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九州の販売士のネットワーク
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長崎・福岡販売士協会合同見学会
令和元年７月１３日（土）

於 味の素株式会社 九州事業所

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？
令和元年７月１３日（土）初めての長崎・福岡販売士協会合同見学会が開催されまし
た。合計２１名に参加いただき有意義な時間を過ごすことができました。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。
P22「九州 販売 最前線」
P23「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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はじめての長崎・福岡販売士協会 合同見学会
会長 １級販売士 栗川久明
日
場

時：令和元年７月１３日（土）13:30～18:00
所：味の素 九州工場（佐賀市諸富町大字諸富津450）
ゆめタウン佐賀（佐賀市兵庫北5丁目14-1）
反省会：「しゃぶ菜」ゆめタウン佐賀1F
参 加：２１名（反省会１７名）
【福岡販売士協会】参加：１１名（反省会８名）
栗川久明、岡野卓也、小関芳紀、村口隆志、今井武史、長沼玲子、半田美和、
福生和彦、岡野利哉、廣瀬紀子、中島良一
【長崎販売士協会】参加：１０名（反省会９名）
坂口雄一、冬木繁雄、桑原哲夫、小山真結美、高橋幸子、吉岡英春、古川正司、
日数谷信二、松田陽子、山口由里子
内 容：
今回の見学会ははじめての長崎販売士協会と福岡販売士協会合同見学会でした。
長崎と福岡の丁度中間地点になる佐賀市内の見学先で合計21名という大勢の会員
にご参加頂きました。
当日は13時30分までに「味の素 九州工場」集合ということでそれぞれの交通手段
で駆けつけて頂きました。
「味の素 九州工場」の見学は、味の素の歴史やアミノ酸情報を、味見体験を通じ
て分かりやすく解説して頂き、会場内の展示物も分かりやすく掲載されていました。
会議室ではうまみ体験で、アミノ酸のすごいパワーを実感させて頂きました。
アジパンダバスに乗り込み工場見学に出発、工場施設外観からの見学に合わせ、
車内モニターでアミノ酸を作る工程をDVDにて各現場担当者に説明頂きました。
あっという間の75分でした。
「味の素 九州工場」から「ゆめタウン佐賀店」まではジャンボタクシー2台で移動
しました。
「ゆめタウン佐賀店」では高橋支配人より同施設の概要と現在実施中の4日間の
セール内容についてご説明を頂き、質疑応答の時間を頂きました。
「ゆめタウン佐賀店」は約200店舗以上のテナントを有し、2006年開業以来13年間、
毎年売上増進を示しており、今は「ゆめタウングループ」内の売上ナンバー１の
店舗とのことです。近年増床した事が大きく寄与しているようです。
この後、約1時間各自店内自由見学を行い、午後5時から館内の「しゃぶ菜」にて
反省会を行いました。しゃぶしゃぶとお寿司を食べ、飲み放題で約90分の楽しい
懇親会でした。懇親会では参加者全員に簡単な自己紹介をして頂きました。
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長崎・福岡販売士協会合同見学会を終えて
副会長 ２級販売士

岡野

卓也

7月13日（土曜日）午前9時15分博多駅6番線ホームに集合の案内状に伴い、
参加者のうち4名が定刻前に集合致しました。ここから4人組の行動計画に狂
いが生じました。当初19分の快速にて鳥栖までの予定が、一便早い各駅停車
にて鳥栖に移動を開始しました。
途中二日市にて快速乗換予定が、4人掛けで会話が弾み乗り換えませんでした。鳥栖
駅到着後、乗換時間を間違えた事を確認し、愕然としましたが、何と鳥栖駅で中島さん
と合流し5人組となった次第です。中島さんも乗り遅れた様子です。約50分の待ち時間
で佐賀に移動、それでも予定のバスには間に合うのですが、昼食時間を佐賀駅構内のレ
ストランで堪能し、予定のバスを一本遅らせて佐賀バスターミナルを出発致しました。
天候はどしゃぶりの大雨。当方は予定通り、西鉄バスにて柳川行に乗車し、諸富橋に
て下車、徒歩で味の素九州工場に予定より30分遅れて到着しました。途中長崎の小山さ
んから柳川にいるとの連絡を頂いたが、長崎グループの行程がどんなルートなのか気に
なった次第です。（後で判ったのですが、乗越して柳川まで行かれたとの事・・・？）

味の素九州工場の見学会は、味の素の歴史やアミノ酸情報を、味見体験を通じて分か
りやすく解説を頂きました。会場は「アジパンダ」が出迎えてくれ会場内の展示物も分
かりやすく掲載されていました。会議室ではうまみ体験で、アミノ酸のすごいパワーを
実感、大人気の「アジパンダ」ショップではここでしか手に入らない限定グッズをそれ
ぞれ購入、工場見学記念の土産を頂き（いつもの品に加え新商品を頂く）正面入り口に
て記念撮影しアジパンダバスに乗り込み工場見学に出発しました。工場施設外観からの
見学に合わせ、車内モニターでアミノ酸を作る工程をDVDにて各現場担当者に説明頂き
ました。あっという間の75分でした。味の素九州工場の方々にはこの場を借りて御礼申
し上げます。ありがとうございました。＜Eat Well Live Well＞おいしく食べて健康づ
くりのテーマ通りの工場見学会でした。
味の素九州工場からゆめタウン佐賀店にはジャンボタクシー2台で移動しました。ゆ
めタウン佐賀店の高橋支配人とインフォメーション前にて合流し、各自自己紹介と同施
設の概要についてご説明を頂き質疑応答の時間を頂きました。
こちらの店舗は約200店舗以上のテナントを有し、2006年開業以来13年間、毎年売上増
進を示しており、今はゆめタウングループ内の売上ナンバー１の店舗との事です。近年
増床した事が大きく寄与しているようです。
この後、約1時間を使って各自店内を自由見学を行い、午後5時から館内の「しゃぶ
菜」にて反省会を行いました。17名の参加者にて、しゃぶしゃぶとお寿司食べ、飲み放
題にて約90分の懇親会がスタートしました。長崎販売士協会の行事は普段平日での企画
が多いとの事で、参加人数を心配されたようですが、今回は長崎が10名、福岡が11名の
総勢21名の方に参加頂きました。皆様に一言ずつお話頂きましたが、概ねよかったとの
意見が聞かれ今回の企画は成功だったと考えます。
次回は恒例の「納涼ビアパーティ」です。この記事が読まれる頃は終わっていますが、
来年以降も販売士協会の各行事に積極的にご参加下さいますようお願いし、終わります。
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長崎・福岡販売士協会合同見学会に参加して
理事 1級販売士

