まる

出会い

満足度

人が集まる

知り合いがつながる

100％以上

バラの香り

意欲のあるメンバー

当たり前

ピンクのもの

行く気になっている

それ以上のサービス

花びらの香り

気持ちの合う

また来たいと思う

アロマ加湿器

一緒に

提供する

五感に感じるようなもの

お酒を飲む

栞

自分の健康の為

お酒に会うつまみを作る

気持ちを込めておる

家族の健康のため

ジャズを聴きく

最小限の事

リラックスできる

相性がよくて美味しい

必ず電話する

ヨガ

お酒を飲んでリラックス

お客様満足度

没頭できる

ゆったりとした生活

お客様の立場に立つ

アロマのお風呂に入る

自分のペースで暮らす

幸せ感

美味しいものを食べる

ペースが自分で決められる

家族でごはんを食べる

今健康である

趣味の時間

みんなが楽しめる環境

ジョギングが出来る

新しい人間関係が広がる

気配りをする

知り合いが沢山出来る

積極的

楽しんでもらえるか考える

挨拶をする

達成感

大丈夫ですよと声をかける

励まし合う

お風呂に入る

負担にならないように考える

感謝する

寝る時

喜んでもらえるか考える

共感

ご飯を食べる時

成功させてあげる

触れ合う

大丈夫

伸びる方法を考える

心が打ち明けられる

共感

引き上げてあげる

心のあり方

体感できる暮らし

バランスをとる

アグレッシブ

こだわって仕事している

普通

行動に移す

達成できる

平凡

当たり前

利益を出す

贅沢しなくても生きていける

人のありがたみ

節約できる

腹抱えて笑える

共通点

配当金をだす

ちょっとした事で笑える

知り合いを作る

還元できる

感動する

興味がある

達成感を持つ

テレビを見て涙を流す

趣味を作る

ワンステップいける気持ち

音楽を聴いてスカッとする

人の繋がりが広がっていく

持ち続ける

土のついたままの野菜
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青虫の付いたままの野菜

社訓

こってりしたもの

全部使い切る

自分の気持ちでする

高カロリー

達成感

自分がやましくない

おりこうさん

贅沢

リピーター率が高い

お腹すいた時に食べる

学生結婚

直接話せる

美味しいもの

探し求める

直接買える

好き

青い鳥

接する

仲のいい人たちと食べる

外に目を向ける

畑の様子が見えてくる

味わえた幸せ

これからどう生きていくか

不公平感

体に力が付く

誰かと寄り添っていく

実行していく

楽しい気分の時にご飯を食べる

仲間を作る

声を聞いて応える

気を使わなくていい

健康

チャンと言ってもらう

がっつり食べる

同じ趣味

スゴイ立派

気心知れたひとたち

人がそばにいる

美味しい

美味しいご飯

話が出来る

食べられなくても食べている

みんなで食べる

だんだん若くなる

環境

つられちゃう

キレイになる

空間

しゃべる

人と話す

売り上げを上げる

ずっと食べ続ける

誰かと一緒

お客さんの喜び

食べて満足

女性が強くなる

食育の場

こだわりがない

引っ張っていく

売上

満たされる

仲間

環境が変わると幸せ感も変わる

マクロビ

安心感

達成感

全部カロリーがない

こだわりがない

健康でいられる

会話に集中

笑いあい、助け合い、感謝しあい 人とのつながり

パクパク食べる

愛は人との間でしか生まれない

健康

リラックス

いろんな方と繋がれる

一定程度での健康状態

運動する

何か人にしてあげる

女性にいい

動いていると調子がいい

人が喜んでくれる

鉄分たっぷり

運動大好き

生きている環境が気持ちいい

低カロリー

悪いものが抜けていく感じ

会い

栄養がいい

お風呂に入る

流れるままに生きる

貧血にいい

自分に余裕があるから

人が喜ぶ

購買能力がアップ

余裕

自分に嘘をつかない

病みつき

精神バランスがとれている

良心箱

美味しい

お料理するのが好き

募金箱

ヘルシー

時間がある

良心

カロリー低い

パンの生生地をさわる
75

ふわっふわ

繋がっている

自分が気持ちいいから

パンを焼く

自分の幸せと人の幸せ

好きなことしたいから

メニューを考える

誰かを幸せにできたら、自分も幸 自分でいいなともうもの

ワインをチョイスする

せになれる

買ってくれる

どれだけ余裕をつくるか

人にも分けれる

買いたいなっと思ってくれる

余裕があると歩ける

繋がっている

自分が好きだなとおもっているこ

どうしても持ちたいくらいかわい 心地よく暮らしたい

とが理解される

い

余裕があると歩ける

共感

ほしい

誰か喜ぶかなって考えて行動する 商品がかわいい

買ったことで満足

自分の器が大きい＝余裕

単純にカワイイ

実用性よりかわいさ

他の人も幸せになる

シンパシー

自分のライフスタイルにあったも フェアトレード

理解してもらえる

の

ファーマーズマーケット

認めてもらえる

持ってて嬉しい

買ってあげたお金が回る

社会貢献になる

生活感がでない

社会に貢献している

かわいいと思って買う

実用性がある

チャンと見えるところのもの

知った上で参加する

快適な生活

もっと美味しいものを作ろう

お値打ち

三重

お財布に余裕があれば

日本製のデニム

中に入っている物を隠すエコバッ 高級志向

いい素材

ク

品質

相手もいいなーと思う

周りの目

選ぶことができる

同調

自分で想像している

ライフスタイルで決める

自分と同じ風に思う

イメージにあう

日常

勧めたものを気に入ってくれる

誰かほかの人にも心地いい

非日常

めちゃめちゃ言う

何の呵責もない

記念日

口コミ

心地よい

特別

一緒

皆に心地よい

スペシャル

共感

誰か何かの為になるもの

背伸び

味覚が似ている

一石二鳥

ご褒美

グル―ピング

寄付される

大事にする

偶然

みんなを助ける

自分の好きなものを買う

ぱっと見たら同じ

チャリティー

心身がコントロールしようとする おそろいの T シャツ

調和

自分の為にできる幸せ

ユニホーム

自分にできる範囲で

自分の為

おそろい

自分も心地よく

究極の贅沢

一緒に居る

相手も心地よく

安心

共感

バランス

つながっていく

同じ考えをシェアする
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自分も同じ

入り放題

達成感

皆と一緒にする

スゴイお得

成長

役割

スゴイ面白いから一緒に行く

向上心によって変わる

貢献

自分の分野と違う

自分を大切にしよう

仲間

すごい好奇心

自分にいい事をしよう

関わっている輪

楽しくて楽しくて

勉強

グル―プ

知らない事を知る

読書

一体になる達成感

繋がっている

知識が上がってる

おそろいの缶バッジ

ニュースに繋がっている

社会も広がる

目印

嬉しい

共感できる

学校（母校）の何か

自分のルーツ

アンテナが働く

マスコット

自分にも繋がっている

人間は成長し続ける

愛称

博物館

知的探究心

同じ思いがあるから買う

説明をしっかりしてくれる

好奇心

誰でも買える

勉強したいという気分

満たされる

家族用

向上心

ワインの付加価値

子ども用

好奇心

何か付加価値がある

ドラゴンズ好きはドラゴンズを着 自分がレベルアップする

悪いことに加担していない

る

余暇の時間をマネジメントする

子どもの幸せを守る

年間パスポート

一生勉強していきたい

知る幸せ

年間行き放題

幸せの仕組み

背景がわかったら嬉しい

いつでも行ける

知らないところを習う

説明してもらう

元がとれる

勉強したいという気分になる

わかる

お得感

向上心

余裕がある

入ることで満足する

今より上に達している

知ることができる

いつでも行ける状態が心地よい

レベルが上がる

声をかける
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■農山村で生活する女性を対象に実施したグループインタビューから抽出された要素（215）

独身女性

ズバッと言ってもらう

ミニコミ誌

感激する

趣味

思い出に残る

独身女性

お祭りあ

心配してもらう

慰労する

好き勝手する

ワクワクする

免除されている

伝えていきたい

ディープ

おひねりが出る

家族

地域

同じメンバー

胸がわくわく

手厚い

心躍る

家の事情

体感できる

手遊び

将来豊か

全部知っている

会長をさせてもらう

手づくり

婦人会

産直

料理上手

誰がつくったかわかる

得意

安心

マイペース

買える

役をやらせてもらう

行けば診てもらえる

良い経験

心配してくれる

一緒に

心強い

新しく来てくれる

周りにいる

一生懸命

安心

夜の宴会

ケアしてくれる

お付合い

支えあえる環境

皆でごはんを食べる会

結婚する

田舎

孫

財産

その子の為にだけ

距離がある

対応

人間関係が密

いるのが当然

先祖

自分単品

根っこがしっかりしている

好きなことができる

先祖がわかっている

自由に行ける

屋号

関係性の具合

住んでいるところの名前が出て

くる
ドキドキ
土地ならでは
地区に固まっている
連帯感
慣れる
笑顔で言われる
伝説
余興
おひねりが飛ぶ
指導者次第
祭り
結束
つながり
伝統行事
獅子舞
無事に
祭りが過ぎる
満足感
慰労会
みんなで飲む
つながりが強い
確認
強い
場を共有する
認めてもらえる
興味がある
好き
専門
喜んではいる
つぎ上手
入れてくれる
居心地がいい
居心地がよすぎる
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ぬくぬく

あくせくせず

有難う

地域力

狂信的

譲っていく

伝統のもの

盛り上がる

手紙が来る

当然

話が止まらない

維持して

加子母らしさ

過激派

働き者

地域の行事

かっこいい

温泉へ行く

近所付き合い

惚れました

遊びに行く

生活

先祖

片づけてから行く

当然

子孫

天下

努力

義務

あたりまえ

獅子舞に参加

プライドがある

発見出来る

引き継ぐ

みている時間の範囲が長い

知らされる

感動

自己満足

素敵なところ

応援してくれる

感謝している

嫁さん気分

生まれ育つ

感動

普通の事

連帯意識

感覚

中継点

守るところ

引き継ぐ

働き者

価値観

次の世代に渡す

シャットアウト

教える

すごく幸せ

自分の時間

将来の為になる

何か伝えていきたい

フォロー

帰化人

守っていく

一生懸命応援

素直に受ける

見返りを求めたい

連れていけ

情報共有

当たり前の生活

人間関係が近い

スクラムが組める

私の務め

三代

文化の面

自慢

空気がきれい

完成度が高い

憧れる

緑いっぱい

役割分担

人間力

桃源郷

継続しなきゃいけない仕組み

何でもできる

穏やかな感じ

リセットできない

価値観

干し柿

多様化

かっこいいな

自分の居場所

安定感

特化している

役割

キャラクター

強い

役に立つ

オープン

地域になれる

家がある

文化を担っている

地域に溶け込む

実家がある

貢献

ゆったりと

カップル

技術を吸収する

老後を過ごす

運よく

繋がりが大切

甘えさせてもらう

ゴッドハンド

息を吹き返す
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■消費者を対象に CO2 削減につながる買い物行動をテーマに実施したｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀﾋﾞｭｰから抽出した要素(464)

価格が優先

品数

地域密着

家族の声

近く

善意

値段

新鮮さ

キャッチフレーズ

使用感

産地

共感

容器ごと

国産

まとめ買い

効果があった

鮮度

特売

グリーンカーテン

見た目

旬なもの

和紙

地元産

国産

太陽光発電等

見える化

試食

使い心地が良い

国産

金・土曜の特売

新鮮

レシピの紹介

美味しかったもの

美味しい

特売品を使ったレシピ

家族の反応の良かったもの

おまけ

旬な食材のレシピ

国産

見た目

試食

鮮度

回収ボックス

ホームページ

農薬回数

500 円割引

携帯メール

旬

買い取ってくれる

特売品情報とレシピ

健康

値下げ

自分でできる食の安全情報

野菜の効能・栄養価

選べる

生産者訪問

新たな調理メニュー

エコ商品のフェア

工場見学

生産者の姿勢

統一

仕入れや商品加工プロセスへ

産直は安く

5 段階位でわかるような基準

の関心

旬野菜は味が一番

布ナプキン

大人の社会見学

味で産地を選ぶ

生ゴミ処理機

楽しさ

調理方法

雨水をためるタンク

リサイクル品の回収

価格

定員との会話

過剰包装をやめる

原材料

楽しさ

社会実験

成分

歩く運動

値引き

パッケージ

対面でのエンターテイメント

食品の規格外品の値引き販売

使い心地

性

マイタッパー

連携型のポイント制

レジャー感覚

リユース新容器システム

値引き

効率性

自分でできる安全・環境対策の

デポジット制

エンターテイメント性

情報

再利用

ポイント

見える化

リサイクル

安さ

みんなで一緒に

次世代の子どもの教育
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食育

値段

場

鮮度

便利さ

見た目

知り合いから聞いた情報

口コミ

年収が高い

還元型

有機野菜

学習機会への参画

国内産

社会見学

産地

使いやすい

袋詰めの商品

値段も安い

裸売り

一番使いやすい

クーポン券

リピート

クレジットカードのポイント

無添加

還元サービス

環境にも配慮

エコポイント

定番のもの

メディアで発信

候補

見ると考えさせられる

詰め替え

気になるのはどんな種類か

シンプル

家族の評判

添加物なし

環境より体にいいものを選ぶ

無添加

普通の商品と同じ値段

一体型

使い心地

有害な物がでない

返金するなどのシステム

ゴミが少ない

どのお店でも貯めることがで

パッケージが少ない

きる

コラム

ポイントをためる楽しさ

リーフレット

あまりピンとこない

ネットの広告

日本製品が守ることができる

買い取ってくれる

可能性

ゴミがでないこと

自然に近い物を購入

長く使うこと

ピンとこない

フリマ

目に見えてわかるといい

買い取ってくれる

ゲーム的に実施

必要な分、必要な量

非常に面倒くさい

バザー

発想の転換をしてほしい

グリーンカーテン

生活に密着している商品の工

産直市

場見学をしてほしい

回収

野菜の育つ過程を見たがる

保冷材

旬のものが育つ過程を見れる

有機野菜を食べれるレストラ
ン
工場見学で大人が対象の企画
意識が高まり非常にいい
十六ささげ収穫体験出で農家
とお話する機会
自分なりに
地球に貢献できるもの
車を使用しないように
そんなに高いわけではない
顔が見える野菜
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新鮮な野菜
新鮮で安全な野菜
少し安く
陳列を見て
安いものがあれば柔軟に変更
する
その場にいって決める
多めに購入
地蒲
80 歳になる母と週に 3 回買い
物に行く
家族の食べる分の野菜を栽培
おすそ分けすると何かが返っ
てくる
量が多い
大きいところが便利
旬の物が安くなっている
国産
試食
高いものを購入
おいしい
味と値段のバランス
高い
安心して全て食べる
国産しか購入しない

比較して購入

気晴らしに

安い材料

土が付いていて

安城市の農家の野菜や卵を出

チラシ

虫に食われている

していて非常に美味しい

安く大量に

時々花なども入れてくれる

安売りスーパー

冷凍保存

一度食べて美味しい

商品の回転が良く新鮮なもの

インターネットのオークショ

農薬や化学肥料

家庭菜園をしているので送っ

ン

収穫してから何日ぐらい経過

てもらう

反駁

しているか

産直広場市場が開催されるこ

2 割引き

近場の野菜

とになった

半額の時間帯

旬の情報

産地直送

子どものリクエスト

果物

主人のリクエスト

産地

産地によって季節がわかる

朝に作っている

新鮮

栄養度や効能の情報は気にな

安い物を購入する

有機野菜

る

新しい物をなるべく使いきる

過程によって必要な大きさ

食べて痩せることができた

ベランダで野菜をつくってい

必要な量

野菜の効能

る

買わせよう

生産者

多少高くても信用できないと

賢くならなければならない

発想のチャレンジを消費者

ころでは買わないようにして

規格外の野菜

信頼

いる

新鮮

美味しいか

安全安心

美味しい

虫が付いているが食べても害

基準

プラス金額を払うのはいやだ

はない

値段

試食会

表示

情報があるので信用している

新商品

糖度

メニュー

無料

肥料を何回散布したか

安い物を購入する

試食会

安全なもの

新鮮かどうか

地産地消

カタログで読む時間

産地を見て～購入する

試食会

統一

近くの JA で新鮮な野菜を購入

見学

非常に便利

安全面

田んぼがマンションになって

レシピがある

グループ

農業を続けるのは大変

家族の反応

5 分圏内

物の値段の付け方が気になる

値段もリサイクルの割には

安い物

自転車

家族の反対

陳列商品

そこに行きたいから

実際に体験できる場

今は仕事をしていない

ネットショップ

毎日のように

安い物

土のついた野菜など

専門店が入っているおしゃれ

旬のもの

小さいころから触れた方が良

なところ

ネットでレシピを調べる

い
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遅くまで

お金が絡む

快適

国産

分別ごみ

光熱費が下がった

地元産

子どもから

自転車

社会的には出ていない情報

地産地消

アピタの特売日

表示

ばら売りが良い

有機肥料のコーナー

生産方法

安心

安くて新鮮

生産者の表示

近場のもの

ネットでチラシチェック

安全面

地元のもの

家庭菜園

CO2 表示はあまり気にならな

愛知産

籠を手に持てる範囲で買い物

い

こだわり農園などの表記

半額以下

見て新鮮かどうか

土が付いている野菜等

冷凍保存

美味しければ買う

手が出る範囲

安売り

表示を詳しくする

旬のもの

大量購入

旬もの

有機のもの

旬の野菜

鮮度

家庭菜園をやるようになって

ポイントの高い時

鉄分が多い

旬の野菜がわかるようになっ

遊びがてら家庭菜園を始める

栄養価が高い

た

あるもので献立を決める

ブランド

見た目の新鮮さ

必要度のランク分け

エコ商品で安い

インターネット

チラシ等

質のいい方

有機野菜を売り

旬のもの

質

お任せの箱詰め

孫の好きなもの

使い心地

5～6 千円

試食

主人の専用

家族の反応

子どもが食べて美味しい

安ければいい

購入の決め手にはならない

作り方

エコ商品は避けてしまう

個人宅配

国産

安い

産地

近場のところがよいかな

使い心地のいいもの

収穫した日の表示

美味しい産地の方

自分の体に関わってくるもの

使用してみて良ければ購入し

美味しい方

改良

たい

少しでもいいもの

レベルアップ

安い

鮮度

PB 商品

気にいらなかったら

量が欲しい

試食会

別売りで対応

添加物の少ない物

メーカーの商品

ばら売り

子どもが野菜好き

美味しい物

野菜と交換

味の方が重視される

情報

回収して

愛知県産

試して購入

商品券と高 ICAN

無農薬で作る野菜

マイバック持参

堆肥化

意見をスーパーに言う
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変わった野菜

対面で買える

自宅にゴミがあまりない

調理方法を聞く

選択肢

講習会

旬のものを楽しみたい

はがきを送ってくる

麻製

美味しい物

スタンプが貰えるサービス

大きく

農業体験

女性は連れだって買い物へ行

使用しやすい

無意識に気にしている

く

買い物スタイル

美味しそうなもの

交友関係が広い

選択肢がある

怖くて買えなくなる

シェアする

日持ちする

味を気にする

生産者と語り合う

無駄にならない

新鮮

工場見学

品種改良

生協の宅配で購入

孫が興味ある

エコ

詰め替え

自分で値段をつけるシステム

便利さ

味に敏感

必要な分だけ

調和

柔らかくてよい

容器を持って買いに行く

マイボトル

暮らしを通じて環境を見る

流通経路がわかる仕組み

公共交通機関

間伐材を使っている箸

セルフレジ

カーシェアリング

森林保護

待ち時間も少ない

特典があるシステム

利便性との兼ね合いに左右さ

紙袋の回収

体にもいいシステム

れる

回収拠点

環境にもいいシステム
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■企業を対象に実施したアンケートから抽出したキーワード（1,352）

