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消費者・販売士・小売店を連携する

通巻第5３号
令和元年５月25日発行

福岡販売士協会
九州の販売士のネットワーク

福岡本部・大分支部・佐賀支部・熊本支部・宮崎支部・沖縄支部

平成３１年度年次総会開催
平成３１年４月１３日（土）

於 福岡商工会議所

５月１日令和がスタートいたしました。会員の皆様には改元を二度経験された方が大
半でしょう。令和への改元は、１０連休スタートもあいまって、祝賀ムードの高まりの
まま、前例のない１０連休が終了しました。特に福岡、大宰府は、令和の由来となる大
伴旅人の歌碑等を訪れる観光客が連日５千人をこえているとのこと。福岡への注目が集
まり消費への効果が期待される中、皆様いかがお過ごしでしょうか？
平成３１年４月１３日（土）福岡商工会議所において、平成３１年度年次総会が開催
されました。参加者は３０名、第一部総会、第二部講演会、第三部懇親会と充実した内
容で、節目の非常に有意義な一日を会員の皆様と過ごすことができました。３ページよ
り１１ページで詳細ご確認ください。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうござ
います。
参加型 連鎖企画 原稿募集！！ ４９号より新連載の企画をスタートしております。
P１８「九州 販売 最前線」
P１９「データをみる！考えてみる！行動してみる！」です。
販売士としての課題意識からテーマを絞って、A4用紙1枚でお送りください！お待ちしております！
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平成31年度（設立18年目）を迎えて
会長 １級販売士

栗川久明

福岡販売士協会は平成３１年４月１３日の年次総会で設立１８年
目を迎えました。（平成１４年４月１３日に全国で３６番目、九州
３番目の販売士協会として発足）
協会の基本方針を「協会の永続発展」におき、そのために「協会
は会員の相互研鑽の場であること」「後輩販売士の育成を行うこと」
「協会活動は奉仕の精神で参加すること」「知のネットワークづ
くりによる異業種交流」等を行っています。
平成１４年７月１日に会報「販売士・ふくおか」を創刊し、年３回のペースで発行
を続けて平成３１年２月で第５２号になりました。また、ホームページも協会発足時
に開始して協会活動の最新情報を提供しています。
当協会の全体会合は福岡商工会議所の会議室を借りて開催しています。平成１７年
には当協会が法人会員として福岡商工会議所に加入し、平成２１年には福岡商工会議
所に当協会の賛助会員として入会していただきました。

平成２０年４月の年次総会で宮崎支部を発足させました。また、平成２４年３月に
大分支部・熊本支部・鹿児島支部を、同４月には、佐賀支部を発足させました。平成
２６年１２月には沖縄支部を発足させ、これで九州各県に組織ができました。
各支部ともに体制強化ができたら「各県販売士協会」として独立できるという条件付
きです。昨年４月に鹿児島支部が鹿児島販売士協会として独立しました。他の支部も
福岡販売士協会いう巣からできるだけ早く羽ばたいていって欲しいと願っております。
福岡販売士協会の運営は年次総会で年間活動計画を提示し、全体会合の定例開催を
定着させています。４月：年次総会、６月：春季流通施設見学会、７月：夏季研修会、
８月：納涼ビアパーティ、１１月：秋季研修会または九州販売士懇談会、１月：新春
懇談会を毎年開催しています。
昨年度は協会設立１７年目でしたが、これまでで最も充実した活動を展開でき、全
体会合８回、延べ参加者１４６名、新規会員も８名獲得出来ました。トピックスとし
て、
①鹿児島支部が鹿児島販売士協会として独立
②隔年開催の九州販売士懇談会を福岡市で開催
③販売士３級講師養成講座２回開催
があげられます。
また、会報誌「販売士・ふくおか」は、５月に第５０号（２６ページ）、９月に第
５１号（２４ページ）、２月に第５２号（２４ページ）と投稿者も多く充実した紙
面づくりができました。
当協会のホームページは全体行事の速報体制と会報を全ページ掲載し、活動状況を
理解しやすくして新規会員の加入をお待ちしております。
今年度は新規会員獲得に力を入れていきます。
①協会チラシ配布にご協力ください。②地元企業の「販売士２級・３級資格取得
支援通信講座」を開講します。③会員希望者に協会名刺を無料で作成いたします。
福岡販売士協会は今後も「会員満足運営」に徹し永続を目指していきます。
-２-

平成３１年 年次総会 次第
福岡販売士協会 会長 栗川
日 時：平成31年4月13日（土）14：00～17：30
場 所：福岡商工会議所・Ｂ１－a会議室
出席者：年次総会：30名出席 懇親会27名参加
【講演会講師】 理事 植田 徹
【来賓】長崎販売士協会 副会長 冬木 繁雄
【賛助会員】
福岡商工会議所 検定・企業研修担当部長
【正会員】
１．栗川 久明 福岡市 ２．廣瀬 紀子 福岡市
４．岡野 卓也 福岡市 ５．小関 芳紀 北九州市
７．毛利 裕之 福岡市 ８．蒲池 彰
粕屋町※
10．長沼 玲子 糸島市 11．中島 良一 福岡市
13．横山 修二 福岡市 14．福生 和彦 福岡市
16．高田 暢夫 福岡市 17．村口 隆志 鳥栖市
19．高山 慶司 古賀市 20．吉村 博史 筑紫野市
22．久保田勝広 福岡市※23．田中 智章 福岡市
25．石井 保彦 福岡市 26．藤間 憲治 小郡市