長沼 玲子

令和元年７月１３日、長崎・福岡販売士協会合同の見学会が開催され
ました。
見学場所 味の素㈱ 九州事業所
（佐賀市諸富町冨津４５０）
ゆめタウン佐賀
（佐賀市兵庫北５－１４－１）
参加者
２１名 （長崎販売士協会１０名・福岡販売士協会１１名）
当日は梅雨末期のかなり強い雨の日でした。１３：００現地集合とな
っていましたが、余裕をもって出発したにもかかわらず、時間ギリギリで到着する人も
ありました。
味の素㈱九州事業所
人間のカラダの２０％を占めるタンパク質は２０種類のアミノ酸からできているそう
ですが、そのうちの６種類のアミノ酸がこの工場で製造されています。
特に誰でも知っているのが、うま味調味料の味の素（グルタミン酸）。
この工場の見学コースには、簡単な味見体験が設けられていて、皆で楽しく、うま味
やカロリーゼロ甘味料のアミノ酸パワーを実感しました。
また、広々として整理整頓された工場内をバスで廻り、巨大な発酵プラントや様々な
施設をみせていただきました。
最後は工場見学室内に展示されている、昭和初期からの味の素の懐かしいパッケージ
や「奥様手帖」という古い冊子、会社の歴史などを拝見しました。
アジパンダの前で全員で記念撮影、嬉しいお土産もたくさんいただき、工場を後にし
ました。
ゆめタウン佐賀
ここでは団体行動はなく、一人ひとり自由に店舗内を
見学（散策）しました。
佐賀のこの地区では一番大きなショッピングセンター
であり、土曜日の午後ということもあり、多くの買い物
客が訪れていて、カフェやスィーツ系のお店では行列も
できて、なかなかコーヒーにありつけませんでした。
この後、ゆめタウン佐賀内の「しゃぶ菜」で反省会と
なりました。
今回の長崎・福岡両販売士協会の合同見学会は初めて
の試みでしたが、初対面の方も、そうでない方も皆、和
気あいあいとして楽しい見学会でした。個人的には、移
動のバスで隣り合わせた長崎の山口さん、帰りの電車で隣り合わせた村口さん。お二人
とも創業支援を仕事にされていて、日ごろは聞けないお話を伺うこともでき、とても充
実した一日でした。
最後に、この見学会にご尽力いただいた長崎の冬木繁雄さん、福岡の岡野卓也さんに
心より感謝申し上げます。
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春季流通施設見学会を終えて
副会長 ２級販売士 岡野 卓也
今年度の流通施設見学会会場は昨年11月21日にオープンした「MARK IS福岡ももち」で
す。同施設は「MARK IS」ブランドとして全国3番目、最大規模の施設としてヤフオク
ドーム球場横のホークスタウンモール跡地の複合再開発として開業した施設です。
ディべロッパーは三菱地所株式会社で、天神ＩＭＳ、鳥栖プレミアムアウトレット等
を運営する企業です。

今回は6月8日土曜日午後からの計画でしたが、ご存じのようにＧ20財務相・中央銀行
総裁会議と重なり、更に会場が「ヒルトン福岡シーホーク」で実施されていました。今
回の見学会場に隣接しており、厳戒態勢の中での見学会となりました。ご想像の通りお
客様は普段の半分くらいと思われ、ゆっくり見て回れる状況でしたが、当初予定してい
たドーム球場周辺へは立ち入る事も出来ない状況でした。集合は同施設内のユニクロ前
でしたが、今回は遅れる方もなく全員集合し見学会がスタートしました。記念写真を
撮ったのち同施設の管理会社の会議室に移動。
今回は同施設を運営する三菱地所リテールマネージメント株式会社、九州事業本部
九州運営３部 MARK IS福岡ももち 副館長の 淀川明信氏にご案内頂きました。同氏は
前のホークスタウン開業時（ダイエー時代）よりショッピングセンターの運営に携わり、
ホークスタウンの撤収作業まで勤務され、その後は三菱地所グループに転籍、新規開業
業務に携われた経験を持つ、まさにももちエリアの生き字引のような人物です。
管理会社の会議室に説明会用の会場及び手元資料までご準備頂きました。約６0分で施
設状況（写真パネルによる建築前の状況等）を非常に判り易くご説明を頂き、質疑応答
にもご丁寧にご対応頂きました。
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ご説明のポイントは次の通りです。
・同施設の来店状況は、開業時14万人/日、GWは10万人/日、平均4万人/日、開業から5月
までで700万人以上来店頂いている。
・同施設の管理運営会社は8名で運営している。（外部協力会社は別途在中）
・各店舗の運営状況は入館時に従業員の出勤状況が把握でき、管理に役立てている。
（オープン時間に間に合わない店もフォローできる仕組み）
・店舗の販促告知は館内にデジタルサイネージを配置し情報提供を行う。（活用状況は
まだまだ足りない様子との事）
・インフォメーション横にはAIを導入した設備を設置。（AIも勉強中との事）
・出店条件は最低保障賃料を含む歩合賃料にて契約。（各テナントにより若干の違いは
ある。SC側に望まれて出店する場合は有利な条件？）
・テナント店舗の運営に関してサポートをするのが管理会社の業務である。（店長会議、
クリスマス会等を企画し、人材教育及び定着化をフォローしている。）
・テナント側の人材教育に関してはSC協会のロールプレイング大会、三菱地所グループ
の教育プログラムを活用している。（販売士の資格制度も活用頂くよう提案）
・今後の計画は如何に近隣施設との共存を図って行くかが課題である。（先々隣にタ
ワーマンションも完成予定・・・）

最後に全員で記念写真を撮り、説明会は終了致しました。
その後、館内を自由見学し4時からフードコートにて反省会
を行いました。反省会の意見は以下の通りです。
・新規の施設で、運営方法等考え方が進化している。
・管理会社のスタッフが8名で行われている事には驚いた。
・バックヤードの見学時間を取ってもらいたかった。
・売場構成も、先のホークスタウンと違って良い店舗が入店
している。先の教訓が反映されているように感じた。
・デジタルサイネージが目立たない。
・次回は青果市場等の見学会を希望。
・トライアルの無人営業店舗等の見学を希望。
他にも沢山のご意見を頂きました。来期計画の参考にさせて
頂きます。
反省会はその後「初喜」に会場を移し、2次会を行いました。
こちらは西新に本店がある、本業は肉屋さんが運営する飲食店
で３階フードコートの奥にあります。今回はもつ鍋を囲んでの
会食で、鍋も飲物も食べ放題、飲み放題の企画でした。参加者
全員に満足頂いた２次会でした。
来月の福岡・長崎合同企画の見学会も是非ご参加下しますよう
お願申し上げ報告を終わります。
お疲れ様でした。
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令和元年度第１回役員会議
日
場
参
内

実施報告

時 ： 令和元年５月１５日（水）19:00～21:00
所 ： 居酒屋「博多炉端 野が海」 （福岡市博多区博多駅東1-12-7 B1F）
加 ： ６名
栗川久明、長沼玲子、岡野利哉、蒲池彰、蒲池彰、植田徹、石井保彦
容 ：
会員・会費納入状況、春季流通施設見学会、2019年度活動計画改訂について、
春季流通施設見学について、長崎・福岡販売士協会合同見学会について
今回の役員会議は、専門学校の教室が全校行事で使用できなくなったため、
居酒屋「博多炉端 野が海」で役員会議兼懇親会として参加者6名で開催いた
しました。
今年の会費納入状況は例年並みで順調です。
6月8日(土)には春季流通施設見学会で「マークイズ
福岡ももち」を見学します。また、7月13日(土)に
は長崎・福岡販売士協会合同見学会として「秋の素
佐賀工場・ゆめタウン佐賀」見学します。ご予定を
お願いします。
次回の役員会議は9月17日（火）に麻生情報ビジネス専門学校で開催します。

