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夜間例会 17 時 30 受付 理事役員会 11：30 祝福 卓話

18 時例会 クラブ協議会 13：30 卓話 ガールスカウト
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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアンン」

・今月の歌 「早春賦」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 春日井市長 伊藤 太氏

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

早春賦

春は名のみの 風の寒さや

谷の鶯 歌は思えど

時にあらずと 声も立てず

時にあらずと 声も立てず

先週の記録

幹事報告 幹事 北 健司君

○会長エレクト研修セミナー

日時 2012年３月18 日（日）

場所 ウェスティンナゴヤキャッスル

出席者 名畑 豊君 志水ひろみ君

◎例会変更のお知らせ

名古屋 守山 ２月２９日(水) ２月２９日（水）

ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル

名古屋みなと ２月２４日(金) ２月２１日（火）

ＲＣ IMの為 マリオットアソシアホテル

２０１２年２月１７日（金）第２０８１回（２月第３例会）

愛知長久手 ２月２１日(火) ２月２１日（火）１８：３０～

ＲＣ 夜間例会の為 未定

愛知長久手 ２月２８日(木) ２月２８日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 長久手温泉

名 古 屋 葵 ２月２３日(木) ２月２９日（水）

ＲＣ 合同例会の為

名古屋丸の内 ２月２３日(木) ２月２１日（火）１５：００

ＲＣ IMの為 マリオットアソシアホテル

あ ま ２月２７日(月) ２月２７日（月）

ＲＣ 夜間例会の為

名古屋守山 ２月２２日(水) ２月２２日（水）

ＲＣ 夜間例会の為マリオットアソシアホテル

尾 張 旭 ２月２４日(金) ２月２５日（土）

ＲＣ 記念例会の為 京都

瀬 戸 北 ２月２８日(火) ３月１（木）

ＲＣ 夜間例会の為 喜楽梅むら

名古屋名北 ２月２９日(水) ２月２９日（水）

ＲＣ 合同例会の為名古屋東急ホテル

名古屋城北 ２月２８日(火) ２月２８日（火）

ＲＣ 夜間例会の為 東急イン

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2名 欠席 17 名 出席率82.2%

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率100%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○卓話 誕生日 結婚記念日 トリプル祝として。