アニバーサリー企画

社長が女性

急成長

プレゼント

期待感

手ごろ

ユニークな企画をいっぱい立てて 省エネ活動

着やすい

くれる

期待

アメリカのナンバーワン

楽しい

とても共感

規模も大きく

とても美味しかった

努力

世界規模

見るだけで楽しくなる

廃棄処分を減らす努力

画期的

全国各地の逸品や特産品

大事にする

手当てが非常に良い

質の高さ

ジャンル

自由さ

よく食べにいく

先駆け

バイキング、ビリヤードのあるオ

ものすごい勢い

すぐに届く

フィス

全国展開

便利

楽しそう

通っている

ネット販売

便利さとプライバシーの折り合い

情報提供

割引がすごい

女性の習い事

お手頃な価格

料理の実践する場の提供

返送料・返品手数料無料

通信教育

翌日に配送

ネット

エコに熱心

料理

海外展開

習う手段

水素エネルギーの自家発電

センスがよい

環境に優しい

プライスダウン

環境への配慮

大幅値下げ

CM が面白い

目玉商品

貢献

受け入れ先

日本上陸

大丈夫

時流に合っている

大手

会員割引

投資

積極的

生活が明るいものになる

印象的

旦那が好き

社会活動

お取り寄せネット

ブランド

レシピブログ

企業拡大

自主性
遊べるような色々な物
新しい発想
急成長
個性的
社風
社内の環境
自由な社風
楽しそう
使いやすい
夢
魅力的
サービスも素晴らしい
勢いのある会社
先進的
独特
斬新なアイデア
社員の人達の為の会社
安くておしゃれな洋服

楽しく役立つコンテンツがいっぱ 経営統合
いのサイト

責任をとろうという姿勢

書籍化

斬新

話題
権利とチャンス
底値の商品
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売り上げが伸びる

顧客を大切にした経営方針

株主優待

姿勢、やる気に共感

ポイント

限定品やプレゼント品

利用する機会

息子

株が安い

格安

就職を希望

応援

便利

将来

ファンサービス

送料無料サービス

サービスがとても良い

最新機種

品揃えがある

カードを持っている

最先端技術

すごいと思う

雰囲気がいい

主人

１００円代

夏の超割

液晶やプラズマテレビ

面白い

帰省の時期

CO2 削減率ダントツの製品

成長

頻繁にチェック

感謝

多い

旅行

センスがよい

成長した

やる気

CO2 削減宣言

利用している

性格と人柄がさらに重視される

親類

活躍してる
好きなタレント
発展する
経営戦略に共感
好きなアーティスト
好きなミュージシャン
好き
サザンオールスターズ
福山雅治
ポルノグラフィティ
パヒューム
活躍
好きな俳優
映画のパッピーフライト
マイレージ
サービス向上
精力的
値下げ
娘
就職したい
夢の会社
ＣＭが面白い
改善

行列が絶えない
オープン

品質管理とクレーム処理の研究対
応
ものづくりや環境プログラム

銀座店
安いけれど良い商品
デザインもよい
安くて性能の良いもの
日本に進出

人気がある
黒字経営
耳慣れした
環境支援
社運復活

話題の中心
見た目の可愛さ
安くていい品物
初出店

砂漠の緑地化計画
豊かにできれば
親会社
格安

儲かってそう
TV 等でよく取り上げられる
地方進出
成果が出やすい
面白い企画

新聞でよく見る
株主
良いイメージ
人気を挽回
映画

解り易い
親切で丁寧な対応
提供

気に入っている
下がる
信頼できる

就職先
コマーシャルの印象がよい
使ってみてとても良かった
無添加化粧品
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好きな会社
飛行機が好き
機能を追加

電子マネー

話題

使いやすい

利潤

デビュー

お掃除がしやすい

以前よりも安い

いろんなジャンル

安定

主人

アレンジ

地元の企業

趣味

親しみを持てる

興味深い

お得に

製品の質がよい

省電力

ファン

会社が信頼できる

ＴＶＣＭがユニーク

定評がある

低価格

CM の印象が強烈

増やしている

美味しく

CM が面白い

満載

急成長

耳に残る

旅行に行く

堅実なイメージ

愛用

楽しい気分

商品が魅力的

株式を保有している

サービス追求

真相

大好き

特色

良質でデザイン性が高く

経営者を尊敬している

マイルをためている

リーズナブル

追加

旅行が好き

サービスも充実

拡充

安心して旅行のツアーに参加でき 本格的

サービスが豊富

る

かわいい色

多方面の経営

期待

安く買える

安全第一

納得出来る

コストを削減

地産地消

好きなブランド

温暖化防止

生き方が好き

かわいいもの

刺激的でセンスが良い

夢を与える

生み出す力

飽きさせない工夫

楽しそう

スーツを買いたい

ライフスタイル

小室哲也

パソコン

広さと商品の豊富さと安さ

人気アーティスト

安いパソコン

安くて可愛い

他と違う

ミニノートパソコン

プロジェクトに寄付

株主優待

髪の毛を染める

環境配慮や健康面での安全性を徹 この会社でしか出来ない

毒にならないもの

底

魅力がある

１００％風力発電でまかなってい 身体に優しい製品

新しいタレント

る

労働基準の徹底指導、改善

株式購入

地球にも人にも優しい

新店舗

株主むけにライブ

一人勝ち

センスが良い

音楽祭

アイデアにあふれた経営

コンセプト

実績がある

スピード感のある経営

家族を大切に

売れ筋

勢いがある

寄付

提供

ヒット曲を生み出す

貢献

コンサート
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移籍

マイレージ

色々な工夫

ライブ

サービス向上

画期的

情報

女のヒトの意見を参考に

割引

活動

筋が通った感じ

切符などのリサイクル

時代に合っている

良く利用する

性能がアップ

派手

就職を希望

ゴミ拾い

ハデさ

集客力

倫理観

勢い

現実的で地道な活動

世の中の支持

活気がある

手本となるような行動

必死にがんばってる

輩出している

優待券

キッズダンスイベント

大規模な

見込みがある

無料で開催

色々な分野

節約

安売り

浜崎あゆみ

好感を持った

ネットショッピング

特典を得たい

安全と利益のバランス

うまく流通

とても気になりました

再建

走る楽しみ

歌やお笑い

バイオ燃料

両立させていく

世間を元気づけ

努力している

技術の進歩

一番人気

燃料費を節約する

エコカー

配信

納得に出来る

ハイブリット

有名な歌手

安全面

発売

沢山の歌手のライブ

節約ぶり

買う車

話題

ネットニュース

利用が増える

乳がん撲滅運動

コンプライアンス遵守

送料無料

更新

尽力している姿勢

送料がかからない

マネージメントとして契約

満足度が高い

おもちゃがかわいい

品揃えがすごい

通販

韓国製品

子供服

良い品質のもの

アイスの美味しい季節

人気

消費者の味方

キャンペーンの展開

莫大な市場

生活の潤い

募金活動と連携

ブランド展開

家族

上手さ

身近でおしゃれ

がんばっている

アイスが好き

手軽で素敵なブランド

格安切符

アイスケーキ

浸透

駅中ショッピング

不動の人気

お気に入り

便利

チャリティー

地道に

興味を示している

フェアを催す

注目

駅員さんが親切

社会貢献

経営再建

リニアモーターカー

日本で成功する
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珍しいこと
３１のトリプルキャンペーン
はまる
革新的

を推進

自然環境の保護などを目的とした
チャリティプログラムを行ってい

ゴミ拾い活動

る

正しい姿勢
共存できるまちづくり

ブランドバッグやアクセサリー

環境に配慮した製品

手ごろな価格

結構おいしくて癖になりそう

好きな期間だけレンタル

森林保全などの地球環境への取り

パーティーや集まり

組みに好感

カシオの製品

一生懸命努力している姿

愛着

楽しそうな雰囲気

製品・サポート体制

CM タレントが清楚

満足している

エコな取り組みをずいぶんしてい

興味がある

る

使い勝手の良い商品

新しい携帯

開発

サービスがいい

使用している人も多い

他社のサービスを上回るものを提

G ショックがかわいいから

供

ずっと頂点

機種が多彩

クリック募金

先進的な考え方

動画 CM を見るとポイントになる

おいしい
喫煙のマナーについて啓発して欲
しい
CM が好き
社会貢献（緑化運動、スポーツ、
こどもの将棋大会）
食の安全面

料の全成分表示の公開を行ってい
る
チャリティーに参加できる
動物実験をしていない
100 均よりも安く買える商品
100 均よりも商品が長持ちする
国産の商品名
画像が綺麗
新しいことがでてきている
家族全員で使えるアイテム
誰もがはいている
流行
積極的に雇用
新しい分野

活気がある

力を入れている
オリジナル性がたかい
パン作り

嵐がテレビ CM
経営が成り立つ

製造年月日や使用期限、製品の原

お世話になっている

新しい商品
サービスの良さ
お得感
お客様支持率ナンバーワン
そんなに高い料金ではない
安く高品質で提供
幅広いサービスの提供

色々なアイデア
新しいデザイナー
長く使えるデザインの商品
敏感肌の人に優しい化粧品
惹き付けられる
顧客サポート
販売宣伝

未成年者喫煙率を下げる

デザインも良く売り方も上手い

自分でチョイス

環境に貢献している

雇用対策

値ごろ

安定性がある

正社員化

ネット注文でカスタム出来る

良質の無料サービス

自然環境に対する取組やチャリテ 安くていい PC

いろんな事に貢献している

ィ意識

購入

マナー向上

自然のものを使った製品

安価

街の清掃活動をしている

ネーミングや使用感も楽しい

良質
親切

環境活動・・・森林保護運動など
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アフターサービス良好

情報のピックアップするセンスは 服の質が良くなってきている

web 上でのﾁｬｯﾄ形式

高い

安くて良い商品が多い

すぐに返答

どんどん大きくなっていく

セール品は破格で提供

丁寧な言葉で回答

招待制度

アフターフォローが 完璧

気分が良かった

安心して活動できるＳＮＳ

教える事に喜びを感じる

面白い戦略

快適にさせてくれる紳士的なマナ 言い訳が面白い

個人営業

ーのよさとサービス

質の高い指導

買い換えたい

繊細さ、バランス感覚、品質

自動販売機を利用した募金システ

製作

とても雰囲気がいい

ムを開発

ブーム

アフターサービスがすばらしい

もっとオープンにわかる

低価格パソコン
カスタマイズ可能なスタイル
積極的な営業姿勢
ミニノートパソコン
人柄

社員食堂が充実
最新設備

安定した業績
低価格で安心

技術が良い
在宅勤務制度がある
地味ながらもしっかりと活動

伸びる企業
好調

動きがある

添加物や有害なものを使わない

安い化粧品
楽しい話題
良心的
急成長ぶり

業績も右肩上がり

消費者の立場になって作られたシ 頻繁に目にする

品物がよい

ステムや製品

不況知らず

新製品も多い

正義。真摯。知性

伸び続けている

リーズナブル

かわいいお姉さんとお兄さんがと 上手な商業戦略

豊富で低価格

ても素敵

異なる業種を運営

肌に優しい

元気があり

安売り

直売ショップも充実

地域で活躍できる福祉人材の育成 勉強になる

好感

に力を入れている

ものがよい

優れた商品

気軽に手に取れる

インターネット通販

福祉活動

補正下着が良かった

商品開発

慈善事業

通販を利用している

安くて良い

「自立支援」活動

返品交換がしやすい

気になる

新しいテクノロジー

無料で引き取りに来てくれる

サプリが充実

新しい技術が次々に出る

自宅まで回収に来て送料無料

目が離せない

興味のある商品が多い
便利なサイト

低価格でかわいい服や雑貨や家具 自分の好きな商品
が購入出来る
勢いがある

未来の生活が変わる

送料も会社持ち

年賀状サービスまでやっている

セールでは９０パーセント引きの 出身地が一緒
商品も
ブログが面白い

成功している

返品手数料もかからない

新しいことに目をつけた会社
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広告をよく目にする

興味がわく

新製品が出る

誠実だ

２４時間生放送

商品開発にスピードがある

格安スーパー

値引きされてる

美容関係のサプリメント

エブリディロープライス

高品質プラセンタを安い価格で提

販売

お客様第一主義

供

無添加化粧水

安い価格で商品を提供

味もいいし、 使いやすい

質がい i

詰め替え用化粧品

安価に設置

追求している

簡易包装

耐久性のある電池

高品質で手ごろな価格

環境に優しい

技術的蓄積

HP

手ごろ

独自再建

BS で専門番組を放送

値引き、プレゼント

株価

いろいろな意見

対応も迅速

社員の待遇

セミナーを開催

送料無料

斬新さ・エネルギー・が感じられ

店員の対応が非常に良い

デザインが垢抜けた衣料

る

目に見えないところで努力してい 返品も無料

前向きな姿勢

る

サンプルを同時にもらえる

看板商品

北野たけし

便利なキッチンツール

価格すえおき

印象に残った

福利厚生面がいい

お気に入り

ユニーク

女性が働きやすい職場

身近な存在

還元もすばやい

商品の質が優れている

価格の均一化

ポイント

働く女性の味方

幅広い商品と使いやすい量

育休

社員食堂がとても充実

地元の景気がよくなる

ずっと仕事を続けてき

消臭・殺菌など便利な製品

クオリティーもかなり高い

魅力的な会社

気持ちのいい挨拶

赤坂サカス

お試し

女性が楽しく働いている

ユニークで斬新

環境活動をしている

最先端を行っている企業

デザインが素敵

ＣＭ

ユニークな商品が多い

たくさん商品を出している

減農薬や無農薬の野菜や果物を販 女性が働きやすい会社の NO１

節水

売

解答がとても丁寧

目新しさ

配送日も選べとても便利

自動的に募金できる

ポイント分値引き

有機野菜やこだわり野菜を提供

パンがおいしい

フリーペーパー

新商品

品揃えが豊富

安心して利用できます
レシピも HP で知る事が出来る
取り扱いの食品も大変多い
宅配
キャラクターがヒット
安心して食材を購入
いい商品が安く買える

直接消費者とメールや電話で話が エンターテイメント性
できる

工夫

パン無添加

楽しい企画がいっぱい

派遣情報が豊富

オーガニックで安心して使用でき

社長の方針に共感が持てる

る

エステ

野生動物保護
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洋服が可愛い

デザインが秀逸

社長の経営方針と社員との連携が

ポイントがつく

注目を集めている

うまくいっている

条件がよかった

新商品

ＣＭが誠実そう

おしゃれな子供服がたくさんある 話題になっている
待遇などがとても良い
更新頻度
株主だから
地元で活躍
素敵な物が売っている
ネットで手軽に買える
デザインのセンスの良さ
アイスが好き
センスの良い商品を提供
オリジナルブランドが安く手に入
マイルが貯まるカード
る
アヒルが可愛い
かわいい洋服やらおもちゃ
手軽で結構おいしい
低コストで高品質な住宅
CM でよく見る
清潔感がある
安心して生活
株を持っている
サポートがしっかりしている
情報源
身近で親しみがあり利用頻度が多
ベルマークを奨励
い
ビールがおいしい
常に新鮮さを保っている
プレゼントキャンペーン
老若男女癒される場所
リデュースにチカラを入れている 映画館の建物ができる