令和元年度夏の納涼家族ビアパーティ
日 時 ： 令和元年８月２４日（土）12:00～14:00
場 所 ： アサヒビール園 博多店
参 加 ： ８名
栗川久明、岡野卓也、小関芳紀、冬木繁雄、長沼玲子、横山修二、福生和彦、箱森哲則
内 容 ：
恒例の納涼ビアパーティが8月24日(土)12時～14時「アサヒビール園博多店」に
おいて開催されました。納涼ビアパーティは平成16年から始まり、今回は第16回目
になります。長崎の冬木繁雄さん、北九州市の小関芳紀さん、小竹町の箱森哲則さ
んを含む8名のご参加でした。
常連組ばかりなので、バーベキューの焼き方・飲み放題の注文は4人ひと組のグ
ループの特徴を出されており、いろいろな話題で盛り上がり楽しいひと時を過ごし
ました。日ごろは飲まない「中ジョッキ・生ビール」を何杯も飲み、また牛肉ジン
ギスカンをおなか一杯いただきました。2時間の飲み放題・食べ放題のコースでし
たが、あっという間に時間が経過し、引き続き希望者5名で博多駅のカラオケビッ
グエコーで二次会を行い、それぞれ十八番の曲を披露しあい大いに盛り上がり楽し
んできました。
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私のリーテルマーケティング教授法
佐賀支部

1級販売士

前田英宣

2017年4月より長崎県立大学・経営学部にてリテールマーケティング
検定2級・3級に関する講義（講義名はそれぞれ販売・経営管理、販売・経
営管理演習）を担当しています。今回は私が実践しているリテールマーケ
ティング教授法（養成講習会と大学の講義の違い、講義の進め方、講義資
料の作成方法など）について、皆様にご紹介したいと思います。
１．養成講習会と大学の講義との違い
（１）講義時間
日本商工会議所が定めている養成講習会の講義時間は、3級が25時間、2級が30時間で
す。一方、大学の講義時間は、1回1.5時間×15回＝22.5時間です。したがって、より少
ない時間でコンパクトに授業を進める必要があります。
（２）講義内容
養成講習会の場合は、基本的には販売士ハンドブックの内容にそって講義がすすめら
れます。それに対して大学の講義は、学内での他の授業（長崎県立大学ではマーケティ
ング論や流通政策論など）との関連性も重視して、内容的により膨らみのある授業にし
なければなりません。そのため他の授業のテキストを一読し、講義ではその内容を絡め
た解説もするよう心掛けています。
（３）テキスト
養成講習会では、販売士ハンドブックあるいは養成講習会テキストが必携とされます
が、大学の講義ではテキストの購入は任意です。第1回目の講義で参考図書をいくつか紹
介しますが、特にハンドブックは高額なため購入する学生がほとんどなく、テキストに
基づいた講義は困難です。そこで、オリジナルの講義資料をパワーポイントで作成し、
テキストの代わりとしています（講義資料の作成方法については３で説明します）。
２．講義の進め方
皆様ご存じの通り、販売士ハンドブックは小売業の類型、マーチャンダイジング、ス
トアオペレーション、マーケティング、販売・経営管理の5科目構成となっています。
この科目構成に沿って講義をしてもよいのですが、学習者（特に初学者）にとってやや
わかりづらい感じがします。そこで大学では、ハンドブックの内容を分解し、学生がよ
り習得しやすい順序に内容を再構成して講義しています。
以下ではその具体的内容を、リテールマーケティング3級の講義を例に説明します。

小売業の類型

マーチャンダ
イジング

ストアオペ
レーション

-８-

マーケティン
グ

販売・経営管
理

（表1は「各回の授業で学ぶ内容と販売士ハンドブックとの対応表」です。全15回の
講義のうち、各回で学ぶ内容のタイトルと、各回の学習内容が販売士ハンドブックのど
の科目・章と対応しているかを示しています。
【表1：各回の授業で学ぶ内容と販売士ハンドブックの対応表】

第1回、第2回ではまず、小売業の仕組みについて講義します。第1回では小売業の機
能や役割を、第2回では現代小売業の主流である「組織小売業（チェーンストア）」の
特徴をとりあげ、学生に小売業の大まかなイメージをつかんでもらいます。
第3回から第8回では、全15回の講義の中で核心部分となる「リテールマーケティング
戦略」の内容について、マーケティングミックスの「4P（Place・Product・Price・
Promotion）」の視点から講義します。第3回ではメーカーと小売業のマーケティングの
違いや顧客満足経営の重要性（CRMやFSP）を明らかにした上で、4PのPlaceにあたるス
トアロケーション（商圏と立地）を、第4回～第6回では4PのProductにあたるマーチャ
ンダイジング（第6回ではPriceも）を、第7回、第8回ではPromotion（3P戦略）を扱い
ます。すでに基礎科目でマーケティングを学んだ学生に
とっては、マーケティングミックスの4Pを切り口とした
講義がリテールマーケティングを理解する上で最適であ
ると考え、こうした構成にしています。
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第9回、第10回では、上記リテールマーケティング戦略を下支えする「店舗でのオペ
レーション活動」を講義します。第9回では店舗での日常業務を、第10回では重要な経営
資源であるヒト（作業割当や販売員教育）・モノ（商品管理や店舗施設管理）・カネ
（金銭管理等）について取り上げます。
ここまでの10回の講義で小売業の仕組みや企業活動としてのリテールマーケティング
の全体像が理解できたところで、第11回、第12回では、具体的に世の中にはどのような
小売業が存在し、それら小売業がどのような商品政策や仕入政策、運営方法をとってい
るかについて講義します。主要な「店舗形態」（専門店・百貨店・GMS・SM・HC・DgS・
CVS 等）とともに、それら小売業の集合体である「商業集積」（商店街やショッピング
センター）についても学びます。
第13回、第14回では、企業活動を規制する法令や計数管理（財務会計と管理会計）に
ついて講義します。
第15回では、「まとめ」としてこれまでの講義内容の振り返りや、「補足」としてハ
ンドブックに書かれていない内容（メーカーの流通チャネル戦略やオムニチャネルな
ど）の講義、さらには今後の2級学習に向けてのアドバイスなどを行います。
なお、第1回講義のときに、図1のように「講義で学ぶ内容の全体像」をあらかじめ示
し（表1とともに資料を学生に配布）、各回の講義で今どこの部分を学んでいるのかを常
に意識するよう指導しています。

【図１：講義で学ぶ内容の全体像】
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３．講義資料の作成方法
講義資料（講義スライド）を作成するときの留意点は、次の通りです。
（１）スライドの枚数をできるだけ少なくする。
販売士ハンドブックの内容をすべてスライドにすると膨大な量になるので、1回の講義
に使用するスライドの枚数はタイトル部分も含め12枚まで（3枚×4ページ）とし、過去に
出題された内容や講義上絶対に説明しなければならない内容に厳選して作成しています。
（２）過去の出題問題を意識する。
リテールマーケティング合格のためには、過去問の理解が不可欠です。そこで、直近の
試験を含め過去10回分くらいの試験問題の出題パターンを分析し、講義スライドを作成し
ています。各スライドの下部には関連する過去問番号を付し、その過去問を市販の過去問
題集で必ず解いてスライドの内容を理解するよう指導しています。また、過去問番号がい
くつ付せられているかによりその講義スライドの内容に関する出題頻度や重要度がわかり、
よりメリハリのある学習が可能となるメリットもあります。
（３）内容をできるだけ表や図にまとめ、字はできるだけ大きくする。
表や図を多用し、また字を大きくする（16ポイント以上）ことで見やすいスライドにな
るよう工夫しています。

