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社会に変わったわけです。

１９７１年がピークで

もとに考えています。

考えるときに、これを

業マーケットの変化を

す。私たちの仕事は、戦後すぐの状
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ためにあると言ってきました。

ければならない、農業は食べる人の

をやっているので、農業は変わらな

ということですね。

ました。いまでは幻想で食べている

食べるようになっていった」と聞き

て、それがやがて目で、やがて脳で

たが、やがて舌で食べるようになっ

から、「人はかつて胃袋で食べてい

過剰になった後も欠乏の時代と

それ以降は下がってい

態とは違うと。当時はモノがないの

私もそのことはよく話しま
き、終戦の翌年１９４
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企業もそういった変化をわかっ
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で確保するほうが大事で、質はさほ
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ビジネスとして卸やコンサルティン

ど追求しない時代でしたから。
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になっていると思います。

ニを経て、85年に現業態の食品スー
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業のよろず屋を継ぎ、酒屋、コンビ

流通ジャーナリストの緒方知行さん

1951年東京都出身。大学在学中、家

昆

■プロフィール（ふくしま・とおる）

す。１９７１年を境に
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欠乏の社会から過剰の

ここに、国民１人
リーの推移のグラフが

これは衝撃的ですね。
あるのですが、私は農

かつてのぜいたくという意味から変化しているプレミアム商
品。 福 島 屋 は 自 然 栽 培 の 農 産 物 や そ の 加 工 品 な ど を は じ め、
いわゆるプレミアムを扱っている。その福島会長が感じてい
るマーケットの変化について聞いた。国産というプレミアム
（文／平井ゆか）
マーケットは成り立つのだろうか。

コミュニケーションが付加価値をつくりだす
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ている貴社の店舗は盛況ですよね。

う。そのなかでお客様満足を追求し

かった結果がデフレ競争なのでしょ

ところにしか答えを求めようとしな

ていながら、安いほうがよいという

分なりに考えるようになりました。

切さとか、素材の良し悪しとかを自

ていましたが、私は食べることの大

た。周りは量を売ることに力を入れ

て、２ ～３ 年でチラシはやめまし

代です。どうもそれは違うと感じ

る。

満足を追求して成功していらっしゃ

なっていくなかで、貴社はお客様の

いますが、私たちの狙いは異なりま

企業には大企業のやり方があると思
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したという経験は私にもあります。