「銀行に行く」という手間が省け

資源を大切にしている

映画館のあるショップ

激安商品

ゴミを出さない

肌のきれいな人

現金還元

メールマガジン

従業員の接客レベルがいい

車いすの乗り降りのために入口の

おいしさが格別

地元企業

庇を大きい

工場見学

いつも人が並んでい

お手洗いが男性用・女性用・ファ

飲み物が美味しい

おいしい

ミリー用と３種類ある

懸賞

れからの女性にとって強い見方

大規模なショッピングセンター

働きやすくなる環境

儲かってそう

先見性と実行力

リサイクル運動が盛ん

魅力を感じる

環境に配慮した商品がおおい

活気のある会社

ラッピング簡素化

節約できそう

環境問題への取り組みがしっかり

ＣＭが面白く、価格も安い

している

安く購入できる

自社製品の売上が好調

高速ネット

PB 食品が安いから

可能性を秘めている

カードのポイントサービス

活力鍋
マラソン ランニングムーブだか
ら
エコ活動
レシピが充実
理念が共感
天然成分のみの化粧品
消費者の安全を追求
デザインセンス
とにかくおしゃれ

る
便利で金利が高い
インターネト利用で高金利
植樹活動
エコの分野で先進的
CM の印象がとても良い
環境問題に積極的に取り組んでい
る
常に新しい発想がある
めずらしくて子供と共に楽しんで
いる
セルフレジ
買い物バッグ軽減活動
環境に優しい活動をしている
枚数限定で発売
プライベートブランドを開発

近くにあり便利
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品目も増えて価格も安く魅力的

お買い得商品

普段買い物をしている

エコや福祉に関して力を入れてい エコ活動に熱心
消費者保護の為に値下げしている る

開発力が優れている

週に２，３回はモールに遊びに行 清潔感

子連れにやさしい

く

トイレがきれい

リサイクルの分別

新しいことを色々してくれそうな わかりやすく、取り組みやすいエ 近所にあってよく利用する
期待感

コの提案

商品の品質を信頼

消費者に優しい値下げやリーズナ 地域に密着したお店作り

あちこちある

ブルな商品

調理する場所が、お客さんから見

活気があるイメージ

お得なカードを発売

える

よく使うから

努力をかさねている

陳列方法が良くなって美味しそう

環境問題に積極的

身近な地域貢献をしている

に見える

駅の近く

日頃良く利用する

将来を見据えた新規事業への参入 小さい子も退屈しないですむ
地域に根を広げている企業
楽しい買い物ライフを提供
安いし、購入しやすい
一日中、家族で遊べる
親近感
エコ、消費者還元に熱心
活発に営業
密接な感じ
低価格で安全なオリジナルブラン
身近にある
子供と一緒に楽しめる
ド
値段が安いのおいしいし品質も悪
消費者を裏切る事はない
乳幼児や高齢者連れの家族へも配
くない
売り場も広く買いやすい
慮され
あらゆる商品が幅広く発売されて
子連れで出かけられる
店内は清潔
いる
CO2 の削減に力を入れている
社員教育がよくされている
値下げしているから
子供向けの商品が増え
円高還元セール
障害者福祉に力を入れている
やさしい応対
テレビ CM が活発
黄色いレシート運動
スケールの大きさと店舗数
社会コウケン活動が活発
消費者の側に立った活動
店員さんがみんな優しい
家計に優しい
地域に密着したイベント企画
みんな親切
社会貢献活動に力を入れている
通常より安く販売している商品が
歳末の安売り
ある

活動に触れる機会があり，実感

独自のブランドの価格を上げない 苦情への対応が良かった
低価格製品を高品質で提供してる 家族が勤めている
エコカード
マイバッグの利用
一番身近でよく利用する企業
回収の場所を作っている
色々と催しがある
便利
ポイントがもらえてたまると商品 火曜市の CM を見ると、うずうず

新しいことを取り入れている
トイレが綺麗
子供の設備が充実
エコ活動をしている
牛乳などのパックを 10 枚持って
いくとトイレットペーパー一個と
交換
生活応援セール

割引に使える

食材の鮮度が良く

懸賞

子どもエコくらぶ等の活動

安心して買っている

メールマガジン
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食の安心と安全

主婦が欲しいものをどんどん開発 キマスイッチ

トレイサビリテイーのしっかりし している

枠にこだわらず

た会社

テレビの CM にいつも笑ってしま

会社に併設の保育所

リーズナブル

う

健康促進

クレジットカードのポイントがあ モニターの意見を取り入れた

休暇がたくさんとれる

つめやすい

おまけ

価格も適切で味もおいしかった

ポイントが良くたまる

気遣い

夜も１０時まで営業し、便利

ユーザーの立場に立ったサービス

地元企業なので

風格

大笑い

日本の食物自給率

抽選でやっと手に入れた株

細かいところまで徹底した夢の世

毎月第二土日は５％引き

飽きない

界

月に一回ぐらいカード会員向けに 大手

着眼点

いつでも夢を与えてくれる

１０％引き

値下げ

大好き

接客が素晴らしい

新しい携帯サービス

集客力

文化養育にも力を入れている。
（美 サービス

優待

術館・音楽活動）

試供品を沢山くれる

活性

ダイエットに効果がある

子供に夢を与えてくれる

人を常に楽しませてくれる

福利厚生がしっかりしている

最高級のブランド

息子が就職したから

簡単

安い割りにおいしい

子供が好きだから

人気キャラクターがたくさんある 冷凍惣菜の宅配
から

良心的な値段

常にみんなに夢を与え続けている ピンクをイメージカラー
信憑性がある
在宅ワーカー
安心して買い物にいける場所
クリック募金
商品を購入すると、何かの社会貢
環境に優しい洗剤
献に寄付する
エコのスタイルがかっこいい
センスの良い製品
自転車で配達
お菓子が安い
好きなお菓子が売っている
とても美味しい麺
常においしい菓子を製造してい
普段の生活に取り入れやすいもの
CM が心に残っているから
なじみのある
おいしいお菓子が多いから
二酸化炭素排出削減
ネットショップなど楽しい企画が
伝統を守りながらも新しいことに
たくさんある
チャレンジ
大人から子供まで親しまれている
地場産業
環境負荷の少ない商品

従業員の教育がしっかりしている
リピーター率が高く
園内は綺麗
キャストの皆さんの笑顔
人気が衰えない
使ってみたくなるアイデア
昔から有る有名な会社
サポートがしっかりしていて
今風のファッション
友達が勤めている
運転手に運転してもらって行く
お友達が入会している人が多く
日常使いできる低価格設定
健康を維持する
国産の野菜にこだわったジュース

努力をされている
対応が良かった
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無料で子供たちを招待

食育に力を入れている

原料を吟味している

健康に気をつけたい人向けの食品

健康志向

美味しい商品

を多く

健康飲料

親子で食べている

アレルギーに対しての除去食

安全性への取り組

高級化

レシピの紹介

野菜ジュ－スの種類が豊富

ホームページが充実

楽しい催しやプレゼントがたくさ

製品がよい

化学調味料不使用の製品を発売し んある

斬新でおいしかった

たので

キッズスポーツ活動に

株主優待が豪華

一緒にしようと言う企画

アフリカに水を供給するボランテ

キャンペーンが多い

品揃えが良いし便利

ィ活動

子供がとても好き

対応が早い

アフリカに水を供給するボランテ

日々商品に接している

身近に感じ

ィ活動

最近 CM を良く見る

じゃがいもの季節だから

時代に即した新製品

健康的な商品

手書きのお手紙

懸賞をやっている

健康的

こころあたたまる気遣い＆カタロ 文化にお金を出す姿勢

キャッチフレーズが好き

グ

大切

社員が手入れをしたという綺麗な 工場のリサイクル率等が高い

スポーツへの支援

自然にチャリティーされる

商品に対してもこだわりが感じら ガーデン

従業員の平均年齢が３０代と若く 知人の方が何人かいる
家庭の味
安定感がありなじみがある
ゴミの削減化
アメリカに行ったような気分にさ
ジュースがおいしい
高給与と将来性
せてくれる楽しめるお店
自社農園を作り栽培
先進的なイメージ
無料サンプル
食の安全に配慮
和食回帰
水育をホームページでしっかり教
カラダに良いモノを作ってくれる
クレームに対し親切に対応
えてくれている
企業
長く愛せる商品が多い
安いけど、本格的おいしい
世の中に発信していこう
商品が可愛いくて魅力的
宣伝もよく見かける
子供から大人まで夢を与えている
メッセージタグ
絵本がかわいくて
素晴らしい技術を、長く持ってる 旦那が好き
自然派スーパー
株券を保有
企業
女優を数人同時に起用
夢を与えている
目玉商品として激安商品の広告
燃費のいい船
小さな女の子のハートをぎゅっと
おいしそうな輸入食材をたくさん 無農薬でのケール栽培
つかむ商品
カロリー控えめ
扱っている
永遠の憧れ
卵の殻の１００％再利用
品揃えがよい
新製品が気になる
整体やあしつぼ、マッサージが受 福山さんがＣＭにでている
子供ががすき
地球温暖化防止
けられる
見ていると楽しい
チームマイナス 6％の取り組みに
意外と安くて美味しい
生活に密接に関係ある
参加
老舗
昔働いていた
れる
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設計がすごい

健康ブーム

おいしくて安全な商品を製造して

若い人を積極的に教育

おいしいお菓子

いる

松居一代プロデュース圧力鍋

伝統あるから

気合が入っているから

社内見学のできるイベント

懸賞をやっている

自然に頭に浸透してくる

社会貢献や社員にやさしい職場環 工場見学

無償で部品交換してくれた

境

じ～んと感動する

家族が行っているから。

ロハスな活動

親近感を感じさせる

再建に乗り出す

自転車の変速機

体によい商品

女性なら誰もが憧れる暮らし、住

サイズも豊富

おいしいものが多い

まいを演出してくれている

リーズナブルではやりのもの

カロリーオフの製品

洋服が安い！かわいい！

健康にいい食品

安くっていいものがある

新商品がいい

発表の場

ベストセラーの商品が多くあり安

ワゴン特価商品

心

安くて気軽に入れる

安全性

信頼がおける

体によい商品を開発している

先駆け的存在

プレゼントもたくさんあるので。

信用が高い
国産で製造
環境にやさしい
すばらしい製品を作っている
クリエイティブなもの
ちょっと変わった商品
日本を代表する企業
自然エネルギーを利用した製品
カスタマーサービスが優秀
参考になるレシピや情報が多い
子供の誕生日にカフェに行って

社長も人柄が良さそうですよね
も利益が見込める会社
改めて取り組んでいこうとしてい
るから
ダイエット飲料がお買い得
健康ブーム
おいしいお菓子が多い
自分が好きな商品が多い

こんなに身近にすごくがんばって 伝統あるから
いる
チョコ専門のカフェを作ってい
こだわっている
て、メニューがとってもいいから
歯ごたえ抜群なのに、うまみがな
体を鍛えてるので飲んでるが種類
くならない
が多い
参考になるレシピや情報が多い
新しい菌種のヨーグルトが好き
健康面
子供たちとの暮らしでお菓子は欠
国産のものを使用
かせない
子供にとっておいしく食せるのか
工場見学がすごく楽しい
な～
おいしい食品を一杯出してる会社
ここの企業の商品は安全なのかな

「ハッピーバースデー」の歌を歌 ～

ＣＭを見るたびじ～んと感動する

ってもらった。

安心して食べられる商品作り

安心して食べられる

社員教育

老舗なので 安定している

老舗なので

接客がどれも素晴らしく

安定している。

おいしくて安全な商品

北海道を代表する十勝の銘菓を扱 社長の考えかたが好き

急成長

っている老舗

ダイエット飲料がお買い得

味・価格のバランスがよい

地域貢献活動が熱心に取り組まれ
ている
休みを多く、仕事をシェアし合う

我が家のサイクルに合致している
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親近感を感じさせる企業

生活にとても役に立っている

化粧品を発売したから

かっこよくて欲しいと思っている 牛のキャラが気に入ったし、妙に
気になった。
企業イメージよりもまずは会社と
社員とその家族を守ろうすするの 息子の勤めていた会社なので。

商品開発に力を感じる

は今の世の中ではすごく大事。

身近な企業だし、工場見学に行っ

肌の調子がいい。

発想力はすばらしい

てから気になる

カロリーオフの製品がある

バイオ燃料の開発

活躍してるから。よく観るテレビ

親しみがある

だから。

ユニーク

、カンボジアに学校建設を推進し

いろいろ惣菜をだしているから

く環境対策にも取り組んでいる
多岐にわたって展開している
健康にいい食品をたくさん作って
いる
開発していく食品が美味しいから
日常で頻繁に接してる
生活に密着している
工場見学にいって気になっている
冷凍食品をよく買うので

お米の学校というのを毎年開いて ていて、見るたびとても感動する
いて稲作体験ができる

商品は安全でとても美味しいから 勢が有る。
海水を真水に変える浸透膜の技術

地元の会社
日本の食を変えて欲しい。

親戚が、働いているので

地元の小麦を使ったりしておいし サービスが良いと思う。
値引き・装備・イベントの豊富さ

マイ箸持参キャンペーンをしてい など魅力がある。

信頼してよく使っているので 安 る
全性
子どもが DS が好きだから
健康関連の商品が多い

エコに力を入れている

子供の頃から親しみがあるので。 カップめんの容器が紙になった

ベストセラーの商品が多くあり安 いのに加え、おしゃれだから。
心できる。

が今後かなり重要になると思うの
で。

必要とするものが、何でもそろう。

美味しく素材を料理するという点 地元銀行だから
で食育にも参加している

ニーズを調査して一歩先を行く姿

国産メーカーとしての将来性
ゴーン社長が魅力

カーボンオフセット年賀（地球温 ガソリンより安い軽油でクリーン

ホームページがとても気に入って 暖化ガス削減年賀はがき）を販売 な車を発売した
いる
友人が勤務しているので。
しているから。
地道に活動しています
民営化になるといろいろなアイデ 草の根的な活動
、健康に良い食品の開発にとても アが形にしやすいのかな
ボランティア活動を行うための休
頑張っている姿
他銀行との振込みができるように 暇制度がある
美味しい商品が多いから次の新商 なって、便利になるから。
「JHP・学校をつくる会」への支援
品が気になる
社長のカリスマ性
国内の自動養護施設への援助
地元にあるから
幅広く社会に貢献していると感じ 環境に対しての姿勢がすき。
経済的に恵まれない子どもに進学
ている
伝統がある
のチャンスを提供している
化粧品がいいから
尾瀬の自然保護に積極的に取り組
接客対応がすごくよくてとても気 企業の考えや企画が気に入ってい
んでいる。
持ちよく説明を聞いたりできる。 ます。
オール電化など、CO２の削減に真
剣に取り組んでいる
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安定している会社だから

安くて品数が豊富だから。

少しでも安いところ

ローンの軽減の仕組み

子供用品が安いから。

CM が面白い

キャラクターのパッチョがとても 会社名がユニーク

普及している

かわいくて、家族全員大好きなの 食品の信頼と安全性

リサイクルで肥料などに変える取

で、ついついＨＰを開いてしまう 添加物を極力使わないとか、化学 り組み
から

肥料をできるだけ使わない美味し 安全だということを納得できる
エコクッキングの教室をして、子 いものを消費者に届けようと努力
興味がある
していると思うから。
供たちに教えているから。
会社見学
より安全で充実・拡大した展開を 世の中でパッと光明の射す企業
外食
期待して見守っています。
興味がある
開発
ボーナスの支給額が去年より UP

原料が気になる

していた

取り上げた事件のその後の経過を 凄い技術

社内見学のできるイベント

追うとか、その後どう改善された 職人気質

人気のスポット

かを取材するとか

環境に優しい会社

新鮮な魚が安く買える

出産

燃費のいい船の開発

子どもが好き

安心な会社

利息

世界で一番の技術

買って持っている

まとも

パッとした感じがしないのに、美 数字ではなく中身が大切

エステ

公平

味しい、長く愛されるお菓子

効率よりも育てる余裕が必要

ダイエット

エリートという印象がある

食の安全

安定度具合

華やかそう

食の未来

次の購入

エコの取組みが盛んだから

経済的なモラル

明るみになる

地元だから

消費者の事をどれだけ考え、より エコ商品が多いから

いろいろな分野で地球環境を考え 側に居てくれている
ながら、積極的に取り組んでいる 安くなる
会社だから。

宅配などでお世話になっている会
社

雇用することで社会貢献をすると ベルマークがついている商品が多

ペットボトルがエコ仕様になった いう理念
新鮮なものだけを提供
みたいなＣＭを見て

いので。

体に嬉しいロングヒット商品が多 どムダを出さない工夫
環境への取り組み
いから

ついたビスケットはすごくいい

意欲的に情熱をかけて仕事に取り 農家の現状を理解し
組み
何か自分も良い影響を受けて何か
良い行動が起こせるような気がし
たから。
安売り商戦の中、一歩先んじてい

元気にしょうと頑張っている姿勢
問い合わせしたところ対応がよか
った
これから大きくなる感じがするか
ら

る感がある。
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個包装のビスケットが好き。顔の

夏に無人島探検ツアーを組むな
ど、子供の育成に取り組んでいる

2）グループインタビュー議事録
都市に暮らす女性生活者を対象にしたグループインタビュー（第 1 回）議事録
日時：平成 23 年 11 月 29 日（火）14 時～16 時
場所：中部環境パートナーシップオフィス
進行：新海洋子（特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ理事）