スライドタイトル
表や図を多用する

字はできるだけ大きくする

表や図を多用する

スライド内容に関連した
過去問番号を明示する
４．最後に
講義履修者が毎回100名を超え、大教室での授業はなかなか大変なものがあります。90
分間学生の意識を引きつけ続けるためには、プレゼンテーション能力がいかに大事かを痛
感しています。
なお、大学での講義経験を通して、販売士ハンドブックや販売士制度についても様々な
課題が見えてきましたが、これらについては、また機会をあらためて寄稿できればと考え
ています。
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－寄稿 「ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行
アフリカ大陸篇・北アフリカ・エジプト、チュニジア、モロッコ －その１－
１級販売士 山路博之
私は1942年(昭和17年)生まれの後期高齢者で自称「ニッポンの元気シニア」
だ。シニア年齢はWHO(世界保健機関)では高齢者を65歳以上と定義付けて
いる。元気とは体だけでなく、旅行先で常に歩くために健脚である事、
どんな難題に出会っても、それにめげない精神的な若さ、タフさ、好奇心
の旺盛さも必要とする。更に海外旅行には危険が伴うこともあり用心深
さと共に、厚かましさや勇気が特に必要だ。また趣味として大学時代から
50数年硬式テニスを継続、そして10数年、地元の春日混成合唱団に所属し、
毎年12月にベートーヴェン歓喜の歌・交響曲第九を春日交響楽団と一緒に（テノール
パート）歌ったりして毎日の生活を楽しんでいる年金生活者だ。
私は会社を定年退職後、ボランティア活動に専念、その一つが九州国立博物館（福
岡・太宰府市）で2008年から6年間、外国人来館者の館内案内・常設展の英語ガイドをし
ていた。そして、私は日本の素晴らしい国宝や重要文化財を見ている内に、私の夢から
目標となり、ライフワークとなったのは、シニアの私が、まだ体が自分の意思通り動く
元気なうちに、世界の宝であり人類の共有財産である世界6大陸の主要な世界遺産を訪問
し、同時に主要博物館・美術館等を巡ることだった。それも年金生活者の私には、贅沢
な海外旅行をする余裕はないので、如何に安くそして安全な旅ができるかを実践する事
だった。それも、より長期間、より多くの世界遺産を廻る為に、旅行資金稼ぎの為そし
て健康増進の為、毎日ウォーキングを兼ねてチラシのポスティングやシルバー人材セン
ターで活動している。
そして、2011年、私が68歳の時から毎年世界6大陸世界遺産大紀行の為に、若者の間で
自由旅行のシンボルであるバックパッカースタイル（リュックサックを背負って旅行す
る）で、安いホステルに泊まり、鉄道・バスを利用し、一人で如何に長期間、多くの世
界遺産を旅することができるか挑戦を続けている。
私が2011年から毎年続けている世界6大陸世界遺産大紀行は、2019年で8年目を迎え、
年齢的に私は76歳になった。世界6大陸の定義もいろいろあるが、私が言う世界6大陸と
はヨーロッパ・北アメリカ・アジア・オーストラリア・南アメリカの各大陸・そして最
後に残ったのはアフリカ大陸。そのアフリカの中で、今回は北アフリカのエジプト、
チュニジア、モロッコを旅する事にした。その主目的は現在世界遺産となっている地中
海周辺諸国に残る古代ローマ遺跡とエジプトの5000年の時を経て今なお輝き続ける古代
遺跡である巨大建造物、壮大な神殿、色鮮やかな壁画、贅の限りを尽くしたファラオ
（王）の墓等を巡る為である。そして前後して、イタリア、スペインのまだ訪問してい
ない世界遺産を訪問すること。
私の旅スタイルはこれまで通り、バックパッカースタイルの一人旅。格安旅行を貫く
ため、移動は長距離バスと鉄道、宿泊はホステルとこれまでと変わらない。日程は北ア
フリカの砂嵐シーズン直前の2019年2月から3月の39日間とした。
今回も少々長い世界遺産大紀行記になったが、電子書籍で、9冊目、題して「ニッポン
の元気シニア世界遺産大紀行・アフリカ大陸篇・北アフリカ・エジプト・チュニジア・
モロッコで出版した。写真も満載しており、ご興味のある個所を中心にご笑覧賜れば幸
いである。今回は、私の全日記篇の中で、エジプトの一部を抜粋してご紹介したい。
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バックパッカースタイルで
自宅を出発する筆者

エジプト

アフリカ

■エジプト概略
＊豊穣なるナイルに育まれた土地
エジプト全体を見渡すと、国土の90％以上が乾いた砂漠地帯である。しかし1本の大河、ナイル川が南
北を縦断しているため古代からエジプトは極めて恵まれた土地であった。エジプトの社会、文化はナイ
ルを中心に育まれたといってもいい。1年の区分は、ナイルの氾濫期、水が引いた時期、乾季とナイル
の状態で3つに区分された。
＊7000年の歴史と古代エジプト文明発祥の国
今から約7000年前の紀元前5000年頃、ナイル流域に定住した農民が最古のエジプト人と考えられている。
農業には共同作業が必要とされるナイルの治水工事などが必然的に生じ、次第に社会が形成されていっ
た。やがて社会は支配階級が生まれるようになる。紀元前3000年頃、世界4大文明の一つ古代エジプト
文明が始まった。
上（UPPER）エジプト出身のナルメル(メネス)王が、それまでに形成されていた上下2つの王国を統一。
エジプトはファラオ(王)が統治する1つの国となった。この時から最後の女王クレオパトラ7世が自殺す
る紀元前30年迄が、古代エジプトが花開いたファラオの時代となる。ピラミッドをはじめとする巨大建
築物、1000の神々を崇める宗教観、ヒエログリフやパピルスの発明による学問の普及等、数多くの高度
な文明がこの時代に生まれた。
2月1日の日記・モスクのミナレットが林立するエジプトの首都・世界文化遺産 カイロ歴史地区
■カイロの歴史は、7世紀にアラブ人が築いた軍事基地付から始まる。紀元969年にイスラーム教を奉じ
るファーティマ朝の第4代カリフ(最高指導者)が、現在のオールド・カイロの北に新都市を建設、カー
へラ（「勝利者」の意、イタリア語読みが「カイロ」で歴史上初めてカイロというと名が登場）と命名、
町はイスラームの政治・経済・宗教の一大中心地への道を歩みだした。12世紀には防衛のためにシタデ
ル(城塞)が築かれ、13世紀半ば～16世紀初頭のマムルーク朝時代に繁栄期を迎える。交易が盛んに行わ
れ、146に及ぶモスクが建設された。町には600を超えるイスラーム建築が残り、中世の面影を伝えてい
る。