江崎

久明

留美子

３．八尋
６．岡野
９．大串
12．森山
15．渡辺
18．箱森
21．豊田
24．今井
27．半田

晃仁 福岡市
利哉 那珂川市
雅一 福岡市
正夫 北九州市
芳雄 福岡市
哲則 小竹町
真美 福岡市※
武史 福岡市
美和 福岡市
※懇親会不参加

【内 容】
第一部
総 会
１．開会宣言
司会 理事 毛利 裕之
14：00
２．議事
会長 栗川 久明
14：00～14：25
第1号議案 平成30・31年度役員体制
第2号議案 平成30年度活動実績及び収支計算書・監査報告書
第3号議案 2019年度活動計画及び収支予算
参考資料
会員名簿
３．閉会宣言
司会 理事 毛利 裕之
14：25※休憩（5分）
第二部
講演会
１．講師紹介
会長 栗川 久明
14：30～14：35
２．講 演：「～お客様の声を経営に活かすためのしくみづくり（社内構築）に
有効な指針～国際規格ISO10002（JISQ10002）のご紹介」
理事 植田 徹 様
14：35～15：05※休憩（10分）
※写真撮影（岡野理事）
第三部
懇親会
１．開会宣言
司会 理事 毛利 裕之
15：15
２．来賓挨拶
15：20
長崎販売士協会副会長
冬木 繁雄 様
３．乾杯
15：25
福岡商工会議所担当部長 江崎 留美子 様
４．懇親会
15：30～17：25
５．締めの挨拶
副会長 小関 芳紀
17：25
６．閉会宣言
司会 理事 毛利 裕之
17：30
７．二次会（希望者）居酒屋「竹乃屋祇園店」
18：00～19：30
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平成３１年度 年次総会 第一部 総会
一

総会
平成31年4月13日（土）午後2時より、福岡商工会議所地下1F－A会議室にて、福岡販売士協会・平
成31年度・年次総会が開催された。
当日は、来賓として長崎販売士協会副会長冬木繁雄様をお迎えし、賛助会員である福岡商工会議
所検定・企業研修担当部長江崎留美子様のご参加を得て総勢30名が参加された。
１．開会宣言と会長挨拶
司会の毛利理事より総会の開会宣言がなされ、栗川会長よりご挨拶があった。
〈会長挨拶要旨〉
初めに、来賓の長崎販売士協会副会長冬木繁雄様、賛助会員の福岡商工会議所検定・企業研修担
当部長江崎留美子様のご参加についてお礼が述べられた。
福岡販売士協会は、平成14年4月13日に設立総会を開催したので本日の年次総会で設立18年目を迎
えました。
現在の会員数は、正会員：85名、賛助会員：3社です。昨年の年次総会時会員79名でしたので6名
増となっております。
昨年度は協会設立17年目でしたが、これまでで最も充実した活動を展開でき、全体会合8回、延べ
参加者146名、新規会員も8名獲得出来ました。トピックスとして、①鹿児島支部が鹿児島販売士協
会として独立 ②隔年開催の九州販売士交流会を福岡市で開催 ③販売士3級講師養成講座2回開催
があげられます。
役員の担当では、会計は長沼玲子理事、ホームページは岡野利哉理事、会報「販売士・ふくお
か」の編集は寺園公教（きみたか）理事、フェイスブック管理は中島良一理事にしていただいてい
ます。
２．議事
＜第1号議案＞ 平成30年・31年度役員体制
栗川会長より議案説明があり、今年は役員非改選年ですが、新たに石井保彦氏を理事に推薦する提
案があり賛成多数で承認されました。
＜第2号議案＞ 平成30年度活動実績及び収支決算書・監査報告書
栗川会長より議案説明があり、引続き森山監事より監査報告がなされたところ、賛成多数で承認さ
れました。
収支合計
￥1,244,512
支出合計
￥ 930,130
次年度繰越金
￥ 314,382
＜第3号議案＞ 平成31年度活動計画案及び収支予算案
栗川会長より議案説明があり、賛成多数で承認された。
参考資料として平成31年度会員名簿及び下記資料が説明された。
・2019年度春季流通施設見学会のご案内
・福岡販売士協会名刺作成について
・あなたの文章を会報に掲載しませんか！
・福岡販売士協会 販売士2級・3級養成通信講座
・3級ハンドブックの改訂について
・福岡商工会議所の検定試験HPより
・第83回販売士検定試験九州各県合格者（1級・2級・3級）
引き続き、栗川会長より会員へのお願いがありました。
今年度は新規会員獲得に力を入れていきます。①同封の協会チラシ配布にご協力ください。②地
元企業の「販売士2級・3級資格取得支援通信講座」を開講します。③会員希望者に協会名刺を無料
で作成いたします。
３．閉会宣言
毛利理事より総会の閉会が宣言され、休憩となった。
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平成３１年（令和元年）度 活動計画
一、 全体会合について
例年通りの全体会合を7回開催しますが、夏季研修会は長崎・福岡販売士協会合同見学会として計画
します。
本年度は新規会員獲得に力を入れていきます。そのために協会チラシの作成、希望者への協会名刺
作成、販売士2・3級養成通信講座をＰＲします。
協会チラシの配布、販売士2・3級養成通信講座受講者募集にご協力をお願いします。昨年に引き続
き今年度も全体行事について役員分担制にします。
１．2019年度年次総会（担当役員：小関副会長）
日 時：2019年4月13日（土）
場 所：福岡商工会議所・Ｂ１－a会議室
講 演：「～お客様の声を経営に活かすためのしくみづくり（社内構築）に有効な指針～国際
規格ISO10002（JISQ10002）のご紹介」 講師 植田 徹 理事
司 会：理事 毛利 裕之
２．春季流通施設等見学会（担当役員：岡野卓也副会長）
日 時：2019年6月8日（土）
場 所：商業施設「マークイズ福岡ももち」2018年11月21日開業 福岡市中央区地行浜2丁目2-1
３．長崎・福岡販売士協会合同見学会（担当役員：岡野卓也副会長・冬木繁雄理事）
日 時：2019年7月13日（土）
場 所：味の素佐賀工場＆ゆめタウン佐賀見学
※工場見学先日程に合わせて20日より変更
４．夏の納涼家族ビアパーティ（担当役員：栗川会長）
日 時：2019年8月24日（土）
場 所：アサヒビール園博多
５．販売士3級講師養成講座研修会（担当役員：栗川会長）
日 時：2019年9月14日（土）午後1～5時
場 所：福岡商工会議所・306会議室
講 師：会長 栗川 久明ほか
※3級販売士ハンドブック改訂版による研修会を追加
６．秋季研修会（担当役員：長沼理事）
日 時：2019年10月26日（土）
場 所：福岡商工会議所・B1-a会議室
講 演：「 未定 」講師：副会長 八尋 晃仁
７．新春懇談会（担当役員：蒲池 彰理事）
日 時：2020年1月18日（土）
場 所：福岡商工会議所・会議室
（参考）
2020年度 年次総会
日 時：2020年4月18日（土）
場 所：福岡商工会議所・Ｂ１-b会議室
二、個別会合について
１．2019年度の「定例役員会議」は下記第三火曜日の19：00～20：30に開催します。
日 時：5/15（水）、9/17（火）、11/19（火）、2／18（火）、3/24（火）
※11/19（火）は拡大役員会議として開催します。
場 所：麻生情報ビジネス専門学校の教室をお借りします。
２．会報発行
会報「販売士・ふくおか」を年3回（5月、9月、2月）発行します。
4月末までにいただいた原稿は5月発行誌に、8月末までにいただいた原稿は9月発行誌に、1月末ま
でにいただいた原稿は2月発行誌に掲載いたします。会員のみなさんの投稿をよろしくお願いいたし
ます。
３．本年度も会報および全体行事の内容をホームページに掲載いたします。
福岡販売士協会版Facebookの活性化をさらに図っていきます。
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平成31年度 年次総会