（配置）

K氏

進行：新海

山口（VN）

A氏

N氏

Y氏

S氏

F氏

（司会）本日は、お忙しい中お越し頂きましてありがとうございます。皆さんのお手元に今日のスケジュールが
あると思いますが、この内容で進んでいきたいと思いますので、よろしくお願い致します。皆さんのお手元に、
２種類の資料をご用意させて頂きました。
「生活レシピ」の説明を若干させていただきます。
パワーポイントの資料をご覧頂きたいのですが、私たちは、環境問題をテーマに活動をしており、特に低炭素
社会、CO2 排出を削減する社会をどうやって作っていくかをテーマに研究をすすめています。その中で、買い物
行動に焦点を当て、単に物を買うという過程だけでなく、商品（製品）の生産・流通・消費・廃棄、リサイクル
まで、モノの流れの中を踏まえながら、どのように低炭素社会を構築するかを研究するプロジェクトを実施して
います。このプロジェクトは再来年で終わるのですが、このチームは、低炭素型のライフスタイルを誘導するた
めの、暮らし方のレシピを作成し、普及することを最終目的としています。
ただ、環境問題といっても、多くの人が環境問題よりも自分の生活、暮らしのことを最優先に考えます。環境
問題だけを言っていても社会は変わらない。そこで私たちは、「幸せ感」という価値に焦点を当て、先日ブータ
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ンの国王が来られて幸せ指標のことを話されていたり、国内でもどこの県が一番幸せなんだという指標が出され
たりしていますが、私たちが暮らしていく中で、どういう状況に幸せ感を感じるかといった視点を取り入れた、
愛知炭素型社会のビジョンを持つことが大事だと考えました。「こういうことが幸せなんじゃないかな、そして
環境にいいではないか」というアイデアを出しながら商品を作ったり、社会づくりの提案をするために、レシピ
の中に「環境」と「幸せ感」というキーワードを入れていきたいと考えています。また、幸せは自ら感じ取れる
ものだから、わざわざ作り出す必要があるのか、という点も検討しました。しかし、東日本大震災後、私達の暮
らしや社会に対する価値観が変わりつつあり、かつ今の社会状況をみると、自分たちが幸せだなと思う感覚から
モノを作り、社会を作っていくということが重要だと考えました。
今日は、皆さんが「幸せだなあ」と感じられるときやことなどお話をして頂きながら、モノづくり、社会づく
りに活かす、指標軸を抽出したいと考えます。まず、自己紹介をしたいと思います。その後、グループインタビ
ューを始めます。
２．参加者の紹介
各参加者による自己紹介【家族、住居などプライバシーに関する内容を多く含むため非公開】
（司会）よろしくお願い致します。いきなり皆さんに、「どんなときに幸せを感じますか」とお聞きするのも何
なので、ちょっと二人ペアになってお話頂きたいなと思っています。ちょうど知らない人と組んでいらっしゃる
と思いますので、お二人で、どんな時に幸せを感じますか、ということをお互いお話して頂いて、後程、相手の
方はこういうときに幸せを感じるらしいですよ、というご紹介をして頂きながら進めていきたいと思います
３．ペアトーク
幸せを感じる内容について紹介【家族、住居などプライバシーに関する内容を多く含むため非公開】
（司会）みなさん、今日は長い時間ありがとうございました。今後このプロジェクトは具体化していきますが、
その際もご協力よろしくお願いいたします。
以上
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都市に暮らす女性生活者を対象にしたグループインタビュー（第２回）議事録
日時：平成 23 年 11 月 29（火）18 時 30 分～20 時 30 分
場所：中部環境パートナーシップオフィス
進行：山口奈緒（特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ）

（配置）

新海（VN）

進行：山口（VN）

S氏

K氏

W氏

T氏

（司会）本日は、お忙しい中お越し頂きましてありがとうございます。皆さんのお手元に今日のスケジュールが
あると思いますが、この内容で進んでいきたいと思いますので、よろしくお願い致します。皆さんのお手元に、
２種類の資料をご用意させて頂きました。
「生活レシピ」の説明を若干させていただきます。
パワーポイントの資料をご覧頂きたいのですが、私たちは、環境問題をテーマに活動をしており、特に低炭素
社会、CO2 排出を削減する社会をどうやって作っていくかをテーマに研究をすすめています。その中で、買い物
行動に焦点を当て、単に物を買うという過程だけでなく、商品（製品）の生産・流通・消費・廃棄、リサイクル
まで、モノの流れの中を踏まえながら、どのように低炭素社会を構築するかを研究するプロジェクトを実施して
います。このプロジェクトは再来年で終わるのですが、このチームは、低炭素型のライフスタイルを誘導するた
めの、暮らし方のレシピを作成し、普及することを最終目的としています。
ただ、環境問題といっても、多くの人が環境問題よりも自分の生活、暮らしのことを最優先に考えます。環境
問題だけを言っていても社会は変わらない。そこで私たちは、「幸せ感」という価値に焦点を当て、先日ブータ
ンの国王が来られて幸せ指標のことを話されていたり、国内でもどこの県が一番幸せなんだという指標が出され
たりしていますが、私たちが暮らしていく中で、どういう状況に幸せ感を感じるかといった視点を取り入れた、
愛知炭素型社会のビジョンを持つことが大事だと考えました。「こういうことが幸せなんじゃないかな、そして
環境にいいではないか」というアイデアを出しながら商品を作ったり、社会づくりの提案をするために、レシピ
の中に「環境」と「幸せ感」というキーワードを入れていきたいと考えています。また、幸せは自ら感じ取れる
ものだから、わざわざ作り出す必要があるのか、という点も検討しました。しかし、東日本大震災後、私達の暮
らしや社会に対する価値観が変わりつつあり、かつ今の社会状況をみると、自分たちが幸せだなと思う感覚から
101

モノを作り、社会を作っていくということが重要だと考えました。
今日は、皆さんが「幸せだなあ」と感じられるときやことなどお話をして頂きながら、モノづくり、社会づく
りに活かす、指標軸を抽出したいと考えます。まず、自己紹介をしたいと思います。その後、グループインタビ
ューを始めます。
２．参加者の紹介
各参加者による自己紹介【家族、住居などプライバシーに関する内容を多く含むため非公開】
３．グループトーク
(司会) 先ほど今回の企画の趣旨をお話しさせていただきましたが、ざっくばらんに、みなさんが「幸せだな」
って思うこと、時をお聞かせいただきたいと思います。その話の流れにそって、生活レシピを作成するための幸
せ軸というか要素を抽出したいと考えます。
幸せを感じる内容について紹介【家族、住居などプライバシーに関する内容を多く含むため非公開】
（司会）そろそろ時間になりました。みなさん、今日は長い時間ありがとうございました。今後このプロジェク
トは具体化していきますが、その際もご協力よろしくお願いいたします。
以上
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農山村に暮らす女性生活者を対象にしたグループインタビュー（第 1 回）議事録
日時：平成 24 年 1 月 11 日（水）13 時～15 時
場所：ふれあいのやかたかしも
進行：新海洋子（特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ理事）

（配置）

千頭氏

進行：新海（VN）

A氏

N氏

B氏

M氏

山口（VN）

L氏

C氏

I氏

H氏

D氏

G氏

E氏
F氏

１．趣旨説明
（司会）本日は、お忙しい中お越し頂きましてありがとうございます。皆さんのお手元に今日のスケジュールが
あると思いますが、この内容で進んでいきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
私たちは、環境問題をテーマに活動をしており、特に低炭素社会、CO2 排出を削減する社会をどうやって作っ
ていくかをテーマに研究をすすめています。その中で、買い物行動に焦点を当て、単に物を買うという過程だけ
でなく、商品（製品）の生産・流通・消費・廃棄、リサイクルまで、モノの流れの中を踏まえながら、どのよう
に低炭素社会を構築するかを研究するプロジェクトを実施しています。このプロジェクトは再来年で終わるので
すが、このチームは、低炭素型のライフスタイルを誘導するための、暮らし方のレシピを作成し、普及すること
を最終目的としています。
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ただ、環境問題といっても、多くの人が環境問題よりも自分の生活、暮らしのことを最優先に考えます。環境
問題だけを言っていても社会は変わらない。そこで私たちは、「幸せ感」という価値に焦点を当て、先日ブータ
ンの国王が来られて幸せ指標のことを話されていたり、国内でもどこの県が一番幸せなんだという指標が出され
たりしていますが、私たちが暮らしていく中で、どういう状況に幸せ感を感じるかといった視点を取り入れた、
愛知炭素型社会のビジョンを持つことが大事だと考えました。「こういうことが幸せなんじゃないかな、そして
環境にいいではないか」というアイデアを出しながら商品を作ったり、社会づくりの提案をするために、レシピ
の中に「環境」と「幸せ感」というキーワードを入れていきたいと考えています。また、幸せは自ら感じ取れる
ものだから、わざわざ作り出す必要があるのか、という点も検討しました。しかし、東日本大震災後、私達の暮
らしや社会に対する価値観が変わりつつあり、かつ今の社会状況をみると、自分たちが幸せだなと思う感覚から
モノを作り、社会を作っていくということが重要だと考えました。
11 月には都市に暮らす女性生活者を対象に今日と同じグループインタビューを行ったのですが、幸せ感を価値
に置いた低炭素型社会を実現するために、都市と農山村との「つながり」といった視点が非常に重要になってく
ると考えましたので、本日は加子母の暮らしていらっしゃる女性生活者の方が、どのような暮らしをされていて、
どんなことに幸せを感じていらっしゃるかなどざっくばらんにお聞きしたいと思っています。そしてお聞きした
内容から、幸せ感を価値に置いた低炭素型社会を実現するための生活レシピの要素を抽出したいと考えています。
２．参加者の紹介
（VN）このワークショップの企画・運営をしている NPO 法人ボランタリーネイバーズの新海です。本日の司会を
させていただきます。よろしくお願いします。
みなさん、ざっくばらんに。加子母の暮らしや歴史をふまえ、未来を考えつつ幸せだという暮らしをおしゃべり
の中で深めていきたい。生声を聞かせてください。
(参加者)日本福祉大学の千頭です。今日のワークショップは文部科学省からの研究事業です。交流を深めながら、
ご自身の事や、ご家族のお話を聞かせてほしい。それに、この不思議な地域、加子母の魅力を聞けたらいいなと
思っています。私は京都と愛知に住んでいます。加子母は愛知県森林組合で海外の研修生とお邪魔したのがきっ
かけで大好きな場所です。今度、長野の阿智村などにも行きます。
各参加者による自己紹介【家族、住居などプライバシーに関する内容を多く含むため非公開】
３．グループインタビュー
（司会）加子母という土地や環境、暮らしはいかがですか。
（参加者）
：やはり、生活できるだけのお金が稼げる仕事が必要だと思います。外の大学へ出て行った人たちが
戻って来れるだけの受け入れ先がないのです。なので、アイターンが難しい状況です。
（参加者）
：アイターンしてもらうには、加子母のことを知ってもらう事が大切。生活は食べるためだけなら十
分できる。労働での現金収入は少ないけど、生きていくにはこまらない。それ以上の、お金に換えられない安心
感が加子母にはあります。
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（参加者）
：子どもが大学に行って、戻って来た時に加子母に仕事があるかどうか心配です。足助町のように都
会からアイターンできるように、まち自体を文化にできるといいと思います。観光地だけど人が息づいているよ
うな。
（参加者）
：加子母や白川町は周囲との人とのつながりが出来ていて、嫌なことがなく、暮らしやすいと思いま
す。白川町には新規就農の方の研修施設があります。加子母は、お土地柄かあまり閉ざしていなく、新規就農の
人でも広く迎え入れてくれる。地域性だと思います。みなさん、ほんとに親切です。
（参加者）
：私は石川県の県庁で働いていました。不思議なんですが、加子母の人は大事な時に大事なご縁を紹
介してくれます。主人が工務店にて、面接し合格。とりあえずは働くことができるので加子母に来ました。住ん
でみるとたくさん人を紹介してくれる。今は農家をして路地野菜を売っています。人とのつながりが横にも縦に
も広がっていくので驚きです。
（参加者）
：農家になるというと周りが応援してくれるので、とても居心地がいいです。トラクターとかなくて
も、農業の環境が整わなくても、それを補う各分野に紹介してくれて、面倒を見てくれます。なので困りません。
（参加者）
：ここは、ほんとに野菜が美味しい。みなさんから漬物や卵を頂きますが、これもとても美味しい。
ここは普段食べるものが本当に美味しいです。普段食べている物がこんなに美味しいなんて、はじめて知りまし
た。加子母に来てよかったです。
（参加者）
：アユ釣りにきて加子母の魅力にはまりました。八王子の家を売り払って加子母に来ました。とても
いいところなので、加子母の人は土地を売らないから借りるしかない。だけど、４年目に土地を買うことができ、
大工さんに家を建ててもらいました。夢みたいにスムーズ。おせっかいではなく、周りは違和感なく受け入れて
くれる。住んでからの不安はありません。幸せです。
（参加者）
：健康緑の住宅の良一先生に加子母に移住したいと言った時に言われたのが、
「気にいって移住、すぐ
に引っ越すのではなく、遊びに来て下さい。時間をかけて通って、四季を味わって下さい。1 年くらい通って、
人と知り合いになって、そうして決めてほしい」ということでした。その場限りの利益優先の答えではなく、私
たちの事を考えてアドバイスをくれたのがとても嬉しかったです。
（参加者）
：加子母の人の事を自分は知らなくても、みんなは知っています。色々声をかけてくれたり、親切に
してくれます。特に若い人がくると珍しいので、加子母じゅうに情報が知れ渡っています。加子母の外から見て
も、ここはとてもいいと思っています。なぜなら、人間同士のつながりがあるから。
（参加者）
：加子母には常会というのがあります。その下に組・班があります。月に一度、全戸が参加する会議
のことです。地域の事はなんでもを話し合う場で、色んな事をみんなで決めます。完全なる民主主義です。ここ
で決まった事は、区長から班長へ、班長から班員へ伝えます。ここには江戸時代から息づいている制度が残って
います。コミュニティの大切さ。新しい人はこういう集まりに誘われるので参加します。そのことにより、自然
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に村の行事に参加できるので、溶け込みやすくなります。古いから悪いではなく、このような村の制度がコミュ
ニティが希薄になった今、見直されています。区長令制度は江戸時代から息づいている。時代が遅れてついてき
ている。みんなわかってきていると思います。
（参加者）
：やってあげるじゃなく、自然にネットワークを作ってくれるのです。なので、とても過ごしやすい
です。会に色々連れて行ってくれる。特に独身は沢山イベントに誘ってもらえるので、人も覚えるし、いつの間
にか勝手にネットワークが出来ています。
（参加者）
：自分はなにもしていないのに、してもらえるのです。そのため、いつの間にか勝手に自分の中で、
ネットワークが出来ている。だから、人との付き合いがとても過ごしやすいです。
（参加者）
：つながりがとても大切。私は苔だま作りをしています。そこでは、お母さんがいっぱい。おばあち
ゃんがいっぱい。みんな家族みたいです。孤独な人はいません。
（参加者）
：温かいお風呂に入る幸せな日々。感謝の気持ちをなくさないようにしたい。当たり前なことがとて
も幸せなことなんだと東北大震災があってから、ほんとにそう思うようになりました。まだ温かいお風呂に入れ
ない人もいるから、ありがたい事です。
（参加者）
：私は朝 4 時には畑に行きます。お米、味噌、醤油は自分に作っています。震災があっても家や畑に
食糧があるから、みんな自分のところで作っているから、ここら辺は大丈夫だと思います。みんな助け合えるし。
（参加者）
：落葉樹のカネギはいい炭になるからお金になるといって昔は山に入って取りに行っていました。木
の枝を沢山運ぶので、とても重くて重労働でした。加子母ではおおくのお家でお味噌や醤油を作っていますが、
各家での味はみんな違います。
（参加者）：加子母は街道沿いに家があって、実は山奥には集落がないんです。移動手段の公共交通機関はバス
しかなく、電車は通っていません。車は必要です。
（参加者）
：車がないとだめ。１人に一台な感じです。農作業もあるので、軽トラが必需品です。
（参加者）
：山菜をとって、それを加工するのを仕事にしていました。自然からの恵みで生活ができます。今、
加子母に暮らしていて、お金に換えられない満足感があります。
（参加者）
：お見合いで加子母にきました。高山とは空気が違うところです。
（参加者）
：里山に住んでいるので、自分で安全な水・野菜・お米を選ぶことができる。それがとても幸せです。
何にも変えられない贅沢だと思います。
（参加者）
：加子母は観光地ではないので、JR の駅がなかった。だからこそ、この雰囲気が残っているのかもし
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れない。
（参加者）
：農協からスーパーまで 10 区あるが、その中に飲食店は 24～29 店舗あります。お店へは車でないと
行く事が出来ないので、寄り合いの時は必ず迎えに行かないとだめなので、それは大変です。男の人の集まる回
数も多いし。コミュニティバスがあれば便利でいいのにと思います。
（司会）
：東京から加子母にきて感じた事はありますか。大都会から加子母へ来たのはなぜですか。
（参加者）
：私は高校まで人と密着した生活を送っていたのですが、東京へ出たとたん人とのかかわりのない生
活になりました。それがなじめなくて。田舎の暮らしを知っているからというわけではないと思うのですが。加
子母は人とのつながりが濃く、とても温かいところです。
（参加者）
：東京から加子母へ 3 月に来たのですが、なんと雪が降り、ビックリしました。暖房器具を持ってき
ていなかったので、とても寒くて耐えられず、ホットカーペットとファンヒーターを電気屋さんで購入しました。
自分がいない間に玄関をあけて運び入れてくれた上に、灯油を買ってタンクに入れ、ファンヒーターにセットま
でしてくれていました。普通の電気屋さんがすること以上で驚きましたが、とてもありがたかったです。今は、
もくもくセンターで働いています。みなさんが色々声をかけてくれるので、孤独はかんじません。無関心ではな
く、見ていてくれるのが嬉しいです。
（司会）
：普段は何をされているのですか。
（参加者）
：私は農婦。自給自足の生活を楽しんでしている。
（参加者）
：ここはいい意味でも悪い意味でも人間関係がとても濃いので、都会の風をもとめて、30 年間、月に
1 回町にでることにしています。それは都会の風にあたり、元気になる。そのパワーをまた加子母の社会の仕組
みづくりへ使います。
（参加者）
：絆です。絆には３.11 のイメージがあります。絆は知っていること、お互いの事を心配していること
です。なんにもなしで絆はない。めんどうくさい付き合いがあってこそ、その上に成り立っている。めんどうく
さい事の積み重ねが絆である。
（参加者）
：都会は絆がない。隣に誰が住んでいるのかわからない。絆がないという事とめんどくさい事をして
いないのはイコールで成り立っている。人と無関係で生きられるのが都会であり、人のことがぱっと浮かばない
のが都会の生活である。
（参加者）私たちはたとえパイプラインが遮断されたり、加子母だけ孤立したとしても皆生きていける。なぜな
ら、食料もあるし、助け合うから。普段からそういう付き合いをしている。これが絆。隣近所の人と関わってい
かなければいけないし、行事にも参加しないといけない。確かにめんどうくさいかもしれないけど、それ以上の
素晴らしいことがある。
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（司会）
：今、田舎暮らしの本やテレビ番組がたくさんありますが、どう思っていますか。
（参加者）
：田舎暮らしの本は美化されている。そんなに上手くいかない。はき違えている。
（参加者）
：都会暮らしの人からは田舎の営みは自分の中にイメージするのは難しい。自主性＋α、味噌をつく
る。こういう暮らし方を知らなかった。田舎暮らしをしてみて、わかったことがたくさんある。
（司会）
：子どもたちの発育の場としてはどうですか。
（参加者）
：子どものコニュニティがあります。子どもを中心にして付き合いが拡大します。学校へ行くように
なれば特に広がります。ここでは子どもにかかわる大人たち全体が頼りになるので安心です。
（参加者）
：地域の小さなコミュニティから注視されるので、安心して育てられます。
（参加者）
：里山の保全をしてますが、学区や町内でも引越しがあります。
（参加者）
：子ども会の子どもの人数が少なく１年生から役員がまわってきます。今は子ども会に４年生しかい
ないので大変です。人数が少ないので女性の価値が高く、男性は合わせるだけ。消防団も女性の力が必要となっ
ています。
（司会）みなさん、今日は長い時間ありがとうございました。加子母の暮らしから、今必要なことが垣間見れま
した。今後もこのプロジェクトは具体化していきますが、その際もご協力よろしくお願いいたします。
以上
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4．なごや環境大学による消費者リーダー育成
1）なごや環境大学による消費者リーダー育成の概要
消費者リーダーを育成及び広く環境に対する取り組みを普及させていくことを目的として、なごや環境大学に
おいて 5 回の無料講座を実施した。
最終回の講座への参加者（9 名）にアンケート調査を実施したところ、全員が「講座参加者の環境に関する興
味・関心がさらに強まった」と回答し、また過半数の 5 名が「他の講座や活動に参加したいと思うようになった」
と回答した。
各回の講座概要は以下のとおり。
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お買いもの革命！消費者リーダー育成講座～なごや発！低炭素型社会に向けて～
第１回 「消費者の買い物が、お店を、社会を変える！～企業の責任、消費者の責任～」企画書
■日時：2011 年 10 月８日（土） 10:30〜12:30
■場所：椙山女学園大学 現代マネジメント学部３０８室
■定員：30 名
■スタッフ：永田、東、藤原、小田、河原 計５名
【コンセプト】 「買い物がお店や社会を変える」
【目的】
１）「買い物がお店をかえる」をコンセプトに、お買い物を主に担う主婦層を中心に、低炭素型の買い物につい
て考える機会を与える。それにより炭素型社会が自分自身のライフスタイルにつながっていることを意識さ
せ、低炭素型ライフスタイルへの転換・買いもの行動の変革を導くきっかけとする。
２）消費者の声を流通販売者・生産者に届けることで、低炭素型社会にも繋がることから、エコ商品や買い物の
仕方等の知識を得ることにより、買い物という身近な行動を通して企業や地域・社会を変えられることに気
づき、結果として本プロジェクトが目指す低炭素型社会に対する理解を深め、消費者リーダーとして何を提
案できるか、考えるきっかけを与える。
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