エジプト考古学博物館

考古学博物館内の様子

私は最初にエジプト5000年の歴史を知りたく、エジプト考古学博物館行く。朝8時前に
宿を出て市内の様子を知るために歩いて行く。宿は地下鉄メトロ・ナーセル駅近くで中
心街にあるが、早朝の町は全く静かで、ほとんど人が歩いていない。今日は金曜日、日
本の日曜日に当たる。エジプトでは休日という言葉が指すのは金曜日のことで、特別な
お祈りの日。この日だけは男性は必ずモスクに集まって、イマーム(礼拝指導者)の説教
を聞きながらお祈りをする。
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私は30分ほど歩き、カイロ中心街のタフリール広場の一角にあるエジプト考古学博物
館に着く。9時開館だが、ここには既に多くの観光客が並んでいた。私が驚いたのは、そ
の入場料の高さ。大人は160£E(約1100円)＋写真撮影代50£E(350円)。他にミイラの部屋
に入るには別180£E(1200円)と、町の諸物価とはかけ離れた料金だ。2007年の入場料が
40£Eだったが４倍に値上がりしていた｡それでも多くの海外からの観光客、特に中国人団
体客が多いのに驚く。その後、エジプトに来る旅行客で東洋人の顔をしているのは中国
人が殆どで、エジプト人は路上で東洋人を見ると「ニーハオ」を連発していた。私が思
うには、20～30年前のエジプトへの東洋人の観光客は日本人ばかりのツアー客達であっ
たと思うが、時代が変わったのを感じる。
世界に誇るエジプトの秘宝・偉大なるファラオ(王)達の遺産が集い、古代エジプトの
栄光と人々の様々な思いが詰まっている考古学博物館は2階建てで部屋数は100以上あり、
コレクション総数12万点以上所蔵している。ほとんどの入場者はツアーでガイドの説明
があり、英語の他に中国人ツアーが多く、エジプト人男性による中国語の説明が多く聞
かれたのに驚く。残念ながら日本人ツアーに会わず、日本語ガイドは聞けなかった。こ
の広い博物館を、じっくり見たい人は数日かけて見る人も多いと聞くが、私はゆっくり
全部見て廻ったが、4時間程かかった。展示にある英語の説明は文字が小さく読むのが難
しく、その展示品が何であるかを確認するだけであった。ガイドブックにある下記の目
玉展示品等はじっくり見る。

左から①ハトシェプスト女王のスフィンクス②アクエンアテン王の巨像③書記座像
④ラーホテプとネフェルトの座像

⑤ツタンカーメンの黄金マスク（左）とツタンカーメン王の副葬品
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そして最も人気のある展示は20世紀最大の発見と言われる⑤トゥトアンクアムン(ツタ
ンカーメン)の黄金のマスクだ。
20歳前後で亡くなった若きファラオの少年王に捧げられた膨大な数の秘宝の副葬品。
ツタンカーメンの黄金マスクはまるで魂が宿っているかのような顔だ。
ツタンカーメンのミイラが発見された時、このマスクをかぶり3千年の間眠っていたと
いう。黄金のマスクは純金製で重さ11㎏、目の部分には鮮やかな水晶と黒曜石が使われ、
額の上のヘビとコンドルは上下エジプトを表し、背中のヒエログリフ(古代エジプトの象
形文字)は死者の書の一部を引用している。古代エジプト人の副葬品は来世を現世の延長
としてとらえ、常に来世の日々の暮らしに備えた。金銀財宝だけでなく、家具や食べ物、
化粧道具等の日用品も一緒に埋葬した。
２月２日 世界遺産ギザのピラミッドに行く。
今日は日帰りで行くカイロ郊外13㎞にあるエジプトのシンボルで世界遺産・ギザの三
大ピラミッドやスフィンクスを見るのを楽しみにしていた。しかし終わってみれば、あ
る印象悪い出来事で、私の現在のエジプトという国自体及びエジプト人に対する見方が
180度変わってしまい、悪い思い出が残る日となった。
エジプトといえばピラミッド。ピラミッドと言えばエジプトだ。ギザのピラミッドは
神秘と謎に包まれた古代エジプト人の叡智とエネルギーの集大成の賜物で、ギザのピラ
ミッドは世界に名だたる3大ピラミッドがあり、他にサッカーラの階段状ピラミッド・ダ
フシェールの屈折ピラミッドがある。旅行社によるツアーが一般的だが、私はギザピラ
ミッドに、一人でメトロを使って行くことにした。全て自分でいろいろ経験したかった
からだ。

三大ピラミッド左からクフ王・カフラー王・メンカウラー王の各ピラミッドと右クフ王のピラミッド
■ギザのピラミッドは、古代エジプト王国第4朝時代に造られた。そこには三大ピラミッド・クフ王の
ピラミッド（建造紀元前2550年頃・1辺の長さ305m・高さ137m)、カフラー王のピラミッド(高さ143m)、
王妃のピラミッドが併設されたメンカウラー王のピラミッド(建造紀元前2550年頃・1辺の長さ103m・高
さ65.5m)があり合わせて「ギザの３大ピラミッド」と呼ばれている。隣接するスフィンクスとともに、
エジプトを象徴するイメージとなっている。クフ王のピラミッドは、ピラミッドの王様。平均2.5トン
の石を約230万個積み上げて造られ、基底部に使われた石には15トンを超えるものもあるといわれてい
る。
■クフ王のピラミッドは、世界遺産・秦の始皇帝陵（中国）と百舌鳥・古市古墳群（日本）と並び、世
界屈指の王の墓と言われている。
■ピラミッド内部には、地下の玄室、女王の部屋、王の玄室や大回廊などが存在している。王の遺体
（ミイラ）は地下の玄室でなく、王の玄室に安置されたのではないかと考えられている。
■大ピラミッドは王の墓と考えられてきたが、ピラミッド内からはミイラも副葬品も出土していないた
め謎が残る。建築方法についても、いまだ解明されていない点が多い。またピラミッド建設は、奴隷に
よる強制労働と思われていたが、1990年に、ギザでピラミッド建設に従事した労働者の住宅跡が発見さ
れ、彼らは家族と同居し、労働の対価にパンやビールを得ていたことなどが明らかとなった。この調査
結果を受けて、近年では、ナイル川が氾濫する農閑期に農民に仕事を与える公共事業ではなかったかと
考える学者もでている
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■スフィンクスは、頭は人間、身体はライオンという人面神獣の石像で、全長57m、高さ20mと巨大な天
然の岩山をもとに造られていた。アラブ人が侵入後、鼻がけずられ、イギリスには髭がとられた顔は愛
嬌がある。3大ピラミッドのすぐ近くにあるものは、ほかにいくつもあるスフィンクスに比べて巨大で
あるため、大スフィンクスと呼ばれている。長い間カフラー王の命によりピラミッドの守り神として紀
元前2500年ごろに造られた。スフィンクスは世界遺産の一部。