講演

「お客様の声」を企業経営に活かす、仕組み構築の指針「ISO10002（JISQ10002）」
講師： 1級販売士

植田徹

Ａ.自己紹介（略歴）
1980年4月 宝酒造㈱に入社（営業職14年・企画系事務職
10年を経て）
2004年4月 品質保証部お客様相談室 室長に着任
（以後13年間当部署）
2017年1月 定年退職（60歳）
①一級販売士資格取得1999年 販売士協会認定 登録講師
の資格取得2014年
②宝酒造でのISO10002社内構築を主導し2013年3月に適合
宣言に至る（酒類業界では、業界２番目の宣言となる）
③お客様対応の研鑽を重ねる活動組織「公益社団法人ACAP
（600社が加盟）」に所属
法人会員（宝酒造）歴12年、個人会員歴2年
消費生活アドバイザー資格取得2008年
④講義実績の一例
2011年
京都府の窓口業務の職員向けに「民間企業：宝酒造のお客様対応事例」を講演
（府から会社への依頼）
2012年 京都府消費生活安全センター職員向けに、「ISO10002勉強会」講義（ＡＣＡＰ派遣講師）
2013年 帝塚山大学（奈良）ACAP講座で、宝酒造のお客様対応事例を講演（ＡＣＡＰ派遣講師）