９：３０－１０：１５

会場設営・準備

会場セッティング、カメラ準備

設営

受付

会場に集合、受付

小田、藤原

（４５分）
１０：１５－１０：３０
（１５分）
１０：３０－１０：４０

＊名簿で確認
オープニング

（１０分）

スタッフの紹介、なごや環境大学の説明

小田

今日のスケジュールの説明

１０：４０－１１：1０

ＪＳＴの活動についての

・ＰＰＴにより、ＪＳＴの活動について概要を説明する

永田

（３０分）

説明

（中間評価のスライド）

１１：１０－１１：２０

リサーチャーズクラブの行

・ＰＰＴにより、リサーチャーズクラブメンバーの行動変容について

（１０分）

動変容結果の説明

１１：２０－１１：３０

自己紹介

・メンバーに簡単な自己紹介をしてもらう

東

休憩

・お茶とお菓子を食べながら、メンバー同士の交流

小田、藤原

東

説明する。

（１０分）
１１：３０－１１：４０
（１０分）
１１：４０－１２：１５

・ワークショップの準備
ＷＳ

（３５分）

・永田先生によるルール説明後、各グループでお買い物につい

永田、東

て感じていること、疑問に思っていることをポストイットに買いて

小田、藤原

もらう（スタッフはテーブルに入り、促進する）

河原

・各チーム 3 分で、最後に発表（永田先生コメントあり）
１２：１５－１２：２０

アンケート

・事後アンケート

（５分）
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小田

１２：２０－１２：３０

エンディング

（１０分）

・第 2 回ミーティングの案内（11 月 5 日）

永田

・本日のまとめ

なごや環境大学第 1 回記録
作成：小田
■日時：2011 年 10 月 8 日（土） 1０時 30 分～1２時 30 分
■場所：椙山女学園大学 現代マネジメント学部 514 室
■出席者：
RC プラスメンバー：河原様、
PJ メンバー

：永田先生、東先生、藤原、小田

講座受講者 11 名
■内容
オープニング（１０分）
・運営スタッフの紹介と、なごや環境大学の説明および本日のスケジュールの説明を行なった。
JST の活動についての説明（30 分）
・永田先生より、JST なごやプロジェクトの今までの活動について、スライドをもとに説明を行った。
リサーチャーズクラブの説明（10 分）
・東先生より、リサーチャーズクラブの行動変容結果について、説明を行った。
参加者の自己紹介（１0 分）
・参加者１１名に、各自一言感想を兼ねて、自己紹介をしてもらった。
ワークショップ（３５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、項目ごとにま
とめ、最後に各グループ 3 分ほどで発表してもらった。
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（1０分）
・次回の第 2 回は 2011 年 11 月 5 日である。
■参加者の感想
・すごく興味深く聞けたが、バタバタ感が気になった！もう少し、的を絞っても良かった気がします。
・自分にとって、非常に良い勉強になり、この先の講座も楽しみです。
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・明るく楽しい雰囲気で良かったと思います。
・講座の内容がわかりやすい。
・もっと長く話を聞いていたかったです。
・自分の心の中にあっても、なんとなく感じてはいても、言葉にして表現する機会のなかった事柄について、
話し合うことができました。
■WS での意見一覧
WS 最近、お買い物で 感じて いる疑問・ 要望（ な ごや環境大学第1 回講座より）

番号 大分類

中分類

なごや環境大学 第1回講座WSで出た意見

備考

1

新しい野菜の調理方法や食べ方

野菜・調理方法

2

お野菜やお肉、お魚はどこで買ってますか？買い分けをしていますか？

食品・購入基準

3

野菜でビタミン・ミネラルとかの表示があると栄養の参考になります

野菜・表示

お野菜は収穫からお店に並ぶまでに何日くらいかかるのか

野菜・鮮度

5

じゃがいもや玉ねぎにどれくらい放射能がかかっているか知りたい

安全・野菜

6

野菜や果物の農薬の使い方を知りたい

安全・野菜

7

野菜の農薬の使用回数が知りたい

安全・野菜

鶏卵の飼料が知りたい

安全・卵

野菜

4

8
9

A
.
食
品

10

卵

昨日、2個増量プレゼントの卵があって、購入したのですが冷蔵庫によっては長
卵・収納
くて入らなくて困ったので、わざわざ作った意味がわからない
鮮度の落ちた肉や魚はどうなるの？

食品・鮮度

11

最近のサケは脂がのってなくてまずいのはなぜ？

魚・品質

12

加工品は原材料のみの明記でいいが、主な主な3品くらいは％が知りたい

表示・加工品

加工食品には生産地の表示をしなくてもいいとのことだが、あった方が良い

表示・加工品

添加物の表示にカタカナで表示されたものがあるが、いったい何に必要でどん
なものなのかわからない

表示・添加物

鮮度

加工品・
添加物

13
14
15

B
.
容
器
包
装
・
リ
サ
イ
ク
ル

商品の処分の仕方を教えて下さい

商品・処分

子どもが大きくなって要らなくなった楽器や絵の具等をなんとかリサイクルでき
ないか

リサイクル・
子ども

何気なくリサイクルできるボックスがあると本当に助かるのですが

リサイクル

過剰包装のものが多いが、不要と思われるものが多い

過剰包装

ティッシュの箱をなくしてほしい

ティッシュ・箱

カレールーの箱

カレールー・箱

洗剤の箱とスプーンは無駄

洗剤・箱

22

ペットボトルのお茶のV.Cは何ですか

表示・お茶

23

単身者の人（男の人や高齢者等）でも楽にバランス良く変える表示

表示・バランス

食品の旬の時期の表示があれば・・・前面で売ってほしい

旬・表示

表示を見やすく大きくしてほしい

表示

LED電球の詳しく表示した表を作ってほしい

表示・電球

商品の配置場所がおおまかに分かれているが、もっと詳しく知りたい

配置・情報

しゃがむ事なく商品を手に取りたい

配置・商品

29

車いすで買い物がしたい

車いす・売場

30

平日の夕方レジが混んでいるのは何とかなりませんか

レジ・混雑

31

オープン価格って何？調べてみても書いてない

価格

価格の詳しい情報がほしい

価格・情報

物の値段の価値や差異の理由

価格・情報

今取り組んでいるエコなことを教えて下さい

エコ

家の中をエコで過ごしたい

エコ・家

夫婦二人が使い切れる調味料の種類がもっと増えてほしい

調味料・容量

安全な物を選ぶ基準が知りたい

安全・購入基準

自分の買い物を通して自己主張をしたい

買い物

16
17
18
19
20
21

24
25
26
27
28

C
.
売
場
・
表
示

34
35
36
37
38

過剰包装

表示

売場

価格

32
33

リサイクル

D
.
そ
の
他

エコ

その他

以上
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お買いもの革命！消費者リーダー育成講座～なごや発！低炭素型社会に向けて～
第２回 「おかいもの革命！消費者リーダーとは」企画書
日時：2011 年 11 月 5 日（土） 10:30〜12:30
場所：椙山女学園大学 現代マネジメント学部３０８室
定員：30 名
講師：河原美和、河野香織（リサーチャーズクラブメンバー）
スタッフ：東、藤原、小田、河野、河原 計５名
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

９：００－１０：１５

会場設営・準備

会場セッティング、カメラ準備

設営

受付

会場に集合、受付

小田、藤原

（７５分）
１０：１５－１０：３０
（１５分）
１０：３０－１０：４０

＊名簿で確認
オープニング

（１０分）

講師の紹介、なごや環境大学の説明、
今日のスケジュールの説明

１０：４０－１0：5０

自己紹介・

日々のくらしの中で気づいたことについて、参加者にイチオシトピ

（1０分）

30 秒のイチオシトピックス

ックスを 30 秒程で紹介していただく。（初参加者は自己紹介）

１０：5０－１１：2０

リサーチャーズクラブ 1 期

・ＰＰＴにより、リサーチャーズクラブの活動について概要を説明す

（３０分）

生の説明

１１：2０－１１：3０

休憩

（１０分）
１１：3０－１２：１５

小田

東

東

る
・ＰＰＴにより各チームの活動概要について説明をする

河野、河原、

・ＲＣの体験をして得たことを各自話してもらう

小田

・お茶とお菓子を食べながら、メンバー同士の交流

小田、藤原

・ワークショップの準備
ＷＳ

（４５分）

・グループに分かれ、「消費者としてお店にしてほしいこと」につい

東

て、どんなことをやりたいと思うか（意見や要望・できること）を

小田、藤原、

話し合う

河野、河原

・各チーム 3 分で、最後に発表（東先生コメントあり）
１２：１５－１２：２０

アンケート

・事後アンケート

小田

エンディング

・第 3 回ミーティングの案内（12 月 8 日）

小田

・本日のまとめ

東

（５分）
１２：２０－１２：３０
（１０分）
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なごや環境大学第 2 回記録
作成：小田
■日時：2011 年 11 月 5 日（土） 1０時 30 分～1２時 30 分
■場所：アピタ千代田橋店
■出席者：
RC プラスメンバー：河野様、河原様、
PJ メンバー

：東先生、藤原、小田

講座受講者 8 名
オープニング（１０分）
・講師の紹介と、なごや環境大学の説明および本日のスケジュールの説明を行なった。
店舗見学（６0 分）
・後藤支配人より、リーフウォーク稲沢での店舗での環境への取り組みの視察を行った。
ワークショップ（３０分）
・後藤支配人より、メンバーからのお店への疑問や質問に答えていただいた。
・ユニー（株）本社環境社会貢献部の百瀬部長からも、同様に質問に答えていただいた。
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（1０分）
・次回の第５回は 201２年２月２5 日である。
■参加者の感想
・レシピがあってわかりやすい。
・楽しく学ぶことができました。
・もう少し発表の時間があれば。他の班の内容も、もう少し知りたかった。
・これからも勉強したいので教えて下さい。
・和気あいあいの話し合いができて楽しかったです。
・もう少し時間があればと思います。
・皆さんと一緒に楽しくディスカッションさせていただき感謝です。
・近頃、自然に目を閉じてしまうのですが、眠くなりませんでした（笑）おもしろかったし、ためになったか
な…？
・とても有意義で、楽しい時間を過ごすことができて、次回を楽しみにして参加しております。
以上
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お買いもの革命！消費者リーダー育成講座～なごや発！低炭素型社会に向けて～
第２回「買い物が eco につながる！？〜ただいまグリコン増殖中〜」 企画書
■講座参加者数１５～２０名
■実施会場：アピタ千代田橋店 ３階日用品売り場
■９時２５分１階クリーニング店前集合、西側バックヤードから入店
■グリコンスタッフ：小久保、塚原、山岡、浜口、西原
JST：藤原、小田
■タイムテーブル
時間

内容

担当

9：30〜10：10（40 分）

会場設営・準備

小久保、塚原、山岡、浜口、西原、主催者事務局

10：10〜10：30（20 分）

参加者受付

小田、藤原

10：30〜10：45（15 分）

スタッフ挨拶、スケジュール説明

小田

事前アンケート
10：45〜11：05（20 分）

■グリコン名古屋自己紹介

司会： 西原

■買い物ゲーム

解答用紙作成：小久保

1 みそ / 2 漂白剤
3 トレペ / 4 ウィンナー
5 チョコレート / 6 キャミソール
7 コーヒー / 8 紅茶
11：05〜11：45

■パワポを使い、各品物について解説

司会： 西原
パワポ操作：西原

（計 40 分）

●みそ・漂白剤 解説：小久保
●トレペ・ウィンナー 解説：山岡
●チョコレート 解説：小久保
●キャミ・コーヒー・紅茶 解説：浜口
■フェアトレードの説明
■グリーンコンシューマーの説明、グリコン

フェアトレード・グリコン説明：浜口

10 原則の説明、グリコン名古屋の活動
紹介
11：45〜11：55（10 分）

参加者休憩 グループワーク準備

塚原さん中心に手の空いている人で
主催者事務局にも手伝ってもらう

11：55〜12：15（20 分）

絵本 「この子」読み聞かせ

山岡

ティータイム・ふりかえり

司会： 西原

グループで 1 つだけ厳選して発表

スタッフは各グループに分かれて入る

・買い物ゲームで気づいたこと・知ったこ

（参加人数により、２～３グループに分かれる）

と・意外だったこと・迷ったこと
・家事アイデア交換
12：15〜12：30（15 分）

次回講座の案内、事後アンケート

小田

115

なごや環境大学第 3 回記録
作成：小田
■日時：2011 年 12 月 3 日（土） 1０時 30 分～1２時 30 分
■場所：アピタ千代田橋店
■出席者：
グリコンメンバー：小久保、塚原、山岡、浜口、西原
PJ メンバー