私はピラミッドに行くため地下鉄ギザ駅で下車し、ホームから改札口に向かうが、そ
の途中一緒に下車したと思われる30歳代のエジプト人男性から「ギザに行くのか？」と
声をかけられ、「そうだ」と答えると、「自分は今仕事の帰りでピラミッドの入口の近
くに住んでいるので、一緒に行ってあげよう」と言う。見たところ悪評高い観光業者で
ないし普通のエジプト人男性で、私はメトロを下車して、ピラミッド迄バスで行くのに、
どこから行くか知らなかったので、渡りに船と何も疑うことなくついて行った。歩きな
がらお互い自己紹介する。彼はAHMEDOと言う英語が上手なエリートに見えた。私が日本
人の旅行客で、エジプトには初めて来たと言うと、彼は「日本は素晴らしい国で、近い
うちに日本に行きたいので行った時は宜しく。その代り今日は自分が面倒を見てあげよ
う」と言う。私は2日前、バスで一緒だった親切なエジプト人と同じだと思い、すっかり
彼を信用してしまった。それが間違いの始まりとは、この時は全く予想もしなかった。
私は2つある入口の内、クフ王のピラミッドがある入口に行きたかったが、彼は「ラク
ダツアーの所に友人がいるので安くしてもらうように頼んであげよう」と言われ、私は
ついその気になり、彼の言うとおりに一緒にいってしまった。マイクロバスで、その入
口まで行き、そこで友達だと言う業者を紹介された。ラクダと馬があるが、安い馬の方
の値段を聞くと、1時間で600£Ｅ，2時間で900£，3時間で1200£Ｅと法外な値段を吹っか
けてくる。まだエジプト2日目の私は、値切る知識を持ち合わせず、エジプト通貨が無い
と言うとユーロでOKだというので、3時間分・65ユーロ（1300￡E）を払うはめになった。
多分この金額の一部は彼への謝礼だろう。
彼はツアーが終わる3時間後に又ここで会おうと言い、そこで別れたが、後に伏線が
あったとは、私は全く気が付かなかった。それまでは、彼は私からバス代も受け取らず、
1銭も要求せず親切な人だと信じきっていたからだ。
私は早速2頭の馬で一緒にツアーガイドで行く。ガイドの男性はタハミールという30歳
の男性で、結構英語が上手な愛想の良いガイドだ。
私にとって馬に乗るのも初めて、ピラミッドを馬で周るのも初めての経験で、しかも
舞台は世界遺産ギザのピラミッドとあり、かなり高揚していた。彼はいろいろ説明して
くれたが、ピラミッドの中は墓泥棒の略奪により、ミイラも副葬品も何も残ってないと
の事。
ガイドの男性は途中で何度も満足か？と私にしきりに聞く。また写真もピラミッドを
背景に何度も撮ってくれる。これも後でチップを貰う為のサービスだった。正直、私は
このツアーを大変楽しんだし大満足だった。
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ツアーも終わりかけに、ガイドの彼からチップの要求があった。私はサービスをして
くれた彼に、その対価は払うことは当然だと思い、いくら払うか馬上で思案していると、
他の客は200～300£E払うと彼に言われ、10ユーロ(200£E)払う。しかし彼はまだ動かず、
子供もいるし、もう1枚くれという。財布には10ユーロ札しかなく、結局20ユーロ払う羽
目になった。まあ仕方ない、彼は私を楽しませてくれた対価だと一応納得した。
私を最悪の気分にさせ、エジプト人の眞の狙いを知ったのはその後だった。自分をこ
こに連れて来たAHMEDO氏に再会してからだ。彼は私を連れて誰も通らない道を一緒に歩
きながら、しきりにツアーの様子を聞き、最後にガイドにチップをいくら払ったかを聞
く。20ユーロ払ったと言うと、彼は自分にも同じ金額のサービス料をくれと言い始めた。
ここで、私は初めて彼のこれまでの親切な行為をする真意がわかった。金をもらうため
に、彼は親切を装って私に近づいて来た事を知った。私は仕方なく20ユーロ（400£E）払
う。私は彼の罠にはまったのだと思うと、今日の楽しい気分が一辺に吹き飛んだどころ
か、親切を装うエジプト人への不信感が沸き、エジプトという国自体への私のイメージ
はガタ落ちになった。むしろ嫌いになってしまった。
それは、私が彼をエジプト人の親切なエリートとして信用していただけに、余計に裏
切られたと思うと、ついには、このことがトラウマになり、再び同じ嫌な思いはしたく
なくなり、その後予定していた他の世界遺産ギザからダㇷシュール間のピラミッド地帯
へ行くのさえ嫌になって、行くのをやめてしまったくらいだ。この件で学んだことは、
エジプトでは無償の親切等はあり得ないという事。
エジプトの観光客数の減少は、2011年2月のアラブの春の民主化要求運動(ジャスミン
革命)によるムバラク政権の長期独裁支配が瓦解。続いた政治混乱、暴動やテロなどの治
安悪化によって、観光客の姿も消えたのが主要因だが、現在、世界ではインターネット
が発達し、このような悪評はすぐ世界中に広まる時代だ。その為もあろうが、エジプト
への観光客数は最高の時、年間約1500万人だったのが現在は約1000万人前後で推移して
いる。エジプトの経済浮揚のカギは大きな痛手を負った観光産業ともいわれる。はたし
て外国人観光客はこの国に戻り、経済は活性化するのか注視したい。私は一人旅なので、
その後エジプト各地の観光地で観光業者や遺跡関係者から狙い撃ちされ、しつこく何度
もバクシーシを要求され、全てお金お金を要求するこの国が全く嫌になり、早くエジプ
トを脱出したいと思ったくらいだ。
■バクシーシとは喜捨のこと。本来、「裕福な者は、貧しいものに施しなさい」という、イスラームの
教えだが、どこでどうねじ曲がったのか、「貧しいものが、お金持ちから金品をもらうのは当然」とい
う考えを持つ人たちがいる。きちんとしたイスラーム教育を受けている人たちは要求してこないが、観
光地で出会う遺跡の番人や、道端の物乞いから「バクシーシ」と言われることは、エジプト滞在中常に
ある。
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私は今回一人でエジプトを16日間、約3000㎞旅し、4か所の世界遺産を廻った。そこで、
いろいろな出来事に出くわし、また様々な事を見聞きした。その中で思った事、感じた
事を記したい。
①エジプトは7000年の歴史を持ち、人類の、地球の素晴らしい宝物・遺産である素晴ら
しい世界遺産が数多く残っている。しかし、もしそこに携わる観光業者の人々が素晴ら
しかったら、それこそ世界中から多くの観光客が何度も訪れたいと思うだろうと考えて
しまう。立派な観光地は、素晴らしい世界遺産そのもの・ハード面だけでは成り立たな
い。それに付随する観光客に対する対応であるソフト面が大切である。残念ながら、現
在のエジプトは素晴らしい世界遺産を抱えながら、私が思うにそれに携わる観光業者が
余りにもお粗末すぎる。もし、このソフト面が改善されれば、エジプトには世界中から
更に観光客が増え、政府・国民の観光から得る収入も増えて、国の経済も安定し、一般
国民も豊かになり、そうすればバカ高い観光入場料も値下げできるのではと思った。
②エジプトの観光地における遺跡の入場料のバカ高さに比べ、街中の食料品の物価は、
逆に世界一安いのではないだろうか？一般国民の1回の食事は、日本円にして100円以下
で済ませることもできる。市場でも10円単位で、パンや果物・野菜を購入できる。それ
だけに、観光地での入場料や店での飲み物などの値段の高さは異常だ。ベースに金持ち
から、だましてでもふんだくれというバクシーシの思想があるのだろう。また、交通費
や宿泊料も安い。しかし、食料品等を販売するほとんどの店で、価格表が提示されてな
く、価格を知らない外国人に対して、店の人は相手を見て高い値段で売っている。買っ
た客は後で、ボラれたとわかり、気分を悪くする。それがエジプトのイメージダウンに
つながるが、現場のエジプト人は、そのような事は全く意に介していない。交通費でも
路線バスなどは10円単位で乗れるし、地下鉄も初乗りから8駅目迄3£E(約20円)と、日本
とは比べようもない程安い。
③エジプトの一般国民は、生きるために一生懸命働いているが、現在失業率が10数％と
の事。仕事があり、収入が増えれば、国民の生活に余裕ができ、観光客に対する接し方
も、またバクシーシを要求する人達も少なくなるのではと思ってしまう。
（以下次号に）
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新会員紹介
２級販売士