Ｂ.講演内容
（今日の講演で伝えたいこと）
お客様の声を活かすとは…「受け止めるべきお客様の声」のひとつひとつが、お客様
相談室で止まらずに、各該当部署に、それぞれ風通し良く伝わることです。そして、こ
こで、しっかり受け止められ、改善が必要なものは、関連部署が協力しあい、すぐさま
対策に動く…。品質管理部門や商品開発部門のメンバーは、毎日のお客様対応データ
ベースに、自主的にのぞきこみ、気になる案件は、相談室に詳細を聞く…。このような
シーンが、社内のあちこちでみられるのが、理想的な企業内の動きです。激動期の中で
生き残るには、消費者目線を忘れない企業風土は大切です。お客様の声は、製品改良に
は、一番有効な情報源となります。また、製品の不具合などでの被害を最小限にできる
危機管理にも役立ちます。この企業風土づくりへ、指針に沿って形から入って、PDCAサ
イクルを回し続ける中で、じわじわと良い意味でのボデーブローが利き始めると、数年
後には、消費者志向経営の企業として力強いあゆみを伴う動きになってゆくことが期待
できます。
一級販売士のテキストでは、「クレームマネージメント構築の重要性」が記述されて
います。このISO10002（JISQ10002）は、その構築に有効な道筋を提供します。この面か
ら皆さんぜひ、注目してほしい国際規格です。
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（講演要旨）
・はじめに
視点１． 販売士一級テキストにおける「クレームマネージメント」とISO10002との関
連性を認めて
視点２． 組織の社会的責任（SR）の視点から
視点３． なぜ、お客様対応窓口に寄せられる重篤クレームがトップに、スピーディに
伝わらないのか…対応が後手になってしまうジレンマ
・ISO10002（JISQ10002）の概略について
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（本日伝えたい重要部分）
この規格の内容はわずか10ページであり、一見すると、シンプルで抽象的な言葉で表現
された指針であるが、裏を返せば、業界・組織規模・官民の違いに関わらず、利用できる
規格となっている。
ISO10002（JISQ10002）の特徴
経営トップが責任者となり、組織全体で対応するマネージメントシステム、PDCAサイク
ルによる継続的な改善
適切な苦情対応に必要な「９つの原則」
第三者認証ではなく、自己適合宣言型 ※導入企業：2018年4月現在102社
ISO10002（JISQ10002）の9原則について
公開性 アクセスの容易性 応答性 客観性 料金 機密保持
顧客重視のアプローチ 説明責任 継続的改善
組織は、苦情対応プロセスの有効性及び効率を継続的に改善することが望ましい。
-９-

平成３１年度 年次総会 第三部 懇親会
１．開会宣言
毛利理事より、第三部懇親会開会宣言の後、来賓挨拶がなされた。

２．来賓挨拶
長崎販売士協会 副会長 冬木 繁雄 様
①政府機関の委員を委嘱されており、東京での会議に出席して積極的に発言
②長崎販売士協会の組織を、福岡販売士協会を参考にさせて頂き担当制を導入
③英語でもてなす接客の重要性について（ホリデーインのスタッフとの出会い）
④資格更新研修への取り組みについて

３．乾杯と挨拶
福岡商工会議所 検定・企業研修担当部長 江崎 留美子 様
販売士資格取得と販売士協会との連携の強化について
今後とも連携を深め、資格取得の有効性をＰＲしたい。
以上スピーチの後、参加団体、参加者のご健勝とご活躍を祈念して乾杯が行われた。
引き続き懇親会がスタートしました。参加者全員よりショートスピーチをしていただき
ました。
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第三部 懇親会

４．締めの挨拶
小関副会長より、来賓の長崎販売士協会冬木副会長と賛助会員の福岡商工会議所・江崎
部長、そして講演いただいた植田理事へのお礼の言葉があり、平成31年度がスタートし
たが、会員の皆さんが積極的に行事に参加していただくことが一番の力になると述べら
れ、今年度の参加者全員の健康と活躍を祈念しての博多祝い唄の後、博多手一本にて締
められ閉会となった。
（会長 栗川久明 記）
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平成３０年度

役員会議

実施報告

平成３０年度第９回役員会議＆会計監査
日 時 ： 平成３１年３月２７日（水）19:00～20:30
場 所 ： 麻生情報ビジネス専門学校1号館166教室
参 加 ： ８名
栗川久明、岡野卓也、岡野利哉、中島良一、蒲池彰、長沼玲子、
森山正夫、横山修二
内 容 ：
会員状況、会務報告、来年度事業計画の検討（会則の変更，役員体制，
Ｈ30年度活動実績，Ｈ31年度活動計画）、会計監査、
Ｈ31年度春季流通施設見学会の検討(6/8)、協会名刺作成検討、
Ｈ31年度2級・3級養成通信講座の検討、会報第53号原稿募集、
次回役員会議(5/15)