：藤原、小田

講座受講者 8 名
■内容
オープニング（１５分）
・講師であるグリーンコンシューマー名古屋のメンバー紹介と、なごや環境大学の説明および本日のスケジュ
ールの説明を行なった。
買い物ゲーム（２0 分）
・グリコンメンバーの司会により、買い物ゲームを行った。
・品物は店内にある商品も使用し、２つの商品から環境に配慮した商品を選んだ。
買い物ゲーム解説（４０分）
・グリコンメンバーより、買い物ゲームをしながら、環境配慮商品の説明を行った。
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（1０分）
・次回の第５回は 201２年１月２１日である。
■参加者の感想
・身近な生活感から素直に話をされました。
・アピタでの講座に参加して沢山勉強をさせていただきました。これからが楽しみです。
・知ることが大切です。又、それを伝える事が大切だと思います。
・子育てをテーマに
・私は初心者ですが、とてもわかりやすかったです。
以上
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お買いもの革命！消費者リーダー育成講座～なごや発！低炭素型社会に向けて～
第４回 「流通販売者と共に考える買い物と低炭素型社会（店舗見学）」
日時：201２年 1 月２１日（土） 10:30〜12:30
場所：リーフウォーク稲沢 １F サニーコート
定員：30 名
講師：後藤支配人
スタッフ：永田、東、藤原、小田、河原 計５名
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

９：３０－１０：１５

会場設営・準備

会場セッティング、カメラ準備

設営

受付

会場に集合、受付

小田、藤原

（４５分）
１０：１５－１０：３０
（１５分）
１０：３０－１０：４０

＊名簿で確認
オープニング

・今日のスケジュールの説明、30 秒スピーチ

小田、東

・支配人の紹介

小田

店舗見学

・支配人の案内により、店舗、バックヤードを見学

後藤支配人

休憩

・お茶とお菓子を食べながら、メンバー同士の交流

小田、藤原

（１０分）
１０：４０－１１：４０
（６０分）
１１：４０－１１：５０
（１０分）
１１：５０－１２：２０

・ワークショップの準備
ＷＳ

（３０分）

１２：２０－１２：２５

・支配人との Q&A（第 1 回、第 2 回目の WS で出た意見と
店舗見学で気づいたことなど）

永田、東
小田、藤原

・消費者リーダーからスーパーマーケットへの要望書の作成、手交

河原

アンケート

・事後アンケート

小田

エンディング

・第５回ミーティングの案内（2 月 25 日）

永田

（５分）
１２：２０－１２：３０
（５分）
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なごや環境大学第 4 回記録
作成：小田
■日時：2012 年 1 月 21 日（土） 1０時 30 分～1２時 30 分
■場所：リーフウォーク稲沢 １F サニーコート
■出席者：
RC プラスメンバー：河原様、
PJ メンバー

：永田先生、東先生、藤原、小田

講座受講者 8 名
■内容
オープニング（１０分）
・支配人の紹介と、なごや環境大学の説明および本日のスケジュールの説明を行なった。
店舗見学（６0 分）
・後藤支配人より、リーフウォーク稲沢での店舗での環境への取り組みの視察を行った。
ワークショップ（３０分）
・後藤支配人より、メンバーからのお店への疑問や質問に答えていただいた。
・ユニー（株）本社環境社会貢献部の百瀬部長からも、同様に質問に答えていただいた。
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（1０分）
・次回の第５回は 201２年２月２5 日である。
■参加者の感想
・いろいろ疑問に思っていたこと、思いもよらなかったことなど、いろいろ学ぶことができました。
・何気なく行っていた日常の買い物やスーパーなどの内容についてもとても勉強になりました。そして毎回の
講座における講師やスタッフの皆さまのお気づかいに安心感を覚えました。
・市場であるアピタの取り組みはここまでと驚き、自分に何ができるか？関心あり層の人は少しの情報にも気
付くが、なし層をどうするか！なし層が多いこの頃！
以上
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お買いもの革命！消費者リーダー育成講座～なごや発！低炭素型社会に向けて～
第５回 「消費者リーダーとしての「リサーチ力」を高める！」
日時：201２年２月２５日（土） 10:30〜12:30
場所：椙山女学園大学現代マネジメント学部３０８室
定員：30 名
スタッフ：永田、東、藤原、鈴木 計４名
■当日スケジュール
時間

内容

詳細

進行

９：００－１０：１５

会場設営・準備

会場セッティング、資料・カメラ準備

藤原

受付

会場に集合、受付

藤原

（７５分）
１０：１５－１０：３０
（１５分）
１０：３０－１０：４０

＊名簿で確認
オープニング

（１０分）
１０：４０－１１：００

前回の振り返り

（２０分）
１１：００－１１：３０

・今日のスケジュールの説明

藤原

・30 秒イチオシトピックス

東

・第 4 回講座リーフウォーク稲沢での視察の様子を PPT により、 東
紹介し、企業の環境への取り組みを学ぶ

WS

（３０分）

・リーフウォーク稲沢にて見学に参加したメンバーから、それぞれ
感想をコメントいただく

永田、東、
藤原

・企業の環境への取り組みを踏まえて意見交換を行ない、お店
への要望書を作成する
１１：３０－１１：４０

休憩

（１０分）
１１：４０－１２：１０

リサーチの方法を学ぶ

・ＰＰＴにより、過去の事例をもとに消費者リーダーとしてリサーチ

永田

の方法を学ぶ
アンケート

（１０分）
１２：２０－１２：３０

小田、藤原

・ワークショップの準備

（３０分）
１２：１０－１２：２０

・お茶とお菓子を食べながら、メンバー同士の交流

・なごや環境大学の事後アンケート、ライフスタイルアンケート第

東

2 回目の 2 つを行なう
エンディング

・今後の活動についてご案内（JST、ユニー、その他）

（１０分）
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永田

なごや環境大学第 5 回記録
作成：藤原
■日時：201２年２月２５日（土） 10:30〜12:30
■場所：椙山女学園大学現代マネジメント学部３０８室
■出席者：
PJ メンバー

：永田、東、藤原 計３名

講座受講者 ■名
■内容（プログラムの実施順序を変更した行った）
オープニング（１０分）
・本日のスケジュールの説明を行なった。
前回の振り返り（２0 分）
・リーフウォーク稲沢での店舗見学の様子を PPT により紹介・復習した。
リサーチの方法を学ぶ（３０分）
・PPT により、クイズや過去の事例を交えながら消費者リーダーとして活躍するためのリサーチ方法を学んだ。
WS（３０分）
・リーフウィーク稲沢の店舗見学に参加したメンバーから、感想をいただいた。
・リーフウォーク稲沢で既に行われている環境の取り組みを踏まえて、今後さらに取り組んでほしい内容など
の要望書を作成した。
アンケート（１０分）
・なごや環境大学のアンケート、ライフスタイルアンケートの二つにご回答いただいた。
エンディング（１０分）
・3 回以上出席された方に修了証をお渡しした。
■参加者の感想
・いろいろ疑問に思っていたこと、思いもよらなかったことなど、いろいろ学ぶことができました。
・何気なく行っていた日常の買い物やスーパーなどの内容についてもとても勉強になりました。そして毎回の
講座における講師やスタッフの皆さまのお気づかいに安心感を覚えました。
・市場であるアピタの取り組みはここまでと驚き、自分に何ができるか？関心あり層の人は少しの情報にも気
付くが、なし層をどうするか！なし層が多いこの頃！
以上

120

2）アンケート結果～受講生のライフスタイル・消費行動の実態と変容～
全 5 回にて開催したなごや環境大学講座の第 1 回と第 5 回において、ライフスタイルや消費行動に関するアン
ケート調査を同一の調査用紙にて実施した。同一のアンケート調査を初回と最終回に同一の回答者に行うことに
よって、講座受講開始時と終了時の意識の変化を分析した。
アンケート結果とその分析は以下のとおり。

121

まったく
そう思わない

やや
そう思う

どちらとも
いえない

0

0.5

とても
そう思う

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

環境に配慮した生活を送りたい
自然と親しむのが好きだ
健康管理には気を付けている方だ（適度な運動や食生活など）
地域活動やボランティア活動に取り組みたい
気に入ったものや情報があれば、家族や友人にそのよさを知らせる
流行に敏感な方だ
世の中の物事に対して広く関心がある方だ
新しい商品やお店を開拓するのが好きだ
好きな分野やこだわりのある分野では時間や金を惜しまない方だ
周囲に左右されず自分の信念を貫く方だ
自己を高めることに関心が高い方だ
人から認められたい
伝統や常識を重んじる方だ
経済的な豊かさよりも心の豊かさが大事だ
仕事よりも家庭を優先したい

0

0.5

多少高くても環境に配慮した商品を選ぶ
環境や社会に配慮する企業・お店の商品を購入したい
多少高くても健康に配慮した商品を選ぶ
製品・サービスを購入する際は安全性にこだわる方だ
多少高くても耐久性のよいものを選ぶ
多少高くても無名メーカーのものよりは有名メーカーのものを選ぶ
総じて価格重視で安いものを選んでいる
商品を購入する時見た目で選ぶことが多い
多少高くても性能のよいものを選ぶ
商品を買う前に色々と情報を集めてから買う
購入のしやすさで商品を選ぶことが多い（購入しやすいことが購入の条件になる）
いつも同じ銘柄を購入する方だ
売れ筋商品を選ぶ
商品を選ぶ際は他人の意見を参考にする方だ
あまり人がもっていないものを選ぶ方だ

なごや環境大学開始時16名

なごや環境大学終了時9名
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5．パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組み
「環境表示への企業の取り組みの実態とその効果の把握」、「消費者の地産地消（Local Food Supply）に対する
意識の把握」
「行政や流通販売者の地産地消推進策の調査」という目的に対して、OREE （NGO）
、CASINO （流
通グループ）
、CERVIA（農業食品付加価値化イノベーションセンター）、CREDOC （生活環境調査研究センタ
ー）
、CHARONNE（マルシェ）
、COOP フランスの六ヶ所にインタビュー調査を行った。それぞれの記録は以
下のとおり。

OREE
（Organisation pour le Respect de l’Environnement dans l’Entreprise：
企業内環境遵守推進団体）

http://www.oree.org/presentation/objectifs.html

1. 視察・インタビュー
日時：2012 年 3 月 27 日火曜日 9 時 30 分
住所：42 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris
電話：01 48 24 31 35
当方出席者：永田（大阪市立大）、小田（椙山女学園大）、藤原（大阪市立大／椙山女学園大）、
菊池様（通訳）
OREE 側出席者
Ms Ghislaine Hierso （OREE 理事長）
Ms Layla Mathieu（OREE 環境レポーティング担当）
Mr Olivier Jan （OREE 会員企業 Bio Intelligence Service：環境コンサル事務所）
Ms Céline Mary （OREE エコデザイン専門家）
Mr Geoffrey Desmartin（OREE 環境リスク専門家）
Mr Gaël Gonzalez（OREE 生物多様性専門家）
Ms BOYER（専務理事）

2. 視察・インタビュー議事録
Q． OREE は、当初から現在の規模で活動をしていたのか。
A．リオ会議（1992 年）をきっかけに、企業や地方自治体の情報交換の場として設立した非営利団体で
ある。その後、企業が持続可能な成長についてより情報を先取りしたいと考えるようになってきたこと
もあり、活動を拡大してきた。
Q．日本の企業では、本業と環境への取り組みは別のものとして取り組まれている。フランスではどうか。
A．企業によって姿勢は異なる。法規の整備が進んできたことにより、1999 年頃より、上場企業は事業
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の持続可能性についての報告書を提出しなくてはならないという義務が課せられた。当初は、持続可能
な成長についての考え方しか記載がなかったが、現在では、一部の企業で具体的に持続可能な成長を実
現するための取り組みを始めている。

Q．環境に取り組むことで、新たなイノベーションが生まれるようになった事例はあるか？
A．OREE の理事長が役職を務める企業「VEOLIA」は環境に関するサービスを提供している。その他、
メゾン・ドゥ・モンドという会社はエコデザインを取り入れたソファで環境省から認証を受けている。

Q．そのソファは、どのような点がエコなのか。
A．カバーに有機栽培の綿を使用していたり、クッションに古着を再利用していたり、環境に配慮した原
材料を使用している。構造材はヨーロッパの木材を使用し、人件費の安い中国ではなく、フランス国内
で生産・管理している。

Q．環境に配慮した原材料を使用したり、フランス国内で生産・管理したりすることにより、ソファは高
額になってしまうのではないか。
A．原材料コストや人件費コストは高額になってしまうが、販売価格は同じに設定している。ポリウレタ
ンの代わりに古着を使用することによってコスト削減できているところもある。
Q．日本では、
「環境に良い」ことを理由に消費者が商品を選ぶことは少ないが、フランスではどうか。
A．食品関係では、環境配慮は健康志向にもつながるので、消費者は環境配慮商品を選択することが多い。
食品においては、通常の商品に比べて、環境配慮商品が 15～20%値上げされたとしても消費者は受け入
れるという調査結果も出ている。ソファでも、ポリウレタンによる公害を訴えて、健康志向の消費者へ
販売しようとしている。

Q．環境ラベルは商品であるソファに示されているのか。
A．EU のエコラベルは、さまざまな商品を対象にするようになっている。ソファも対象になる。
Q．
「消費者の意識」をエコデザインしていくことについてはどう考えているか？
A．2011 年から一部の商品に温室効果ガスや水質汚濁などについての指標を示すラベルをつけている。消
費者に商品の環境影響に関する情報を与えることが目的である。ラベル表示のある商品は拡大されつつ
あるが、現在は一部である。

Q．どのくらいの割合で表示されているのか。
A．163 の企業が試験的に実施している。OREE の理事の勤務先である VEOLIA も取り組んでいる。川下
企業はエコラベル、川上企業は環境レポートなどに取り組んでいるが、さらに企業の取り組みを進めて
いかなくてはならないと考える。

Q．試験的に実施しているというラベルの指標の中身は何か。
A．温室効果ガス、水の使用量、水の汚染の三つを指標とし、環境にどのくらいの影響を与えているかを
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パーセンテージで示している（図表 1 参照）
。
2011 年より 163 の企業がパイロット事業として取り組んでおり、2012 年にとりまとめ、2013 年から正式
に立ち上げる予定である。163 の企業の規模はさまざまだが、例えば、ルイヴィトンなどが指標を作って
いる。
詳細は WEB サイト（http://www.indice-environmental.fr）に掲載されている。

図表 1 Indice Environmental

Q．環境ラベルに対して、企業からの抵抗はないのか。
A．フランスでは、2007 年より 18 ヶ月間「環境グルネル会議」が開催され、グルネル法の第一法では環
境原則、第二法では環境表示がそれぞれ法制化されるなど、社会全体が持続可能な発展をめざす方向に
動きつつある。環境ラベルに対しては企業の抵抗もあったため、163 社が中心となりパイロット的に取り
組んでいる。

Q．日本の企業は本業の経営が中心で、環境関連部署は社内においても力をもっていないことが多い。フ
ランスではどうか。
A．EU 指令やブルネル法がフランス企業の環境意識を加速しつつあると感じる。OECD の指令なども出
てきているし、2002 年には新経済調整法により、年次報告書への環境情報記載が義務づけられた。
しかし、いずれも罰則はなく、ソフトローは多く存在するがハードローが欠けているというのが現状で
ある。
環境への取り組みという点においては、EU 各国間でフランスは中間に位置しており、北欧と比べるとそ
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れほど進んでいるわけではない。

Q．企業の意識は変わりつつあるか。
A．フランスだけではなく、変わりつつあるだろう。環境ラベルでは、環境だけでなくさまざまな持続可
能性が重視されるようになってきている。社会的な側面も強くなってきている。
企業としては、公害に主眼を置いており、生物多様性などには十分に記述がされていない。消費者が市
民としての自覚を持って、積極的に情報を得ようとしながら取り組むことが重要だろう。
Q．OREE のように多様な主体がかかわる活動において、さまざまなメンバーをマネジメントしながら持
続可能性をめざしていくうえで、どのような困難があるか。
A．OREE の WEB サイト、ニューズレターで関連する情報を会員に提供して、こまめにつながりをもつ
ようにしている。フランス国外のネットワークも活用し、ケーススタディなどさまざまな情報を提供し
ている。また、WG（ワーキング・グループ）をつくり、各 30～40 人で 3～4 ヶ月に一度、会合を開いて
議論している。

Q．環境負荷は、正確に測定して定量化しようとするとコストがかかる。フランスではどのように取り組
んでいるのか。
A．指標をどのように定義するかが議論になる。環境分野については EU 指令で義務化されているのでカ
タがついているが、環境以外の社会的側面は難しい。
企業にとって仕事の不可になりうるので慎重に行う必要がある。

Q．企業が環境影響などを定量化する際には、企業自身が測定するのか。もしくは、第三者認証を行うの
か。
A．監査機関による監査の義務付けはない。業界団体でガイドラインを作成し、それをもとに各企業が表
示している。
関係団体が WG に分かれて検討しているが、消費者に対して汚染影響度を伝える際、どのように伝える
かという点については川上と川下で立場が異なり、考え方も違う。

Q．日本では、消費者の生活と生物多様性というテーマが結びつきにくい。どのようにアプローチしてい
るか。
A．フランスでも状況は同じであり、生物多様性は OREE の重要な活動テーマである。生物多様性とは生
きもの保全の問題だけでなく、相互に依存する生態系システムの中に人間も生きているということを考
えなくてはならない。
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流通グループ CASINO
http://www.casino.fr/