宅間 秀順君



○小牧市味岡保育園の指定管理。関市富の保地区

に特養の内示を受けた喜びと誕生祝を受ける三重

の慶びで。 小川 長君

○誕生日祝いありがとう。 磯野 俊雄君

○祝福をいただいてありがとうございます。

林 憲正君

○誕生祝をいただきありがとうございます。

塚本 兼光君

○誕生日祝い誠にありがとうございます。

中川 健君

○家内の誕生祝いありがとうございます。

風岡 保広君

○結婚記念日祝いありがとうございます。

清水 勲君

○祝福ありがとうございます。 山田 治君

○結婚記念日の祝福ありがとう。 大畑 一久君

○卓話を楽しみにしてます。アテンダンスありが

とう！！ 近藤 太門君

○皇居、東宮御所のバラの剪定に行って参りまし

た。皇后陛下、皇太子妃殿下よりねぎらいのお言

葉を賜りました。 北 健司君

○磯野さん 大変お世話になりました。

社本 太郎君

○宅間会員の卓話を楽しみにして。貴田 永克君

○宅間さん、卓話楽しみにしております。

高橋 理江君

○祝福おめでとうございます。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 場々大刀雄君

蓮野 美廣君 林 鑛三君 林 徹君

加知 康之君 加藤 茂君 小島 啓冶君

松尾 隆徳君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

太田 弘道君 岡田 義邦君 志水ひろみ君

峠 テル子君 屋嘉比良夫君

卓話 宅間 秀順君

日本のＰＢの展開方向と食品メーカーの対応課題

・はじめに・・・

食品メーカーはこれまでＮＢ商品を競争優位及

び利益確保の源泉として位置づけそのブランド力

の強化に注目してきた。ブランド力、消費者の指

名買いの誘発

・1970 年代の PB・・・

大手食品メーカーに代わって大手小売企業が食

品流通におけるチャネルにおける主導性を発揮す

る具体的な形態だった。この頃は主に中小メーカ

ーのＰＢが多く安かろう悪かろうのイメージが受

け止められ、大手スーパーの戦略は頓挫すること

になった。

代表的なのは、ダイエーで 1980 年は 20.7%をピ

ークに 1983 年には 16.5%と低下した。

・1990 年代・・・

ＰＢの不振を打破するため小売業は品質向上を

目指すことになる

・2000 年代・・・成熟期

大手スーパーを中心にスタンダードなＰＢに加え

て格安ＰＢに加えて高品質ＰＢそれ等を組み合わ

せたＰＢミックス戦略が採用されるようになる

・消費者のＰＢイメージは・・・

安全性75点～77点 おいしさ 63点～62点 信頼

感 62 点とＮＢ商品に遜色ないものになってきた。

・小売企業側は・・・

① 低価格販売の実現 ②利益の確保 ③品質の

差別化 ④多品種による顧客誘引

⑤商品の安定供給

今までＰＢの発展過程はイギリスとほぼ共通する

ものがある

・ＰＢのメリット・・・

①新規の供給契約による販路拡大・・・営業費販

促活動の削減

②返品なしの全量買い取り販売リストの回避

③生産ラインの有給活用

・ＰＢのデメリット・・・

①価格決定の喪失・・・利益減少

②ＮＢ商品とＰＢ商品が小売店頭にて競合し、Ｎ

Ｂ商品の売上がダウンすること

③数量契約が無かったり、契約が履行されなかっ

た場合、他社へ転売できないＰＢの過大な在庫負

担と包材資材などの不良在庫化

ＰＢの関係性要因・・・

①経済性要因・・・メーカーの余剰生産能力の活

用による稼働率アップ

②競争的要因・・・競合他社がＰＢ品を供給する

とき、これに追随すること

③関係的要因・・・ＰＢ品による関係性の強化を

目指すことが出来る

・日本におけるＰＢ市場の展開方向・・・

①日本の市場のＰＢ比率は食品の場合４％台で欧

米の 10%～40%と比べると低い

②消費者のＮＢ志向が強い

③メーカーと小売業者との取引関係が薄い

④2010 年イオンの例を見ると計画は 7500 億とし

ていたが現実は 4500 億となり今後の計画の見直

しが

⑤中小スーパーでは開発コストに見合った収益が

確保できない為縮小方向にある

⑥食品ブランド志向が強い日本人、衝動員の高さ、

生存と健康の為の必要性など、食品の中でも主食

系・そうざい系などが今後は伸びるであろう

⑦100%ＰＢ商品の成功はアパレル（UNICURO）家具

など

・ＰＢの限界と多いアイテムと少ないアイテム

①品揃えの限界は 26%としている 多くの小売業

は 15%～20%としている

②多いもの 食パン・米飯・菓子牛乳・飲料・



インスタント食品など

③少ないもの 乾物・缶詰・瓶詰・容器もの食品

・イオンの実態

5000品目のPBアイテム中年間10 億円以上のメ

ガアイテムは 50品目にとどまる

・統合化の動向と今後の見通し

①小売企業がメーカーとの業務、資本提携を通し

て自社商品専用の工場を確保する、あるいは自社

専用工場を設置する

②さらに最近では農業生産へ直接参入する動きも

あるが、特に最近の価格低迷に伴う利益状況の悪

化に伴いバイヤーの組織スリム化が進められ商品

開発に人的資源を投入する状況ではない。アパレ

ルのユニクロはイギリスの動きに似ている。

③結局のところメーカーは「狭く深い」開発 小

売業は多様で浅い品揃え

・ＰＢの利益貢献度と今後の見通し

①中長期的にはメーカーに十分な収益が保証され

ない、遊んでいる設備を活用するにはよいが、Ｐ

Ｂ商品は短命になることが多く、設備費にコスト

が導入されない為である

②ＮＢの需要からＰＢ需要への切替に終わるなら

ばメーカー側の収益性は二重の意味で悪化する。

・ＰＢの適合場所

品揃えの定番性を重視しない 100円ショップやＤ

Ｓの業態には適合性はある。

特に定番商品の安定的品揃えを重視する小売業態。

特に必需性の高い食品専門小売業ではＰＢの取引

関係の継続性は見込めない。

(祝福の皆様)

(アテンダンス表彰 近藤太門君)

(米山功労賞 授与)

(委嘱状 授与)

(卓話 宅間秀順君)

(ストレッチ風景)