平成３０年度第８回役員会議
日 時 ： 平成３１年２月２０日（水）19:00～20:00
場 所 ： 麻生情報ビジネス専門学校1号館166教室
参 加 ： ７名
栗川久明、毛利裕之、岡野利哉、中島良一、蒲池彰、長沼玲子、植田徹
内 容 ：
会員状況、会計報告、会務報告、新春懇談会(1/19)、
会報第52号発行(2/15)、来年度の活動計画案の検討、
会報第53号原稿募集、次回役員会議＆会計監査(3/27)
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「令和」を寿（ことほ）ぐ
１級販売士 寺園 公教
平成３１年５月１日、元号は「令和（れいわ）」となりました。ご承知の通り、天皇
陛下の即位にあわせ、５月１日から使用される元号「令和」は、６４５年の「大化」か
ら数えて２４８番目の元号となります。「令和」の典拠は『万葉集』に収められた「梅
花の歌三十二首 序文」にある、
初春の令月にして（しょしゅんのれいげつにして）
気淑く風和ぎ（きよく かぜやわらぎ）
梅は鏡前の粉を披き（うめは きょうぜんのこをひらき）
蘭は珮後の香を薫ず（らんは はいごのこうをくんず）
の文言を引用したもので、「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が
生まれ育つ」という意味が込められているそうです。
二点の写真は本年１月１日に大宰府
天満宮に参拝した際に撮影したもので
す。１輪だけ咲いていた梅の花が印象
的でした。新元号が「令和」になると
は予想だにしませんでしたが、毎年の
ように初詣している福岡の大宰府が由
来の地となったことは非常に象徴的な
ことです。
大伴旅人は大宰帥として６０歳の時
に赴任しており、西暦７２８年という
時代を考えるとかなりの高齢での大宰
府着任です。着任期間は２年ほどです
ので、現存する１０を超える歌碑から
考えると、九州の外交、防衛の最高責任者として多忙な中にありながら歌人としての業
績も目を見張るものがあり、見習うべきすさまじい強烈なバイタリティです。
さて、ご承知の通り、福岡市では、天神周辺半径約５００ｍの範囲で、航空法に基づ
く高さ制限の緩和などによって、２０２４年までに民間ビル３０棟の連鎖的建て替えを
誘導する「天神ビッグバン」が始動しています。福岡市の試算で延べ床面積が約１.７倍
建設投資効果が２９００億円というビッグプロジェクト「（仮称）天神ビジネスセン
ター」をはじめとして続々と再開発が進みます。オフィス需要、ホテル需要は高い水準
で推移しており、今後も成長を続けるものと期待されています。
総務省の平成３１年４月１２日発表、人口推計によると、日本の都道府県で人口が増
加しているのは、東京都、沖縄県、埼玉県、神奈川県、愛知県、千葉県、福岡県の７県
のみで、福岡県は自然減少、社会増加と流入人口により増加しており、ポテンシャルの
高さを人口面からも示しています。少し前のデータですが、２０１７年野村総合研究所
が発表した「ランキングによる都市の持つ成長可能性の可視化」という資料の成長可能
性都市ランキングのポテンシャルランキングで福岡県福岡市が１位、鹿児島市が２位、
久留米市が５位、宮崎市が８位、那覇市が９位、熊本市が１０位と１０位以内に九州の
主要都市が６都市入っています。ポテンシャルが顕在化し、真の豊かさを感じられる
「令和」となること、「令和」の語源にふさわしい新たな文化が育まれることを心から
願わずにはいられません。
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会員紹介
２級販売士

今井 武史

2018年8月に入会しました今井と申します。会員紹介という内容で原稿
依頼を頂きましたので、恐縮ではございますが自分自身の事について、
書かせて頂きます。1972年生まれの福岡市出身です。
以下、私の職務経歴です。
西南学院大学を卒業後、日立製作所入社。四国支社にて、株式会社マ
ルナカ様等を担当。東京の情報システム営業本部に転勤後、十字屋様・
松坂屋ストア様・SSV様等を担当。父親の病状悪化により、退職し、帰福。
父親の病状回復後、添乗員として派遣登録し、20代の大半は国内・国外を駆け回る。
2002年9月、ハローデイ姪浜店オープンに伴い、夜間パートタイマーとして勤務。
2003年1月、正社員登用。社内研修の「店長大学（現：店長マネジメントスクール）」
主席合格後、2004年9月、松崎店店長。
2005年1月より本部に異動。営業企画部物流課に配属。一括物流センターの管理・改善
活動に従事。商品部・店舗・取引先の全体最適を目指す。
2008年11月、異動により井尻店店長職。
2012年4月異動により長尾店店長。不振店立て直しを命じられる。
2012年11月 社内改善活動にて優勝。
（グロッサリー部門 在庫回転・作業導線の改善）
2014年6月 北京華聯グループＢＨＧマーケットプレイスと正式契約。
2015年3月 大望路店着任。店長職。同年3月の食品衛生法改善に伴い、売り上げが急
減した旗艦店舗（全店売上の40％を占める）の立て直しを命じられる。通常の店舗業
務以外に店長教育のテキスト作りや現場実習、新店オープン時の売り場作成や不振店
の売り場改善、新規導入商品の提案、ＳＫＰ（旧新光天地）イベント時の演出応援な
ど行う。また、総経理（日本人）が経営陣に対する発表資料の作成も行う。

大望路店

売場

春節売場

2017年3月本部に召集され、監督部を立ち上げる。
2017年6月任期満了に伴い、退職。一年前からお誘いを頂いていた上海百聯グループに
移籍。百聯グループの上海第一八佰伴にて運営総監。
同年１０月企業経営の考え方の相違により、契約解除。帰国。
現在は中小企業診断士の資格取得のため、日々、勉強に励んでおります。今後とも、
よろしくご指導の程、お願い申し上げます。
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新会員紹介
１級販売士