1. 視察
日時：2012 年 3 月 27 日火曜日 11 時 30 分
住所：EMC Distribution 28, rue des Viailles Vignes, 77183 Croissy Beaubourg
担当者：Ms MERCADIE
電話：01 61 44 73 23
当方出席者：永田（大阪市立大）、小田（椙山女学園大）、藤原（大阪市立大／椙山女学園大）、
菊池様（通訳）

CASINO 側出席者
Ms MERCADIE（品質本部「持続可能な成長」部パッケージ責任者）

2. 視察・インタビュー議事録
Q．CASINO の商品に、環境の取り組みはどのように取り入れられているか。
A．2006 年から包装の軽減化に着手した。その他にも、環境影響のチェックなどに取り組んでいる。

Q．包装材に最初に着手したのか。
A．そのとおりである。紙パッケージをシールにする（写真 1）など、軽量化に努めている。商品のライ
フサイクルの中で「包装」はもっとも消費者の目につきやすいものであるため最初に取り組みを始めた
が、商品のライフサイクル全体の中で「包装」の環境影響が占める割合は 19%にしかすぎない。包装以
外のことにも取り組むべきという流れになっている。例えば、商品 100g あたりの温室効果ガス、水の使
用量、水の汚染に関する環境影響表示（写真 2）、環境影響を 7 段階に格付けしたときのランクを示した
ラベル（写真 3）などを示している。

写真 1

紙のラベルをシールのラベルに変えた商品（左）と

ビニールのパッケージから紙のパッケージに変えた商品（右）
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写真 2（左）

フランス国内で 163 の企業が試験的に取り組む環境ラベル

写真 3（右）

CASINO が独自に定めた環境負荷度のラベル

Q．基準（写真 3）とは、誰が定めたものか。
A．CASINO が独自に定めたものである。

Q．カーボン・フットプリントは、どの範囲を含んでいるのか。
A．農場から食卓までである。農場における栽培方法などは、文献値の値をもとに算出している。

Q．環境ラベルが売り上げに与える影響は。
A．PB 商品のラベル表示により売り上げが伸びたことは確認できていない。PB 商品に環境ラベルを表示
することは、消費者の啓もうが主な目的になっている。

Q．環境表示に対して、消費者から問い合わせなどはあったか。
A．数多くの問い合わせが寄せられた。
「データは何を基準にして算出しているのか」
「環境への影響を改
善するためにどのようなアクションをとっているのか」といった問い合わせである。大学や学生から研
究対象にしたいとの問い合わせもあった。

Q．独自の環境表示により、ブランドイメージが向上していると思うか。
A．企業のブランドイメージがアップしていると感じている。出店場所について他社と競合した際に、
CASINO では環境表示をしていることが有利にはたらいたこともあった。また、ドイツで開催される環
境表示のフォーラムに取り上げられるなど、フランス国外においても名前を知られるきっかけになった。

Q．商品表示以外に、環境配慮を推進するためのツール使用やキャッチコピーの展開などは行っているの
か。
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A．国内ではツールがあるが、国外ではイベント等に参加・出展する程度である。
Q．フランスで 163 の企業が試行的に取り組んでいるという環境ラベル（温室効果ガス／水の消費量／水
の汚染）表示商品は、CASINO ではどの程度取り扱いがあるか。
A．CASINO の PB 商品で 84 商品、MONOPRIX（モノプリ・グループ企業）の PB 商品で 37 商品、ナシ
ョナルブランドで 14 商品を取り扱っている。

Q．この環境ラベルに対する消費者の反応はどうか。
A．あまり反応はない。これまではカーボン・フットプリントのみだったが、より複合的なラベルに切り
替えつつあるところ。今後は、消費者の反応をみるための評価テストも行う予定である。

Q．消費者の反応を見る評価テストとは、どのような形式で行うのか。
A．複数名の方に一か所に集まってもらい、商品の表示について意見交換していただく。環境負荷が低か
ったら購買意欲は高まるかなど話し合っていただく。
消費者の反応は大きな意味を持たない。なぜならば、消費者の反応を待つ前に他の流通やメーカーが反
応し、対策を取り始めるからである。

Q．消費者からの反応がないにも関わらず、流通やメーカーが対策をとろうとするのはなぜか。
A．カジノを含め、多くの企業が現在では消費者の環境意識を高めるための広報や啓もう活動に予算を割
いていない。しかし、環境ラベルは 2012 年までのテスト期間が終了すると、2013 年より本格的に運用さ
れることになる。このとき、企業間の競合が始まるため、今から対策をとろうとするのである。
Q．CASINO として、より環境負荷の低いサプライヤーに仕入れを切り替えることなどはあるか。
A．環境負荷だけを判断してサプライヤーを変更したことはない。味や価格を優先してサプライヤーを決
定し、環境影響はその後に判断している。
味や価格が同レベルであれば、環境影響の大きさで判断することもありうる。

Q．今後も、味、価格、環境配慮という優先順位は変わらないか。
A．大きくは変わらないと考える。

Q．食品については、環境配慮よりも味などの品質が消費者意思決定の決め手になるという点は理解でき
る。しかし、洗剤など品質の差がわかりにくい商品については、消費者は環境影響を判断材料にするの
ではないか。
A．環境ラベルは、CASINO ではまだ食料品でしか扱っていない。2012 年下期からは食料品以外でも取
り扱う予定である。
（流通やメーカー対策をとろうとすることの補足として）
A．流通やメーカーは、Carbon Tax も意識している。1 トンあたり 20 ユーロ、ペットボトル 1 本であれば
0.1 ユーロ程度の Carbon Tax が課せられるのではないかと予測されている。
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Q．Carbon Tax が導入された場合、商品価格に上乗せされるのか。
A．上乗せされるだろう。
Q．消費者は Carbon Tax の導入によってどのように購買行動を変えるか。
A．これまで個包装の商品を選んでいた消費者が大袋商品を選ぶようになる、など包装に対する考え方が
変わるだろう。ベジタリアンが増える、有機栽培を選ぶなどの行動も見られるだろう。
Q．Carbon Tax は外税として表記されるのか。商品ごとにどのくらい Carbon Tax の価格が違うかというこ
とがわかれば、消費者の購買行動に影響を及ぼしうる。
A．リサイクル経費と並列して表記されるだろう。価格に影響を与えるとなると、消費者は敏感に反応す
る。
Q．Carbon Tax について、消費者への啓もう活動などは行っているのか。
A．店内では行っていないが、今年の 7 月には 4 ページの啓もうパンフレットを配布するなど、取り組み
を行う予定である。また、CASINO の取り組みはコンクールで賞をとったり、流通専門誌に掲載された
りもしている。

Q．環境負荷の測定の正確性に関する議論はなされているのか。
A．インターネットで CASINO の評価手法を公開している。他社も同じ評価手法を使用し、CASINO の
手法がスタンダード化されれば、同じモノサシで測定・比較することができるため、測定手法に多少の
誤差があっても問題なくなるだろう。
評価に用いるデータは、メーカーから取り寄せている。フードマイレージなどは、郵便番号を使って計
算している。メーカーが提出するデータに誤りがあった場合には、行政による罰がある。

Q．環境への取り組みが売り上げに与える影響が小さいのだとすれば、企業は環境配慮により生じるコス
トに対しどのように考えているのか。
A．CASINO では、企業の消費者に対する責任だと考えている。流通だけでは解決できない問題なので、
サプライヤーと信頼関係を築いて取り組む必要がある。
Q．一般的に消費者はどのように買いものをしているのか（頻度・場所など）
。
A．自宅から近いスーパーマーケットで購入する消費者が増えている。ハイパーマーケットと呼ばれる大
型販売店（法令では 25,000 平米以上をハイパーマーケットと呼ぶが、5,000～10,000 平米の広さであって
もハイパーマーケットと呼ぶことがある）は、工場のようだという認識がある。
有機栽培の商品、地元産の商品を購入したいという傾向もある。

Q．日本では、アンケートには「有機栽培の商品を買いたい」と回答しても、実際には価格で選んで有機
栽培の商品を購入している人はそれほど多くないという現実がある。フランスではどうか。
A．定性的な質問であるために、消費者も定性的な回答になってしまっているのだろう。フランスでは、
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価格を提示して質問すると、必ずしも有機栽培のもの、地産地消のものを購入するという選択にはなっ
ていない。一方で、
「Bio」の表記がない商品を購入するのは後ろめたいと考える消費者も存在する。

Q．日本では環境によりライフスタイルを前面に出して、環境負荷の低い商品を購入してもらおうという
取り組みも行っている。
A．CASINO でも同様の取り組みを検討したことがある。「個包装ではなく、ファミリー用の大袋包装商
品を購入すると、CO2 がこれだけ削減される」という情報をインターネットで表示しているが、影響は
小さい。
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CERVIA
CEntre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire de Paris-Ile-de-France
パリイルドフランス地方農業食品付加価値化イノベーションセンター
http://www.saveursparisidf.com/

1. 視察
日時：2012 年 3 月 27 日火曜日 14 時 30 分
住所：43, Bd Haussmann, 75009 Paris
担当者：Ms MEYRUEIX（CERVIA イルドフランス所長）
電話：01 55 34 37 00

当方出席者：永田（大阪市立大）、小田（椙山女学園大）、藤原（大阪市立大／椙山女学園大）、
菊池様（通訳）
CERVIA 側出席者
Ms MEYRUEIX（CERVIA イルドフランス所長）

2. 視察・インタビュー議事録
R． パリのスーパーマーケット等は、産地の表示をしていないように見える。
A．産地表示はしていない。いま、産地のブランドを立ち上げようとしているところである。もともとは
生産地と消費地が近かったのだが、最近では遠くなりつつある。

Q．イルドフランスの作物には、消費者のニーズを満たす特別な要素があるのか。
A．舌の肥えた人は識別できるかもしれないが、多くの人にはイルドフランスの作物と他の地方の作物と
は区別できないだろう。

Q．それでは、イルドフランス産の作物を買おうとする消費者の動機は何か。新鮮さ、環境配慮、地元支
援などか。
A．いちばんの理由は地元支援である。他の地方に比べてイルドフランス地方の農家は組織化されていな
いために、アピール力が弱い。

Q．資料にある「イノベーション・コンクール」とは何か。
A．2010 年より開催しており、今年で三回目にあたる加工食品のイノベーションを競う大会である。イ
ルドフランス地方では、中小の加工メーカーが多いため、こうした大会を企画した。

Q．イルドフランス産の作物は増えつつあるのか。
A．まだそれほど増えていない。2008 年に行ったアンケート調査によれば、流通販売業者は、パリは世
界的な都市であるためにイルドフランス産の作物だけを扱うのは適当ではないと考えている。
一方で、少しずつ意識が変わりつつある。イルドフランス産の作物を中心に使用し、それ以外の地方の
作物もイルドフランス地方の伝統的なレシピで調理する「地産地消」をテーマにしたレストランもパリ
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市内に誕生している。

Q．なぜ意識が変わり始めているのか。
A．2011 年にドイツ北部を中心に大腸菌感染がおこり、スペインのキュウリが原因ではないかと疑われた。
結局、原因はキュウリではなかったが、この事件をきっかけに食の安全に対する意識が高まり、近くで
生産された作物への信頼感・安心感が高まった。

Q．地産地消を進める意義をどう考えているか。イルドフランス地方にこだわらなくとも、フランス近辺
では安全性を確保できる地域が存在しているのではないか。
A．都市化が拡大する中で、農地を保存していきたいという考えがある。イルドフランス地方は土壌の質
が農業に適しているため、都市にのみこまれてしまってはもったいないという考えがある。特に政府に
よるパリ大都市圏計画（公共交通機関の整備等）によって、農家が浸食されてしまうのではないかとい
う懸念がある。
パリの食を支えているのは、パリ南東部にあるランディス市場であるが、ここにはパリ市民の三日分の
食料しか備蓄されていないとされている。パリの長い歴史の中には、食料が不足したために革命がおこ
ったことが何度もあった。食料を確保しておくのは政府機関の義務だと考えられている。

Q．自給率に関する政府のキャンペーン等はあるか。フードマイレージなど、フランスでは意識啓発のき
っかけになる取り組みが進んでいるように思える。
A．10 年ほどまえまではそういった考えはなかった。食料確保についての意識が高まったのはここ 5 年
間ほどのことである。政府には、イルドフランス地方に限定せず、フランス国内での自給率を高めたい
という意識がある。

Q．資料によれば、地産地消の意識を高めるためにコンクール等を開催しているとある。有名シェフの写
真なども掲載されているが、こうした人々はどのようにコンクールに関わっているのか。
A．写真が掲載されているのは、l’hotel le Meurice のレストランのシェフである。コンクールの審査委員
長であり、
「Terroir parisien（パリの産物、土壌）
」というイルドフランスの作物や有機栽培の野菜を扱っ
たレストランをオープンさせたばかりである。
（URL http://www.yannick-alleno.com/ouvragesculinaires/terroir-parisien/）
Q．地産地消のレストランでは、野菜だけでなく肉などもイルドフランス地方のものを使用しているのか。
A．イルドフランス地方には屠殺場がないため、イルドフランス産の肉を見つけることは難しい。子羊は
イルドフランス産もあるが、それ以外の肉は他の地方のものである。しかし、他の地方の肉を使った場
合でもイルドフランス地方の伝統的なレシピで調理されている。

Q．その他に、地産地消に注目を集めるために工夫していることはあるか。
A．二年に一回、
「SIAL」という食品見本市をパリで開催している。高校と食品研修センターの協働のコ
ンクールも開催している。
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Q．
「イノベーション・コンクール」では、過去にどのような商品が受賞したのか。
A．精肉にはイルドフランス産がないが、牛乳や乳牛にはイルドフランス産がある。過去には、サフラン
というハーブを入れたヨーグルトを提案した女性農家の方が受賞している。受賞したヨーグルトは学校
給食としても出されている。
その他にも、野菜をつかったマカロンなどが受賞している。

Q．コンクールで賞をとると、売上は上がるのか。
A．売り上げは上がる。食品見本市 SIAL に無料で出展できるので、世界中から訪れるバイヤーと商談で
きるという大きなビジネスチャンスが与えられる。

Q．イルドフランス産の野菜は、加温加冷しているものが多いのか。露地栽培のものが多いのか。
A．どちらも存在している。

Q．ハウス栽培や露地栽培といった環境配慮という点にはこだわらず、イルドフランス産、すなわち地元
産であることのみを重視しているのか。
A．重点を置いているのはイルドフランス産ということである。環境配慮については、農産物が有機農業
に転換するときに国や自治体が転換後五年間継続して女性するといったしくみがある。

Q．地産地消を推進するうえでのいちばんの課題は何か。
A．地元産であることの知名度、認識度を挙げることである。世界中の食品が輸入される中では、「地元
産」というブランドが埋もれてしまう。
また、一次加工のメーカーや業者がイルドフランス地方から遠い地方に移転しつつあることも課題であ
る。こうした中で、加工業者を地元に維持することが重要だと考えている。ほうっておくと、大手流通
販売業者が自社にとって有利な土地に加工業者を誘致してしまう。

Q．課題の対策として、何を行っているか。
A．対抗策としては、イルドフランス産であり、イルドフランスの憲章を守っていることを示すラベルを
使用している。原料そのものには緑、バゲットやマカロンなど加工食品には加工の度合いに応じて青や
茶色、有機栽培には BIO のマークをつけている。

Q．イルドフランス産のブランドが高く評価されれば、パリ以外の地域でも販売されるようになるのでは
ないか。
A．他の地域でも広く販売されるようになるだろう。
Q．そうなると、
「地産地消」を根付かせるというよりは、
「イルドフランス」地方の作物のブランド化を
めざしているということになるのではないか。
A．パリの食習慣や伝統を域外にも広く訴えていくことをめざす。
Q．食の伝統を守るために CERVIA が取り組んでいることは何か。
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A．古くからのレシピや調理法を守ろうとするレストランを支援している。

Q．日本では、農家の後継者不足などが問題になっている。パリでもそういった問題はあるか。また、対
策はどうなっているのか。
A．高等教育を受けている人が農業の仕事に就くことも多いので、農業では後継者不足の問題はない。牧
畜業では後継者不足となっている。課題となっているのは、むしろ土地収用である。

Q．地産地消をアピールする際に、日本では生産者の顔写真を示すなどの工夫をしている。イルドフラン
ス産ではどのような工夫をしているか。
A．同様の工夫をしている。
「●●農家で飼育された肉」を示すことがマーケティング手法になっている。

Q．市場以外でイルドフランス産のものが手に入る場所はあるか。
A．グルメラファイエットの中で販売されている。地元産の販売コーナーを設置したいと希望しているが、
それはまだかなえられていない。
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CREDOC （Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
生活環境調査研究センター）
http://www.credoc.fr/

1. 視察
日時：2012 年 3 月 28 日 9 時 30 分
住所：142, rue du Chevaleret, 75013 Paris
担当者：Ms HEBEL
電話：01 40 77 85 42

当方出席者：永田（大阪市立大）、小田（椙山女学園大）、藤原（大阪市立大／椙山女学園大）、
菊池様（通訳）
受け入れ担当者：Ms Pascale HEBE（パスカル・エベル）
CREDOC 消費部部長（2004 年就任）で農学修士としてパリ農学研究所での経験を持つ食品消費、消費
統計の専門家