から学んだ、生産者に出会って感動
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切り口の一例です。

しい。これは、私たちの商品開発の

たとおりに試したら、たいへんおい

割ではなく７割にしましたが、聞い

と思いましたね。機械製麺なので

生産者と連動しながらリズムを合わせられる商品は、
ほぼ 割打者です

まずはプレミアム商品を提供するに

す。おいしいものはやはり売れると

いま本誌の読者のなかには、お米を

多様化する社会のなかで、大

いう考え方に基づいて、見て確認で

宅配で販売している人たちがたくさ

至った経緯を教えてください。

きるものとか、口に入れて確認でき

お父様が酒屋さんをされていた
はい。両親が羽村市でよろず

んですか。
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れまでは酒屋でした。

始めたのは１９８０年ごろです。そ

スーパーマーケットの業態で

る味とか、個々の食品のマーケティ

福島

多くのファーストフード店や外食産

んいます。私はその方たちに、お客

70

しゃることをどう伝え、どうお客様

自然と接触しながら考えていらっ

きな影響を受けています。生産者が

産者とのコミュニケーションから大

まの事業スタイルや商品開発は、生

昆

ムが合うことだと思っています。

福島

か。

おいしさにつながるとお考えです

す。福島会長も、そういったことが

満足しているのだという話をしま

リズムですか。

おいしいと感じるのは、リズ
に摂取していただくのか。そこに重

に製麺会社があるんですが、いまひ

福島

だとか自然のバランスが整っている

いと感じてもらえます。土だとか水

モニーというものが合うと、おいし

リズム、つまり波長とかハー

とつだと感じていました。先日、栃

状態のなかでつくられた食べ物で

福島

木県のソバ生産者の方に、製粉して

す。たとえば、有機農業はお客様か

たとえばどんなことですか。

から１週間以内であれば十割蕎麦が

ら見るとわかりにくいですが、真剣

私どものグループ会社のなか

できると聞きました。粉にまだ若干

に考えながらやっている生産者の農

の命が残っているので

もつながるんだそうです。すごいな

産物はやはりおいしいと感じます。

割で打って

昆

きを置くようになりました。

福島会長がそんなふうに生産者

業が生まれました。私たちの世代で

ングに集中してきました。その取り

様があなたとの関係性、あなたの背

年代、

福島

あれば、当時、おしゃれな店として

組みは、徐々に産地に向くようにな

時代の変化でいうと、

屋をやっていましたが、父が病弱

行きましたよね。しかし時代が変わ

景にある風土や文化とのかかわりに

昆

だったので私が家業を継ぎました。

りました。初めはお米からです。い

おいしさとは
リズムが感性に合うこと
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10

り、価格の安さを競うデフレ経済に
福島屋六本木店は、六本木アークヒルズサウスタワーのレストランフロアにある。
開放感がある入口からは華やかな青果売り場が見える。

当時、酒屋の免許があるのはステー
タスだったので、大学２年のときに
免許を取りました。卒業後に酒屋を
やって、コンビニをやって、八百屋
も少し経験してから一般的なスー
パーマーケットと呼ばれるものを始

そうです。我々も、周りから

それが羽村店ですね。

めました。
昆
福島

影響を受けてスーパーマーケットは
こうだという概念で入りました。青
果売り場はこう、肉売り場はこう、
お醤油とか卵とかを安売りして、チ
円を時間限定で販

ラシを打つといったように。当時
は、卵１パック

売してお客様を並ばせたりするよう
な過激な販売方法が流行っていた時
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ムを合わせることができる商品で

う生産者たちと連動しながら、リズ
福島

が出てきたのではないでしょうか。

を、体の反応で感じるような人たち

ま、土壌がおかしくなってきたこと

す。それを文化とか風土とかつなが
お客様は生まれ持った感覚や感性を

ら、店内のお弁当やお総菜はテイス

にしています。あくまで味見です

ティングマーケットという位置づけ

よ、おいしかったらお米を買ってく

ださい、お肉を買ってくださいと。

おおげさに言えば、朝、昼、晩、お

いしい食事を摂るという生活を整え

られるかどうかは、お客様自身が人

生をディレクションできるかどうか

だと思います。子供を設けて年を重

ねていく、服をコーディネートす

するのと同じように、自分で環境を

る、本を読むという時間の使い方を

という指導がされてきました。しか

ら作物ができない、リン酸を与えろ
福島

です が 。

も示していらっしゃるのだと思うの

保存して、ボトリングするときにま

るとすると、工場で加熱殺菌して、

えば、完熟ミカンのジュースをつく

はそれがなかなかできません。たと

つくっていけばいいのですが、いま

していきたいと考えています。お客

で手に入れられる場を私たちは提供

お客様がおいしいものを快適な空間

だと感じる、そういうことを求める

食べられるということが人生の一部

ん。改めて朝ごはんを幸せな気分で

というのはなかなか手に入りませ

福島

を構成しています。蕎麦の例のよう

いった商品がマーケットのほとんど

昆

加工する方法を採っています。

が口にするタイミングに近い店内で

方々と一緒に支えていきたいと思っ

そうです。ただし、私たちは

貴社は、ある階層を想定してい

経済力とは異なる価値基準
を持つ消費者の出現

昆

わゆるプレミアム商品を販売してい

らっしゃると思いますが、来店され

るお客様が求めるものに変化はあり
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私たちが売っていくものは、そうい

りとかを含めて訴求する商品開発や
備えています。そういった感覚や感

それはすごく感じています。

割打者と

売り場づくりをすると、
性に私たちはアクセスできると思っ
ています。おいしさについて議論す
ると、五感とか、味覚とか、舌の味
を感じる場所とかいう話も出ます
が、それとは違うものです。
ことを豊かだと感じるようになった