藤間 憲治

この度、福岡販売士協会に入会させて頂きました藤間（とうま）憲治
と申します。福岡県北九州市生まれで、現在、小郡市に住んでいます。
販売士資格については、平成２５年に１級販売士を取得し、また、昨年
は、関連資格として、九州で初めて開設された中小企業診断士登録養成課
程を第１期生として修了し、中小企業診断士を取得しました。
私は、現在、福岡市内の新聞社系広告会社に勤めておりまして、自社のクライアント
は小売業やサービス業が中心となります。しかし、私の所属は経理部門ということで、
クライアントに直接接することは殆どありません。ただ、自社の営業部門の仕事内容、
あるいはクライアントの業務について、大枠だけでも知っておくことは重要であると思
い、中小企業診断士の勉強と並行して、販売士の勉強を始めました。
販売士の学習内容はとても幅が広く、かつ深い内容である為、勉強も非常に苦労しま
したが、運良く、１級販売士に合格することが出来ました。平成２５年の合格から現在
に至るまでは、販売士資格に直接関わることはありませんでしたが、昨年受講した中小
企業診断士養成課程において、販売士の知識が大活躍することになりました。店舗マネ
ジメントの講義や、スーパーマーケットの診断実習の時に、以前に使用した販売士ハン
ドブックを本棚から引っ張り出し、もう一度内容を見直したところ、小売業の診断に使
える切り口が沢山書かれていることに驚きました。販売士の勉強をしておいて本当に良
かったと思う瞬間でした。
今後の目標としては、福岡販売士協会で
の活動を通じ、人との繋がりを広げていき
たいと考えています。今まで、福岡販売士
協会の活動をホームページ等で見てきまし
たが、和気あいあいと企業視察や会合を行
っておられるところを拝見し、非常にアッ
トホームなイメージを持っています。
また、先日は、年次総会に出席させて頂
きまして、色々なバックグラウンドを持っ
ておられる方々と接することが出来、とて
も刺激的で楽しい時間を過ごすことが出来
ました。
今後は、各種会合や研修会等に参加させ
てもらい、自己研鑽に励むと共に、微力な
がら福岡販売士協会のお役に立ちたいと考
えております。
今年は、「令和元年」、またイノシシ年の「年男」でもあり、私自身の「チャレン
ジ」の年にしたいと思っています。今後とも、ご指導、ご鞭撻の程、どうぞ宜しくお願
い致します。
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地球が泣いている

SDGｓとエシカル消費編
大分支部 支部長 溝部 敏勝

平家物語は、平家の栄華と没落を描いた軍記物語です。作者はわかっていません。物
語は冒頭「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」の原文で始まります。ここで諸行
とは「すべての事物」を、無常は「常に変化し変わらないものは無い」と現在訳されて
います。つまり「諸行無常」とは仏教用語で、平家一門滅亡と同様に、「すべてのモノ
は続かない」と説いています。
諸行は、すべての事物故、家や車、テレビ等、また地球も含まれます。無常から、こ
れら事物はいずれ壊れる、または無くなってしまいます。しかし、壊れ、無くなるまで
の時間は、人々の行動如何で早まり、また遅らせることができます。
2018年10月に発表されました、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の評価報告書
をもとに、世界各紙は、「早ければ2040年前後までに、地球は壊滅的な状態に陥る」等、
驚きとショッキングなニュースを報じました。これは地球温暖化の進行により、「大気
中の気温の上昇が、あらゆる生物の生存を難しくし、更に自然災害が多発して追い撃ち
をかけ、やがて地球表面は、誕生の時と同じ岩肌の姿に戻ってしまう」、との危機感を
伝えたいのだ、と解釈しました。
地球の保護等を目的に、「SDGｓ(Sustainable Development Goals)が、2015年9月の
国連サミットで採択されました。
「SDGｓ」とは、持続可能な開発目標で、国連すべての加盟国（193か国）が参加し、
2030年までに達成を目指した人類の目標（ゴール）です。その目標（ゴール）のポイン
トは、環境と経済の両立、格差の是正、発展途上国だけでなく、先進国も含め、みんな
でゴールを目指す、という点です。
「SDGｓ」の大枠は、「気候変動、健康、教育、エネルギー、産業、まちづくり」等
の分野で、持続可能な世界を実現するために、17の目標（注）と169の具体策を掲げて
います。
「SDGｓ」を達成する手段の一つに、エシカル消費があります。エシカル（ethical）
とは英語で、「倫理的、道徳的」などと訳されますが、寡聞の私には耳慣れない、また
格式が高く、凛を感じる言葉に響きます。
エシカル消費の普及に先進的な、鳥取県の米子市で活動する、鳥取県消費生活センタ
ーを訪問してまいりました。本県では、エシカル消費を「おもいやり消費」と翻訳命名
し、子供からお年寄りまで、幅広い年齢層が親しみを持ち、県民挙げて普及啓発を進め
ています。
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エシカル協会では、エシカル消費を、「人と社会、地球環境のことを考慮してつくら
れた商品・サービスを消費（購入）すること」と定義し、以下の3つに分類しています。
①環境にやさしい商品の選択： 省エネ、低炭素製品やリサイクル製品、有機農産物、
賞味・消費期限の近い食品の購入で、食品ロスを削減する、マイバッグ持参ショッピン
グ推奨など、地球環境を守り続けること等。
②人・社会にやさしい商品の選択： 障害者が作った商品、フエアートレード（公正取
引）商品の購入など、公正な社会の仕組みを創り出すこと等。
③地域にやさしい商品の選択： 地産地消や地元商店での買い物、災害や被災地等で作
られたモノの応援消費、地域活性化につなげること等。
上記①～③より、エシカル消費の普及は、人々の安全・幸福や地域活性化に貢献する
と共に、地球環境を思いやり、地球延命への一助となりうることが、お分かりいただけ
るかと思います。
私達消費者個々人は、自身の好みに合った商品・サービスを、価格や自身の価値基準
に基づき、選択し購買しています。しかしその消費スタイルの一部が、他人や社会、地
球環境に悪影響を及ぼしているという、マイナス面をもたらしていることを認め、消費
行動を変えていかなければならないのでは、と考えます。
（注）
17の目標とは、
①貧困をなくそう ②飢餓をゼロに ③すべての人に健康と福祉を
④質の高い教育をみんなに ⑤ジェンダー平等を実現しよう ⑥安全な水とトイレを世
界中に ⑦エネルギーをみんなにそしてクリーンに ⑧働きがいも経済成長も
⑨産業と技術革新の基盤をつくろう ⑩人や国の不平等をなくそう
⑪住み続けられるまちづくりを ⑫つくる責任つかう責任 ⑬気候変動に具体的な対策
を⑭海の豊かさを守ろう ⑮陸の豊かさも守ろう ⑯平和と公正をすべての人に
⑰パートナーシップで目標を達成しよう。