半田 美和

今年度より、福岡販売士協会に入会させていただきました半田美和と申
します。
大変お恥ずかしい話ですが、今年の1月の販売士更新講習時に、講師の先
生に案内を受け、初めて販売士協会のことを知りました。
私が、販売士協会に興味を持ったのは、販売士（現リテールマーケティン
グ）の資格の良さを現在販売職に就いている方々に伝えていけたらと思い、
そのために協会に入会し、私自身もっと勉強していきたいと考えました。
私は、かつて永年にわたり販売業に従事しており、途中で退社する友人を何人も見て
まいりました。その友人達が再就職を考え、他企業へ採用試験を受けにいっておりまし
たが、なかなか採用にいたらず、ほとんどの友人が苦戦しておりました。どの方もチー
フやマネジャーなど優秀な方ばかりだったのになぜという思いがありました。
これは、私なりの考えですが、採用する企業としては、いくら前職で役職があったと
しても、その企業内の役割であり、実際はどの位なのかの基準がなければ、評価しづら
く、その点でいうと、勉強している証拠として、資格があると採用されやすいのではと
思いました。
実際に、私も採用面接することがあり、履歴書をみて、いろんな資格が書いてあると、
勉強熱心で向上心がある方なのかなと感じ、採用基準になりました。
販売職についていると、知らず知らずの内にいろいろなことを学び、身についていま
す。それは、販売士資格の試験内容と重なる部分が沢山あります。その、身についてい
る資格を証明出来る手段として、是非、販売士（現リテールマーケティング）資格を利
用してほしいと思います。
私自身、資格の勉強をしていると、「これ知ってる」とか、「これにはこういう理由
があったんだ」とか知識の裏付けが出来、どんどん楽しくなりました。
販売業はつぶしが効かないという言葉をよく耳にします。でしたら、つぶしが効くよ
うに自分に価値をつけ、ただ単に販売職で働いていたではなく、その経験から、次のス
テップに進むためにも資格に挑戦し、自分の価値を高めていってほしいと思います。
現職で更なる上級職を目指す方にも、他のステージを目指す方にも、必ず役立つ資格
です。私は、この協会でこれから勉強させていただき、さらにこの資格の良さを広めて
いきたいと思います。
今後とも、ご指導、ご鞭撻の程どうぞよろしくお願いいたします。

◇写真は平成30年10月13日実施の第2回販売士3級講師養成講座
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地球が泣いている

水と油の関係
大分支部 支部長 1級販売士 溝部 敏勝

水と油の関係とは、異質で溶け合わないこと。人間関係では、気が
合わずに、反発しあって仲が悪いことです。そんな水と油（石油）は
共に重要な資源であり、日常生活に欠かすことのできない存在となっ
ています。また双方の違いとは、色や臭い、舌触り等が異なるのはも
ちろんですが、
➀水の表面張力は油より大きく差があり、互いに混ざり合わない。水
より比重の軽い油は、水を入れた容器内に注ぐと表面に浮いてしまいます。
②油（石油）は数十年後に枯渇するが、水は太陽エネルギーによって循環している再生
可能な資源故、地域によって不足は生じるが、基本的に枯渇の心配がない。
③水は台風や豪雨等で局地的に自然災害をもたらすが、油（石油）は地球温暖化を早め、
やがて地球を破壊する。
④水は生物の生存に必要不可欠な資源だが、油（石油）は無くても生存できる、などの
違いがあります。
10月1日より、消費税率10％への増税と、軽減税
【各国のキャッシュレス決済比率ランキング】率制度が実施されます。これにより飲食料品を扱
う事業者は、複数税率対応レジの導入や。受発注
システムの改修等が必要となります。また同時に
全ての中小・小規模事業者を対象に「キャッシュ
レス・消費者還元事業」も実施されます。
日本のキャッシュレス化比率は20％弱と、他国に
比べ、相対的に低位にあることが窺えます（左グ
ラフ参照）。政府は2025年度をめどに、キャッシュ
レスの比率を40％まで引き上げる目標を掲げ、ポ
イント還元制度も含め、対策に乗り出しました。
国内でキャッシュレスが普及しない理由として、
➀偽造しにくい紙幣の紙質と印刷技術、治安の良さ②セブンペイ不正等、キャッシュレ
スに対し国民の信頼度が低い。③POSシステムの処理が速く、正確であり普及している
こと。④ATMの利便性が高く、現金の入手が容易である。⑤これらの理由から、国民が
現金取引に慣れきってしまい、現金決済に不自由を感じない、等が要因と思われます。
またキャッシュレス化を進めるメリットとして、
➀人出不足対策や実店舗の無人化等、イノベーションを生み出しやすい社会構造を創出
できる。②キャッシュレスはムダを無くす。ムダとは、紙幣や硬貨の製造から輸送・保
管や、ATM管理費、レジ業務の人件費等、約1兆円ともいわれる社会コストの実在、更に
現金管理やATMへの立ち寄り、金銭授受、収支事務処理の煩雑等を削減し、人材の高付
加価値分野への再配置が可能となります。③消費の利便性と活性化。近年の訪日客の増
加に輪をかける、9月のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック、2025年
の大阪博覧会開催等、キャッシュレスに馴染んだインバウンド客の更なる増加は、国内
市場において、販売機会を加速させる有効な手段となりえます。④後払い方式（クレ
ジットカード使用）は、現金の持ち合わせや、過去の貯えが無くても、将来の稼ぎから
高額商品などが購入できる等があります。
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キャッシュレス化は、社会、環境、経済面から潜在メリットも多く、推進すべきと考
えます。一方、政府はキャッシュレスとトレードオフにあると思える、新紙幣と新硬貨
の発行を決めました。1万円札、5千円札、1千円札、500円硬貨のデザインを一新し、紙
幣は2024年、硬貨は2021年にそれぞれ出回る予定です。
「参考までに新紙幣の顔は、1万円札が近代日本経済の父と
呼ばれる「渋沢栄一」、5千円札が日本人として初めてアメ
リカ留学を果たした「津田梅子」、千円札は細菌学者の
「北里柴三郎」の肖像画が使われます（右図参照）。
紙幣の一新は20年ごと行なっており、前回は2004年に新し
く発行されました。一新する理由（メリット）として、
➀最新の偽造防止技術を紙幣・硬貨に反映させ、偽札偽硬貨づくりを防止すること。②
新しさで一時的に消費を刺激し、購買力を高める。③タンス預金を引き出し消費や投資
に回す、などがあります。
これに対し新紙幣・硬貨を発行するデメリットとして、➀新紙幣・硬貨の製造と流通、
取引には、多くの労働等を必要とし、前述した約1兆円の
社会コストが発生します。とりわけ、財務省ホームペ
ージから、新紙幣を約30億枚印刷しますが、その製造
原価は、約527億円に上ります（左表参照）。②新紙幣約
30億枚の総重量は、１枚当たり１グラム換算で、約3,000
トンと計算されます。この重さは、10トン積みトラック、
3
300台分に相当し、300台を縦一列に並べると、約3㎞超に
も及びます。また紙幣や硬貨は流通過程で傷つき、破損や紛失等が発生することから、
常に補充が必要であり、貨幣の製造に終わりはありません。③新紙幣の原料は、「ミツ
マタ」の木から採取し、多からず森林資源へ、また硬貨製造にはニッケルや銅等、限り
ある地下資源を必要としますので、互いに環境への影響は避けられません。新紙幣・硬
貨の発行は、相対的にデメリットが勝るように感じます。
以上より、キャッシュレス化と新紙幣・硬貨発行を、水と油（石油）の関係から眺め
ますと、キャッシュレス化は 「水」、新紙幣・硬貨は、枯渇していく「油（石油）」に
映ります。その理由は、➀買い物時、最後の砦となる支払いを、キャッシュレス方式、
紙幣や硬貨を使う現金決済方式の、双方を利用する消費者は、稀な存在だと思います。
（例えば1万円の靴を買った場合の支払いを、キャッシュレスで7千円、残り3千円は現金
払い、を選択する消費者はあまりいないと思います）。従って、両者は「水と油（石
油）」の関係同様、混ざり合わないとも言えます。②世の中の趨勢から、今後キャッ
シュレス化が進み、紙幣や硬貨を使用する現金取引はシュリンクしていく。このことは
油（石油）が枯渇に近づくように、貨幣も自然漸減していくことになります。③紙幣や
硬貨の製造、流通、取引には、環境面から森林や地下資源、地球温暖化等に影響を与え
ます。また社会面から労働の場が必要となり、人出不足を助長します。経済面から約1兆
円の社会コストが発生します。一方キャッシュレスは環境、社会、経済への負荷は軽い。
国の来年度の概算要求が出そろいました。過去最大の105兆円規模となり、100兆円越え
は6年連続となります。国の借金が1100兆円を超え、借金大国化したあるべき歳出の姿と
は、これまで述べたような小さなムダの徹底排除を、きめ細かく進めていく必要があり
ます。2025年度以降のキャッシュレスと新紙幣・硬貨の「最適な比率」とは、キャッ
シュレスを限りなく100％に近づける策を講じていくべきだと考えます。