昆

改めて本来あるべき姿を求める

スの話をしますと、戦後の日本で

しいまは、土壌がリン酸も窒素も過

品の場合、添加物の問題も加わりま

た加熱殺菌しますから、みんな同じ

様の快適で豊かな生活を、生産者の

つくっていかないと、おいしいもの

剰になっているハウスがたくさんあ

す。土壌にとって窒素やリン酸が過

ような味になってしまいます。味に

のですね。そのことを貴社の店舗で

ります。そうしたハウスで栽培され

多だというのと同じように、添加物

個性を出すために、私たちはお客様

というのはおっしゃるとおりです。

に、生産者の方々と、わからないか

ていますね。

そうですね。さらに、加工食

た野菜が日照や温度条件によって硝

ズムがおかしくなります。いまそう

現代は、お客様が自分で情報を集め

ら聞かせてよ、聞いてよということ

福島

土壌のバランスが乱れている

ることができるように見えますが、

を繰り返しながら、もっと生産者の

お客様が家庭で料理して食べていた

お弁当やお総菜の売り場はテイスティングマーケット。
食をディレクションするのはお客様ご自身です

ています。

じつはご存じないことが多い。です

方々やメーカーの方々と理解しあっ

だくのが一番だと考えていますか

お弁当やお総菜も店内で加工し

から、私たちは土壌のバランスなど

て波長を合わせてロジスティクスを

逆に、バランスの取れた土壌で

できたものはおいしいですよね。い

昆

ないと思っています。

の話もお伝えしていかなければなら

いしくありません。

が入れば、やはりバランスが崩れリ

店の前には、お客様が購入した弁当などを気楽に食べられるテーブル席
を用意している。インタビューもそのテーブルで行なわれた。

酸濃度が高くなり、当然、苦くてお

は、農地のリン酸が欠乏しているか

昆

いまおっしゃった土壌のバラン

土壌バランス ま で
体で感じ取れ る 消 費 者

言えるほど、ほぼすべて売れます。
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に、相当のポジションを取るでしょ

のクオリティに対してあまり興味が

覚では７～８割の方々。反対に、食

環境を整えようと思うお客様が、店

ま開いている講座では、自分の食の

そういう方々が多いと思います。い

くにこの六本木店のある地域には、

ますか。
うね 。

います。１％の富裕層を対象にマー

ないという方々は２～３割いると思

そうですね。とくに４～５年

福島
は、経済力の基準とは違う価値基準

昆

Ｎｏｎ ‐ＧＭＯ（遺伝子組み換えで

していただけます。牛乳も、飼料が

鮭や塩のセレクトの力を持てば支持

す。おむすびひとつにしても、天然

むすびですね。非常によく売れま

福島

に１回ご来店いただくとか、私たち

テムをお買い求めいただくとか、月

買い求めいただくとか、特定のアイ

ます。ランチタイムにおむすびをお

はありますが、ご来店いただいてい

が多い方も少ない方も、頻度の違い

福島

があるということですね。

うではありません。お客様ともコ

ださると思いがちですが、意外とそ

す。おいしければまた次も買ってく

全体の２ ～３ 割に当たると思いま

う富裕層の方々も含めてマーケット

強く支持してくださる層は、そうい

ていることが多いですね。私たちを

ネットで自然栽培の農産物を販売し

ケティングしている方は、インター

境をつくっていけばいいというお話

て、自分の感覚を信頼して、食の環

と思うことをストレートに受け止め

がおいしいと思うことや、よくない

料理のアドバイスをしながら、自分

ます。講座では、材料の選び方とか

や社会環境や自然環境も議論してい

く、さらにその外側にある生産環境

舗のなかにある身近な食だけではな

たとえばどんな商品ですか。

ない）であることを謳っているもの

の店をいろんな形で使い分けていた

福島屋さんに来店するお客様に

前から変化を感じています。

は、１ℓ５ ００ 円前後でも売れま

ミュニケーションが必要です。コ

昆

す。いまのお客様は、その牛乳を
だいています。

ミュニケーションしているお客様は

非常にベーシックなお米やお

買って飲むために、ほかの支出との
昆

支持して買ってくださいます。

化していて、人それぞれ、まさに十

当てていますが、いまはやはり多様

た。私たちは日常の食にスポットを

福島

るようになってきたのではないかと

福島屋さんのような店舗が求められ

に食べ物を選ぶようになったので、

自分の体の反応や自分の判断をもと

の言うことが有効でしたが、いまは

ｎ ‐ＧＭトウモロコシ約１５０万ｔ

ｔ 輸入しています。そのなかのＮｏ

ロコシを約１２００万～１６００万

お話ししましたが、日本ではトウモ

シ産業をつくろう」シンポジウムで

昆

とんでもないことを
ずっと続けてきた日本

人十色です。ただし、先ほど言いま

思うのですが。

を国産にしようという取り組みをし

欠乏社会の日常と、過剰社会で

おっしゃるとおりです。所得

バ ランスを取るという感覚を持ち合

すべからく日本人が豊かになってか

昆

をしています。

わせていらっしゃる。それは食に対

らの日常は変わってきたのではない
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欠乏の時代は、体位向上が重要