-１７-

－九州

販売

最前線－

(第５回）続

販売額にフォーカス！！

この頁は、九州販売最前線と題して、九州の販売に関するデータにフォーカスして最前線の実態を探ろう
とする企画です。皆様の寄稿をお待ちしております。A4用紙一枚程度にてどしどしご応募ください！！！

コンビニエンスストア販売額の推移 【九州】
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
1月
770
847
1,005
1,030
2月
705
795
920
948
3月
813
879
1,045
1,088
4月
781
865
1,024
1,055
5月
831
897
1,074
1,082
6月
800
874
1,035
1,078
7月
894
992
1,156
1,177
8月
903
994
1,152
1,176
9月
831
994
1,053
1,107
10月
860
1,039
1,080
1,080
11月
821
983
1,030
1,053
12月
923
1,072
1,125
1,161
9,932
11,231
12,699
13,035

単位：億円
平成31年 1,400

1,061
1,200
992
1,198 1,000

平成27年

平成28年

平成30年

平成31年

平成29年

800
600
400
200
0

3,251

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

大型店商品別販売額の推移 【 九州合計（百貨店＋スーパー）】
＊沖縄の数字を含む

単位：億円

2,000

平成27年
平成28年
平成29年
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
平成30年
平成31年
1,800
1月
1,342
1,290
1,293
1,291
1,270
2月
1,171
1,130
1,094
1,102
1,102 1,600
3月
1,354
1,270
1,256
1,266
1,283 1,400
4月
1,258
1,141
1,194
1,196
1,200
5月
1,311
1,214
1,236
1,210
1,000
6月
1,244
1,178
1,189
1,210
800
7月
1,378
1,409
1,401
1,371
8月
1,286
1,249
1,255
1,263
600
9月
1,158
1,128
1,155
1,150
400
10月
1,252
1,242
1,245
1,259
200
11月
1,260
1,278
1,311
1,294
0
12月
1,722
1,717
1,725
1,682
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
15,736
15,245
15,354
15,294
3,655
出典：九州経済産業局 九州地域の経済動向 統計データ を加工

２０１９年５月１３日、経済産業省、九州経済産業局、調査課発表の時系列データを
加工、直近５か年比較でグラフ化してみました。 ３月の百貨店・スーパー販売額は
1,284億円、前年同月比＋1.4％の増加（５か月ぶり）となった。百貨店は442億円、同
▲2.7％の減少（２か月ぶり)、スーパーは842億円、同＋3.6％の増加（５か月ぶり)と
なった。２０１９年３月のコンビニエンスストアの販売額は、1,109億円、前年同月比は
＋1.9％の増加、家電大型専門店の販売額は331億円、前年同月比は、＋2.8％の増加、ド
ラッグストアの販売額は、572億円、前年同月比は、＋3.4％の増加、ホームセンターの
販売額は、273億円、前年同月比は、＋0.0％の増加となった。
２０１９年スタートは、百貨店・スーパーが５か月ぶりに増加に転じており、平成か
ら令和へと時代の転換時期、過去にない１０連休が消費にどのような影響を与えたか、
その動向を注視しておく必要がありそうです。
（文責 KIMITAKA TERAZONO）
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データをみる！ 考えてみる！