2. 視察・インタビュー議事録
Q．持続可能な成長について、力をいれている項目は何か。
A．グルネル環境会議（2007 年）などの出来事を通して、消費者が環境に関心を持ちつつある。また、
2008 年の金融危機発生も消費者の意識を変えるきっかけになっている。消費者は、自覚ある消費、環境
に配慮した消費が必要だと認識し始めている。さらに、労務に配慮している企業を評価し始めている。
2011 年に消費者に行ったアンケート結果によれば、消費者は高齢者層や若年層を中心に、地元産、フラ
ンス産の商品に目を向け始めている。地元商品は、地元の雇用に貢献し、物流面で環境負荷を低減でき
るためである。
特に注目を集めているのは、低価格でエコロジーな商品である。再生商品、中古車などが選ばれている。
クリスマスプレゼントでも中古品を選ぶ比率は高く、特に EU の中でもフランスは比率が高い。

Q．日本では、アンケート結果で「環境に配慮した商品を購入したい」と回答していても実際には購入し
ないというように、アンケート結果と実際の行動に乖離がある。フランスではどうか。
A．フランスにおいても乖離はある。フランス産のものを買いたいというアンケート結果が出ているとお
話したが、実際にはそれほど売上は伸びていない。
ただ、自動車の販売においては購買数の約半分が中古車になっているという実態がある。

Q．食品などのように身近で価格を気にする商品では、特に理想（=アンケートの回答）と実態に差が生
じやすいのではないか。
A．金融危機の中で、第一に安全性、第二に価格を重視するようになっている。若年層では失業率が高い
ので、まずは価格を重視せざるをえない。高齢者層では、比較的所得が高いため実際にフランス産を選
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ぶ傾向にある。
Q．再生商品、中古品など以外に、
「低価格でエコロジーな商品」はあるか。
A．衣料品のプチバトーは、若干高額だがよく売れている。

Q．消費者は「環境によい」から購入しているのか、デザインなどそれ以外の要素が関係しているのか。
A．オーガニックのコットンなどナチュラルな素材（健康に悪影響がないもの）を使っていることを訴え
る、人気のあるアイドルに来てもらってイメージアップをはかることもしている。フランスの消費者は、
オーガニックについては「環境によい」から選ぶというより、「健康によい」から選んでいる。

Q．社会全体の持続可能性というより、個人の健康や生活に主眼が置かれているのか。
A．世代によって意識は異なる。高齢者は個人の健康や生活を重視するが、若年層は社会に対する意識も
高い。

Q．高齢者層のほうが、お金があるので、実際の行動に移しやすいのではないか。
A．若年層は、購買で貢献するのではなく、リサイクルやレジ袋の撤廃といった面で行動に移している。
企業の取り組みにも注目している。
Q．
「Shopping for better world」の意識はフランス人にはあるか。
A．ある。特に若い層には組合加入率が低い、宗教から距離を置いている、政党に属さない、という特徴
があるが、
「コミットする消費者」であるという意識はある。

Q．政府が消費者にはたらきかけることによって購買の流れが変わったような事例はあるか。
A．それほど多くない。影響が大きいのは、SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）による情報交
換である。フランスでは食の安全に非常に気を使っているし、
消費行動にもすぐに影響する。イタリアでも同様である。
環境配慮では、パンに塗るチョコレートが熱帯雨林を破壊して栽培されたパーム油を使っているとして
売上額を大きく下げた。
Q．例えば、
「パーム油は使っていない」というような表示を行えるのか。
A．
メーカーではなく、流通が表示を行っている。特に意識が高いスーパーマーケットは CASINO であり、
PB 商品にはパーム油を使用していない。
Q．ベルギーでは、食品の GI 値（グリセミック指数：炭水化物が消化されて糖に変化する速さを相対的
に表す数値）を表示している。フランスでは健康に気を使っているということだが、そうした表示が求
められることはあるか。
A．遺伝子組み換え作物に対しては、イタリアやフランスで意識が高い。肉の生育のための飼料には特に
注意を払っている。
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Q．流通側は CREDOC が行った調査結果をどのように受け止め、活用しようとしているのか。
A．流通販売者は、それほど多くのアンケート調査を実施していないが、一方で消費者の意識について先
取りしたいという要求がある。
メーカーは、アンケート調査結果を受けて食品の成分を変更する（糖分を減らす）など、反応が早い。

Q．アンケート調査は、どのような質問項目を設定するかが重要であるが、次のどのような調査を行うか
ということは、どうやって決定しているのか。
A．食品関係のアンケート調査は、約 20 年間同じ項目で行っている。そうすると、経年変化を追って新
しい発見がある。
また、CREDOC は、多くの場合委託を受けて調査を行っている。設立当初は国との関係が深かったが、
現在ではメーカーや業界団体からも受託している。お客さんの反応を受けて、質問項目を設定したりし
ている。

Q．業務内容の一つに「地産地消のコンサルタント」とあるが、どのようなことを行っているのか。
A．①栄養について、②政府などへのロビイングを含めた助言、③他国の動向も含めた将来見通しについ
て、を行っている。

Q．①栄養とは、地産地消とは関係なく、どのような食品が健康によいかということをアドバイスしてい
るのか。
A．健康全体についてのアドバイスを行っている。例えば、人工甘味料に関するアドバイスなどである。
Q．メーカーから、
「売れなくなるから調査しないでほしい」とストップがかかることはないのか。
A．調査は、原則として委託元の顧客からの依頼で行うものであり、結果は外部には公開しないので、問
題はない。

Q．アンケート結果は公表しないとしても、調査で蓄積された知識をもとにして今後のアンケート調査実
施を検討することはあるのではないか。
A．CREDOC はメーカー、行政、業界団体などさまざまな主体の情報を得ながら活動しているので、中
立性を払うようにしている。

Q．地産地消の「地」の定義は、イルドフランス地方のように狭い地域ではなく、フランスという国なの
か。また、その定義は国内で共通しているのか。
A．定義はさまざまである。

Q．地産地消の推進にはどんなことが重要だと考えているか。
A．生産者の顔が見えること、メーカーの顔が見えることである。消費者とそうした関係性を築こうとし
ている。経済危機のなかで、まずは地元の生産者を救おうという意識である。これは Social Link と呼ば
れている。
（菊池様より補足：マクドナルドはポテトがフランス産であることをアピールしている）
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また、商品そのものの生産地というより、企業イメージも重視している。

Q．いつ、どんなきっかけで企業イメージが重視されるようになったのか。
A．CSR は 10 年前から、Social Link は経済危機以降である。
特に経済危機により、消費者行動は大きく変わった。
Q．
「コミットする消費者」ということばが出たが、キャンペーン活動などを行ったのか。
A．1990 年代の初めに、CREDOC がマスコミに流した言葉である。今はあまり使われなくなってしまっ
ている。
「コミット」は政治に対して意見を言うというイメージがあるせいかもしれない。最近では、
「消
費者の自覚」という言葉を使う。

Q．過去に「持続可能な食品、食材の定義と消費者」という調査を行っているようだが、これはどういっ
たものか。
A．すぐに回答できないが、過去の調査についてはいずれ英語版のレジュメを公開する予定である。

Q．地産地消に対する消費者の反応や期待は。
A．現在では、市場全体で地産地消の消費が占める割合はわずかである。安全性への配慮を重視するため、
地産地消を重視しようという流れはある。
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マルシェ Charonne 通り
1. 視察
日時：2012 年 3 月 28 日水曜日 11 時 45 分から 12 時 45 分
場所：パリ市 Charonne 通り
担当者：コルドニエ社 CORDONNIER Mr.LACOME 氏
当方出席者：永田（大阪市立大）、小田（椙山女学園大）、藤原（大阪市立大／椙山女学園大）、菊池
様（通訳）

Charonne 通りのマルシェ
毎週水曜日（7 時から 14 時 30 分）、土曜日（7 時から 15 時）にパリ東部 20 区の Charonne 通りと
Alexandre Dumas 通りの間で開催される屋外マルシェ。

2. 視察・インタビュー議事録
Q． 市場の周辺にはスーパーマーケットも多いようだが、市場と競合するのではないか。
A．この地区では、スーパーマーケットの商品のほうが価格は安く、市場の商品のほうが新鮮でやや高額
なもの、というすみ分けができている。より高額な商品を扱う市場も、安価な商品を扱う市場もあり、
市場の商品価格は、周辺住民の生活レベルによって異なる。

Q． 市場は、スーパーマーケットより新鮮なのか。
A．スーパーマーケットでは多くの人が触った商品が販売されているのに対し、市場では基本的にお客さ
んが商品に触ってはいけないことになっている。そのため、市場のほうが新鮮で質がよいというイメー
ジがある。

Q．市場には、まとめて買いものくるお客さんが多いのか。
A．まとめ買いをする人が多い。

Q．市場が出ている時間帯は。
A．午前中から昼過ぎにかけて出ている。夕方には、翌日に市場を出す場所に骨組みを移動させている。

Q．市場の出店料は、売上金額によって変動するのか。
A．一律の金額であり、売上金額は影響しない。

Q．市場に出店する販売者は、毎回同じなのか。
A．食料品については複数年単位で契約しており、同じ販売者が出店している。靴や日用品は、専用の場
所があり、当日の先着順で出店できるようになっている。

Q．お客さんの傾向としては、毎回同じ店で買う人が多いのか。
A．同じ店で繰り返し購入し、常連客になる場合もある。
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Q．コルドニエ社は市場の管理以外の仕事も行っているのか。
A．市場の管理を専門に行っている。
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Agri Confiance ®（Coop de France）
http://www.agriconfiance.coop/agriconfiance/accueil.htm

1. 視察先
日時：2012 年 3 月 28 日水曜日 14 時
住所：43 rue Sedaine 75 011
担当者：Ms CASTET、Mr.Olivier De CARNE
電話：01 44 17 58 31/ 06 12 18 84 58

当方出席者：永田（大阪市立大）、小田（椙山女学園大）、藤原（大阪市立大／椙山女学園大）、
菊池様（通訳）
受入れ担当者： Ms CASTET（プログラム展開担当）
Ms Magalie FILHUE（野菜果実責任者）

2. 視察・インタビュー議事録
Q．
『持続 可能な社会』について、COOP としてはどのように考えているのか。
A．COOP にとって『持続可能な社会』は期になるテーマとして考えている。２月末に行われた農業見本市
においてもパンフレットを 作り、様々な関係者に配布した。
Q．COOP では、
『持続可能』の範囲はどの程度を考えているのか。また、力を入れているところは主に環
境面だけなのか、それとも 失業などの社会的な問題も含むのか。
A．はじめは環境という側面に力を入れてきたが、今は社会的責任についても力を入れている。1992 年か
ら Agri Confiance をはじめたが、トレーサビリティなどについても感心をもち、2004 年には環境配慮マ
ークを商品につけはじめた。
Q. マークの承認や品質に関してはどのようになっているのか。
A. もともとアメリカの NFV01 005 007 をモデルにして ISO9001、ISO2200 が作られたが、マークの認証
は第三者機関であるベリタ スなどの承認機関が行っている。したがって、第三者機関の審査を受けた
Agri Confiance のマークがついている商品は、一定の基準の品質を満たしている。
Q. COOP FRANCE の役割はどのようなものか。
A. COOPFRANCE の役割は、Agri Confiance に加入しているメンバーへの情報提供や、教材作りをしている。
Q. ラベルのついている商品について、消費者の認知度やマークがついている効果はどうか。
A. 流通グループのシステム U と 組んで、ブルターニュのブロッコリーを対象に取り組んでいる。消費者
の認知度は、少しずつ上昇してきている。特にワインは品数も増えている。ほかのラベル（AB：有機栽培
など）に比べると、Agri Confiance はまだ浅いと思う。BtoB を対象としていたが、ここ１年半くらいで、
システム U 他にも話を持ちかけている。
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Q.ラベルつき商品の価格は、ラベルのついていない商品よりも高いのか。
A. 具体的にこれくらい高いという数値はわからない。ワインは Agri Confiance のマークのついた商品は
高い。これは、認証を取るためにはコストがかかるため、ワインの価格に上乗せしている（せざるを得な
い）
。
Q. ラベルは、味の良いものにつけているのか。
A. NO。味は、ラベルがあったから良くなるのではないから。ラベルは、環境に配慮していることを示す
ものとしてつけている。
Q. 消費者は、環境に配慮したラベルがついていることよりも、味や価格に注目すると考えられるが、そ
のあたりは COOP としてはどのように考えているのか。
A. 味については、赤ラベルという味専用のラベルがあり、これは味の良さを前面に出したラベルとなっ
ており、有機ラベルや 原産地ラベルとは違う。
COOP では、高水準のトレーサビリティを提供し、マークをつけている。味や価格は消費者の主観的感
覚によるものと考えている。COOP としては、マークへの認識は、フェアトレード商品と似たものとして捉
えている。消費者による責任ある購入という意味合いが高い。
Q. 消費者が望むというより、フランス全体として Agri Confiance マークのついた商品展開を進める必要
があるということなのか。
A. 消費者の期待（意向）も Agri Confiance に取り込まれており、それに答えてフランスの国内で生産さ
れている商品展開をしている。
Q. Agri Confiance のマークがついている＝フランス国内での生産品ということが、消費者はわかるのか。
A. そのとおりである。フランス国内産の原料を使いながら、COOP FRANCE のビジネスモデルにのっとっ
て運営されているが、販売については国外に輸出されることもある。
Q. 限りある農業とは、どのように考えているか。
A. ベースは各種規格の遵守であり、農業に必要不可欠なものを除き、エネルギー公害、リスク管理や生
物多様性などについ ても配慮しなければいけないので、１つずつクリアし、農協にも技術指導員に向
けて指導も行っている。
Q. 責任ある消費・生産が必要であるということか。
A. そうとも言える。フランスでは責任ある生産・消費はよく言われる。COOP を運営する上で、労務面で
も経済的無駄は省くが、地域の生産農業の従事者も含めて一緒に伸びていくことが大切だし、そうあ
るべきだと考えている。
Q. ワインに力を入れているのはなぜか。
A. ワインは１つの例で、Agri Confiance の中には乳製品や虹鱒などの魚、フォワグラ、牛製品など様々
な商品があるが、ワインの生産は他の商品とは違うという特徴がある。乳製品など他の製品は、兼業農家
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だが、ワインを作っているところは、ワインのみ専門で作っている専業農家である。
Q. COOP では生産者組合などに有機栽培を推奨しているのか。
A. 虹鱒など、有機で養殖をしているものには Agri Confiance マークがつけられている。ただ、COOP FRANCE
のスタンスとしては、従来の農業や有機農法は特化しているため、もっと広い農業方式を採用し、低農薬
農業を進めている。
Q. 従来型の農業から低農薬への転換は進んでいるのか。
A. フランスの農業省では低農薬を進めている。グルネル環境会議でも話題に出たが、フランス政府は推
奨するにとどまり、推 進は自主的な動きによるものである。
Q. COOP FRANCE の Agri Confiance は BtoB（流通）であり、BtoC（消費者）ではないのか。
A. 広い意味では BtoB も BtoC も両方ある。流通と流通との関係はもちろんのこと、消費者団体とコンタ
クトを取っている。
最近では、今まではなかった消費者への広報をやりはじめ、COOP というビジネスモデルを推進しよう
としている。
Q. 具体的に、消費者に向けてどのような広報を行っているのか。
A. 広報活動は、地域や地方消費者に向けて行っている。COOP は健全に統治することを目的としており、
例えばどこかのファンドがキャピタルゲームをしようとしているのとは違い、地元の消費者が中心と
なっているところが特徴である。消費者には、原産地が明確に示され、トレーサビリティを前面に出
しているので、他の商品と差別化を行うことができる。
Q. BtoB や従来型の農業から低農薬農業への転換を行うと、コストや時間がかかると思うが、理念以外で
転換を促すにはどのような 工夫をしているのか。
A.２つあり、一つは農家という単位ではなく農協という規模で見ることです。今までの成功モデルの経験
を、これから農業を始める人たちに伝えることで、失敗のリスクを減らすことができる。二つ目はそれぞ
れの組合員が情報を共有できるので、全体的なレベルアップが見込めることです。
Q. 流通で取り扱ってもらうときに、Agri Confiance は何が強みなのか。
A. 流通グループ独自の判断によるが、アンケート調査によると、川上には消費者の期待（フランス国内
産商品を望むこと） があることが明らかとなっている。アンケート調査は毎年農業省が行っており、上
位３つは、身近な商品、トレーサビリティがわかるもの、環境に良いもの、となっており、これらは
COOPFRANCE の理念に合致している。
Q. COOP FRANCE 独自のアンケート調査はあるのか。
A. 過去３年間、消費者が Agri Confiance マークをどう捉えていたのかをアンケート調査したことがあっ
た。消費者は、マークのついた商品を、農業従事者の収入を、適切な収入を確保する商品であると捉えて
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いる。COOP 全体を消費者はどうとらえているのか、広報活動を消費 者はどう評価しているのか、金融危
機以前は古い良くないイメージを持っていたようだが、今は透明な統治をする COOPFRANCE のような団体
を消費者は求めているようである。
Q. 商品開発などに消費者が関わることはあるのか。
A. COOP FRANCE ではやっていない。むしろメーカーの方が消費者の代表を取り込んでいるのではないか。
Q. COOP FRANCE の組合に入る人を増やすことや、Agri Confiance マークの認知度を上げることなど、今
後の課題は何か。
A. 環境面 で、水資源、水質資源の確保、生物多様性の問題を乗り越えるか、CO2 を含めたエネルギー消
費などについて考えていくべき。COOP としては、今後農家数減少による農協の数か少なくなる ことが推
測できるので、そこは問題と考えている。
Q. 消費者の期待もあるのか。
A. そのほかに農産物の ISO6500 などアフノールが規格協会となっているが、イニシアチブをとっていき
たい。

145