するお金の使い方というムーブメン
年経ったとき

でしたから、当時の権威ある人たち

弁当や総菜は店内で調理している。

でしょうか。

ト と し て 、５ 年 、

したように、おいしいと感じる基本

福島

ています。

先日、「日本に子実トウモロコ

のリズムはみんな同じです。

す。ただ、そこにも先駆けで引っ張

福島

ものすごく変わってきまし

昆

る方々がいます。いろいろ意見はあ

コシに興味があります。自国の食品

おっしゃるとおりだと思いま
らっしゃる体が求める満足や、自分

りますが、やはり少しお金にゆとり

は自国でカバーするのは基本です。

福島会長がリズムと呼んでい
の文化が求める満足を、プレミアム

がある方々が食を大事にします。と

おいしければ買ってもらえると思いがちですが、意外とそう
ではない。もっと大切なのはお客様とのコミュニケーション

私自身も国産の子実トウモロ
商品に求めるお客様は、いまの日本
の市場のなかにどれくらいいるとお
根拠はありませんが、私の感

考えですか。
福島
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そんなに多くの割合で輸入されたも

福島

うになったことで、いま私たちに

なりがお客様にとって腑に落ちるよ

お米や野菜がお客様の「腑に落ちる」ようになった。
だからこそ、やりがいも出てきています

に、トウモロコシは根が深く伸びる

飼料ですから、それ自体の味の違い

とっても非常にやりがいが出てきて

に相当します。いま１００

福島

る時代になってきましたから。私た

す。取り組み自体がブランド化され

があります、ストーリーになりま

福島

福島

だろうかと夢想しているのですが。

しょうか。そんなマーケットはある

らいの需要も出てくるのではないで

る商品開発ができれば３００万ｔ く

食料安全保障の問題以上に、土

トウモロコシは畑をよくして、

な変化ではなく、文明の変化だと考

落ちるようなことです。それは無限

福島

とが答えなのだと思います。

会長がやっていらっしゃるようなこ

う答えしか出てきません。いま福島

私たちのお米に対する取り組

もちろんです。今日はありがと
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ん。トウモロコシは肥料をよく食う
ので土壌のバランスがよくなり、大

ので土壌の排水もよくなる。排水の

はわかりませんし、肉もたぶんわか

います。

豆もよく育つようになります。さら

よさは、大豆に限らずあらゆる作物

らないことが多いでしょう。国産に

昆

それはつながると思います。

にとってよいことです。水が流れる

どんな固有名詞をつけるか。

は 万

じつはトウモロコシ１５０万ｔ

のと同時に空気も入りますから。適
昆

国産という言葉は意味が広すぎ

正減水深という言葉もあるように、

空気の動きが一緒。

ちは、お客様との接点で発信してい

か。非常に面白い取り組みですし。

万 減反していますので、人気のあ

昆
昆

ますが、そういう立場の人間が、農

農業に関係する制度について私はよ

るんですよね。

壌のバランスが崩れることが問題で

作物はおいしくなり、畜産の飼料と

業や商業の側ともコミュニケーショ

くわからないのですが、そのあたり

水田でも水が毎日２・５㎝ 縦に流れ

す。化学肥料か有機肥料かの別では

して循環させれば生態系のバランス

ンしていくという取り組み方もあ

がクリアされていけば面白いことに

のが飼料になっている状況はおかし

なく、窒素成分を輸入して家畜に食

も取れます。ナショナルレベルでは

る。これがいま最もトレンディで、

なると思います。

最初にお話しした、欠乏の時代
因数分解して答えが出るようなこと

えています。それを経済の問題でし

から過剰の時代への転換は、経済的
ではなくて、全体像として納得でき

か考えないから、供給を減らすとい

経済も同じです。とくに食は

いまお聞きしたことは説得力

べさせているので、狭い国土のなか

なく、地域レベルで考えることが大

これから最も付加価値がある事業だ

昆

へえ、なるほど。水の動きと

で糞尿過剰、窒素成分過剰になる。

事になってきますね。

と私は思っています。

いが出てくると思います。

それで物質循環の環境が壊れてい
福島

昆

ありうるのではないでしょう

る。そう考えると、私たちはとんで

全国展開だと統治もバランスも取れ
（原型）をつくるべきです。

る何かがあるということですね。

お客様が納得するというのは、

ません。地域レベルでプロトタイプ

それはすごいお話ですね。全

うことになります。
福島

体から見ると、バランスが崩れてい
るということですね。

にあると思います。

そうです。なるほどって腑に

昆

に入れていただきたいと思います。

取り組み自体が
ブランド化される時代
昆

福島

うございました。

昆

コメではなくトウモロコシをつ

かで優位性があるのかどうか。国産

みもそうです。土壌のバランスが

くれば、供給バランスだけでなく、
生態系のバランスがまともになりま

トウモロコシは、福島屋さんに来店

整ったところでできたお米なり野菜

果たして日本のマーケットのな

す。海外では基本的にトウモロコシ

されるようなお客様の満足につなが

ぜひ私たちも取り組みの仲間

は大豆と輪作される作物です。大豆

りま す か 。

福島

は窒素を固定しますが、窒素が濃す

腑に落ちる、ですか。

ぎるところは大豆がよく育ちませ

昆

ることが大事だと言われています。

ha

もないことをずっと続けているとい

い。長い間に、どこかにリズムの狂

ha 15

通路は広く、商品はすっきりと陳列さ
れており、洗練された空間が演出され
ている。