行動してみる！

第５回 ドミナントを続けるコスモス薬品
前々回のドン･キホーテ、前回のニトリに続き今回は
コスモス薬品を取り上げてみたい。

第５回です。皆様にとって気にな
るデータ、考えているデータ、取り
組んでみたいことを是非、投稿く
ださい！！

出典：株式会社コスモス HPより

コスモス社のホームページを拝見すると、企業戦略の中に「現代人にとって最も重要
なものは時間であり、時間の節約こそが消費者最大のニーズ。それを満たす新しいビジ
ネスモデルが、『小商圏型メガドラッグストア』なのです。」とある。店舗展開は全国
で９７７店舗（２０１９年４月現在）、九州内でもすさまじい勢いで５４６店舗（うち
福岡県１７０店舗）をドミナント展開している。私の住んでいる筑紫野市でも４店舗あ
り、しかも非常に近接しており、はた目にも採算が合うのか？と感じるほどであるが、
コスモスは、小商圏（商圏人口１万人）に限定した出店戦略で近隣のお客様に足繁く、
利用されることによりコンビニ以上の成長を描いている。
そして、「毎日安い「Everyday Low Price」戦略（EDLP）」をとっている。プライベ
ートブランド、「ＯＮ３６５（オン･サン･ロク･ゴ）」
を利用された方も多いのではないか。コンビニは、
ＦＣ方式で店舗数を増やし、業績を伸長させるビジネ
スモデルだが、安売りはできない。それに対し、コス
モスは直営店が主体であり、ＥＤＬＰを継続しつつ、
コンビニ同様のドミナント展開を実現している。
ドラッグストア業界では、あくまで食品は来店客を
増加させる手段でしかないが、コスモスでは、食品の
割合が５割を超える。利益率の低い食品を延ばすため
には、流通をはじめ構築されたシステムが必要である。
今後さらに収益力を高めるためには、人件費をはじめコスト増を乗り切る体質構築が
課題と言える。関東への進出も果たし、今後、さらに地域に密着して店舗展開を続ける
コスモスの動きから目を離せない。
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（文責 KIMITAKA TERAZONO）

福岡販売士協会・現況報告
□□□

お知らせ

□□□

令和元年５月１日現在

◆春季流通施設見学会
日 時：令和元年6月8日（土）13時現地集合
場 所：マークイズ福岡ももち
◆福岡販売士協会のホームページ
福岡販売士協会：http://www.farmmc.jp/
福岡販売士協会のこれまでと現在の活動状況がよくわ
かります。
会員のＨＰをリンク欄に貼ります。ご連絡下さい。

支
部
別
内
訳

正会員
１級販売士
２・３級販売士
賛助会員
福岡
宮崎
大分
熊本
佐賀
沖縄

84名（※26名）
66名
18名
3社
62名（13名）
2名（1名）
10名（5名）
2名（2名）
4名（1名）
4名（4名）

※人数のカッコ内の数字は登録講師の数です
◆会報の原稿を募集しています
・5月・9月・2月に発行、締め切りは前月末
・題名自由、1,000～1,500文字位、顔写真添付
福岡販売士協会役員体制（平成30年～令和元年）
・パソコンで、ワードやテキストメモなどに入力した
会 長： 栗川 久明 （事務局兼務）
ものをメールで送信ください。
・手書き原稿郵送でもOKです
副会長： 八尋 晃仁 （研修担当）
栗川 久明（事務局） ： fukumae@zenno.jp
◆ご意見は下記の連絡先までお願いします
○福岡販売士協会･会長 栗川 久明
〒810-0055 福岡市中央区黒門8-38-402
TEL/FAX：092-725-6200
携帯電話：090-7753-8018
Eメール：fukumae@zenno.jp
○福岡販売士協会･宮崎支部長 岩切寛文
Eメール：myorange387@yahoo.co.jp
○福岡販売士協会･大分支部長 溝部敏勝
Eメール：wbhbb435@ybb.ne.jp
○福岡販売士協会･熊本支部長 白石慎二
Eメール：s-shiraishi@smc-office.com
○福岡販売士協会･佐賀支部長 村口隆志
Eメール：mura@yacht.ocn.ne.jp
○福岡販売士協会･沖縄支部長 志村幸司
Eメール：k.shimura0212@gmail.com

編集後記

副会長：
副会長：
副会長：

岡野
小関
廣瀬

卓也
芳紀
紀子

（企画担当）
（総務担当）
（広報担当）

理
理
理

事：
事：
事：

岡野
毛利
蒲池

利哉
裕之
彰

（研修委員長）
（研修副委員長）
（研修副委員長）

理
理

事：
事：

冬木
大串

繁雄
雅一

（企画委員長）
（企画副委員長）

理
理
理

事：
事：
事：

長沼
植田
中島

玲子
徹
良一

（総務委員長）
（総務副委員長）
（総務副委員長）

理
理
理

事：
事：
事：

寺園
石井
西

公教
保彦
珠子

（広報委員長）
（広報副委員長）
（広報副委員長）

監
監

事：
事：

森山
横山

正夫
修二

顧
顧
顧

問：
問：
問：

福生
渡辺
高田

和彦
芳雄
暢夫

福岡販売士協会

ＦＡＲＭＭＣ（ファーミック）
Fukuoka Association for Retail Management and Merchandise Coordinators
先日、母の四十九日の法要を終え、子供の日に２０年ぶりくらいにハウステンボスへ行きまし
た。この間メディア等でエイチ・アイ・エスの澤田社長のインタビュー等で奇跡的な回復を遂げ
たことを知っていましたが、行ってみて驚きました。滞在型のテーマパークへと変身し、海外か
らの観光客を誘引しています。クルーズ船の寄港数が九州では、福岡についで長崎が二位で
あることをあらためて知りました。まだまだ成長の余地がありそうです。
「令和」の新時代がスタート。もはや戦後ではないといわれた昭和に生まれ、平成を３１年、
さて、「令和」をどのように生きる？
皆様の投稿をお待ちしております。（KT）
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