-２１-

－九州

販売

最前線－

(第６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】
単位：億円
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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

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
1月
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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８月７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。 ６月の百貨店・スーパー販売額は１,２
１４億円、前年同月比＋0.3％の増加（３か月ぶり）となった。百貨店は３９７億円、
▲3.0％の減少（４か月連続)、スーパーは８１７億円、同＋2.0％の増加（２か月連続)
となった。２０１９年６月のコンビニエンスストアの販売額は、１,０９２億円、前年同
月比は＋1.3%の増加、家電大型専門店の販売額は２９１億円、前年同月比は、＋6.2％の
増加、ドラッグストアの販売額は、５７３億円、前年同月比は、＋3.9％の増加、ホーム
センターの販売額は、２７５億円、前年同月比は、＋0.8％の増加となった。
平成から令和へと時代の転換時期、過去にない１０連休でしたが、傾向は従前と変化
なく、百貨店＋スーパーは１月から６月合計で前年対比９９．６％と衣料品を中心に前
年同時期を下回っている。コンビニエンスストアは１０２．７％で推移している。今後
消費税増税も控えており動向を注視していく必要がありそうだ。
-２２（文責 KIMITAKA TERAZONO）

データをみる！ 考えてみる！

行動してみる！
第６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！！

第６回 株式会社トライアルカンパニー
前々回のニトリ、前回のコスモス薬品に続き今回は株式
会社トライアルカンパニーを取り上げてみたい。
売上高
2017年3月期

営業利益
2018年3月期

2019年3月期

2017年3月期

2018年3月期
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2019年3月期
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2500
2000

350000

3000

345000

2000

1500

340000
1000
335000
330000

2018年3月期
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出典：トライアルカンパニー決算公告を加工及びプレスリリースより抜粋

昨年１２月、株式会社トライアルカンパニーのプレス
リリースでQuick大野城店のオープンが発表された。
記事をご覧になった方もおられるのではないか。
株式会社トライアルカンパニー、パナソニック株式会
社及び日本電子決済推進機構との連携により実現した、
スマートストア「トライアル Quick 大野城店」が２０１
８年１２月１３日(木)にグランドオープンした。トライアルは、 「流通情報革命」をス
ローガンに、テクノロジーでの流通変革を目指しており、IT 企業
としてのノウハウ を流通業に生かし、スーパーマーケットの店舗展
開を行っています。というもので、『日本初の３つサービスを導入
し、リテールAIによるIOTをリアルで実現した最先端の店舗となりま
す。日本初のサービスの１つ目は、既存の冷凍冷蔵ショーケースに対
しリテール AIソリューションを実装し、商品の在庫状態や人の動き
・属性の分析が可能となります。お客様属性に応じた品揃えや商品補
充 のタイミング、サイネージコンテンツの表示が最適化されるなど、
店舗側・メーカー側双方に売上向上のための場を提供することができ
ます。２つ目に、夜間無人化を実現し、２２時～５時の間日本初夜間
無人店舗として営業します。３つ目に、小売店において初の試みで
ある、キャッシュカードでのチャージが可能なプリペイドカードチャ
ージ機を設置します。ATM で現金を下ろさずにキャッシュレスでプリ
ペイドカードへのチャージが可能となります。』とその特徴を明らかにしています。私
も二度ほど近くに用事があった際立ち寄りましたが、店内は清潔感にあふれ、デジタル
サイネージが他所にない斬新さを演出していました。創業間もなく、ソフトウェア開発
を自社で始めるなど、福岡発の物流、小売業として、ITを駆使したビジネスモデルの開
発に力を注いでいる。人手不足とコスト削減はどの業界でも共通のテーマであるが、夜
間無人店舗という試みの今後、さらに地域に密着して店舗展開を続けるトライアルの動
きから目を離せない。
（文責 KIMITAKA TERAZONO）
-２３-

□□□ お知らせ □□□
◆秋季研修会
日 時：令和元年10月26日（土）14時～17時30分
場 所：福岡商工会議所 B1-a会議室

福岡販売士協会・現況報告
令和元年９月１日現在

◆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
支
くわかります。
部
会員のＨＰをリンク欄に貼ります。ご連絡下さい。 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

83名（※25名）
66名
17名
3社
62名（※12名）
2名（※1名）
9名（※5名）
2名（※2名）
4名（※1名）
4名（※4名）

◆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
※人数のカッコ内の数字は登録講師の数です
・題名自由、1,000～1,500文字位、顔写真添付
・パソコンで、ワードやテキストメモなどに入力 福岡販売士協会役員体制（平成30年～令和元年）
したものをメールで送信ください。
会 長： 栗川 久明 （事務局兼務）
・手書き原稿郵送でもOKです
栗川 久明（事務局）： fukumae@zenno.jp
副会長： 八尋 晃仁 （研修担当）
◆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
韓国との関係の悪化で、九州経済にも少しずつ影響が出始めているようです。あるビール
メーカーでは、九州での生産の内、海外向けの約４０％が韓国向けとのことで大きな影響を受
けているようです。インバウンドの減少は直接的に、デパートをはじめ流通業にも大きな余波
があります。消費税の増税を目前に控え、消費への影響が少しでも緩和される方向への動き
を心より期待しています。
「令和」の新時代がスタート。昨年の８月は記録的な猛暑でしたが、今年は梅雨入りが遅く８
月は豪雨にも見舞われ、不純な天候が続いています。９月で本年度も半期が終了します。
後半はどんな年になるでしょう。
皆様の投稿をお待ちしております。（KT）

-２４-

