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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・鹿児島支部・宮崎支部・沖縄支部

設立

15周年

記念

平成２９年１１月４日(土） 於 福岡商工会議所

平成３０年スタートの大発会、日経平均終値は741円39銭高の2万3506円33銭と
２２年ぶりの記録的な高値でした。
好景気の実感が乏しいといわれる中、マイナス金利でだぶつくマネーは株に集中

しているようです。好景気を実感でき、消費を押し上げる賃上げ目標３％の実現
は？ 皆様いかがお過ごしでしょうか。

平成２９年１１月４日（土）福岡商工会議所会議室において設立１５周年記念秋季研修会
が開催されました。 参加者は当日研修講師２名を含む会員２０名、有意義な一日を過ご
すことができました。 八尋副会長の報告にて当日の模様を紹介します。
あわせて、 平成２９年１２月２０日実施されました拡大役員会議＆忘年会の模様、及び
平成３０年１月２０日に実施されました新春懇談会の模様を紹介します。

参加型新連鎖企画 原稿募集！！ 本号より新連載の企画をスタートさせました。
P28「九州 販売 最前線」 P29「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！



日 時 ： 平成２９年１１月４日（土）14:00～17:30
場 所 ： 福岡商工会議所 Ｂ１－ａ会議室
講 演 ： 蒲池彰さん 「ＥＤＬＰ価格戦略」

寺薗公教さん「2017麒麟ビール高知支店の奇跡から学ぶ」
参 加 ： ２０名

蒲池彰、寺園公教、栗川久明、八尋晃仁、小関芳紀
長沼玲子、岡野利哉、大串雅一、福生和彦、濱村昌男
渡辺芳雄、白石慎二、溝部敏勝、岡野卓也、中島良一
戸田俊彦、山路博之、高山慶司、植田徹、徳永慎一

内 容 ：今回の「設立15周年記念秋季研修会」は20名の参加者でした。
最初に栗川会長より本年度の「協会設立15周年記念行事」の実施状況について
説明がありました。

① 1月から3月まで「設立15周年記念論文」を募集し5名の応募者がありました。
応募者の論文は4月30日発行の会報「販売士・ふくおか」第46号に掲載いたしました。

② 4月15日開催の「設立15周年記念年次総会」には、日本販売士協会の岩間信弥
専務理事を含む26名にご参加いただきました。

③ 7月22日には「設立15周年記念夏季研修会」を開催いたしました。長崎販売士協会
の冬木繁雄副会長に「地方百貨店の現状と私の体験談」と「90長崎“旅”博覧会に出向
して」というテーマでご講演いただきました。

④ 会報「販売士・ふくおか」第47号「設立15周年記念・年次総会」特集号で「協会15年
の歩み」を掲載いたしました。

⑤ 今回の「設立15周年記念秋季研修会」は、「設立15周年記念論文」に応募いただいた
5名の中から当協会での講演が初めての方2名にお願いいたしております。

一番目の講師は、会員で一級販売士の蒲池彰
さんで「ＥＤＬＰ価格戦略」についてご講演いただき
ました。
二番目の講演は、会員で一級販売士の寺園公教
さんで「2017麒麟ビール高知支店の奇跡から学ぶ」
についてご講演いただきました。

お二人の講演内容は来年2月発行予定の会報「販売士・ふくおか」第49号に掲載予定です。

懇談会は参加者全員に司会より指名があり、それぞれ異業種でのご活躍の
様子を聞く良い機会になりました。研修会・懇親会は、小関芳紀副会長の司
会でアットホームな和気あいあいとした楽しい会でした。
また懇親会の後は希望者8名で近くの居酒屋で、さらに親交を深めてきました。

（八尋副会長記）
※蒲池さん、寺園さんの原稿は次ページより

平成２９年度 設立１５周年記念 秋季研修会

-2-



1級販売士 蒲池 彰

○EDLP（エブリデイロープライス）定義

蒲池です。本日はこうした機会をいただきあり
がとうございます。よろしくお願いします。
サニー時代には青果バイヤー、本部スタッフ、
店長等いろんな経験をさせていただきましたが
そうこうしている時に親会社である岩田屋の経
営不振もあり、優良企業であったサニーが西友
に売却され、さらに先ほどのご紹介でありました
とおりウォルマートの傘下に入ることになりました。

ＥＤＬＰ（エブリディロープライス）とは、ウィキペディアによると「特売期間を設けず、各商品を
年間を通じて同じ低価格で販売する価格戦略のことである。」となっていますが、年間を通じて
同じ価格帯と言いましても、競業店が値下げをすればロープライスにはなりませんし、競業店
が価格を上げれば無理に下げる必要もないということで、全く同じ価格ということでもありません。

○EDLPタイプのサニーとハイ＆ロータイプのハローデイとの比較

ハローデイとサニーの単月（9月）チラシの出稿状況を比較してみますと、
ハローデイは、火曜日立ち上がりのチラシで、
火・水・木・金、土曜日立ち上がりで、土・日・月
の週2回、月8回の特売チラシを入れています。
それに対してサニーは、2日に入れて15日ま
で１回だけのチラシという状況になっています。
ハローデイのチラシを見ると、火曜日だけで

100品目以上をチラシに入れています。他の曜
日も火曜日ほどではないにしても、日替わり商
品を限定しているようなチラシとなっています。
一方、サニーのチラシは、6ケ月間値段を変え
ませんという商品だけをチラシに掲載していま
す。
また、サニーとハローデイも定番価格の比較
を見ますと、調査品目（11品目）全てにおいて
サニーの方が10％～15％下回っています。さら
に、調査品目を広げて50品目位調査しました
が、ロハスの桃（水）以外は、サニーの方が安い
という調査結果になりました。

これはハローデイの価格が高いというわけでもないのですが、サニーの方がハローデイの売
価を事前調査して値付けしていますので、偶然ではなくこうした結果になっています。

10％～15％の価格差をつけていますけれども、これが消費者が安いと認識できる差というこ
とで設定してあります。ですから、この品目だけに限らず、200～300品目に広げてもこれだけの
価格差はあります。

出稿計画

価格比較
サニー ハローデイ

品名 規格 価格（税抜） 価格（税抜）

本仕込食パン 6枚 129 158

アクエリアス 500ｍｌ 75 85

ネオソフト 300g 158 198

ブルガリアヨーグルト 450ｇ 124 158

本格炒め炒飯 1パック 238 278

綾鷹 2L 127 138

カゴメトマトケチャップ 500ｇ 158 198

ハウスうまかっちゃん 5食 278 338

日清カップヌードル 1パック 128 138

バーモンドカレー 中辛 185 218

ミツカン味ぽん 1本 160 168

秋季研修会 講演 １ EDLP価格戦略について
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先ほどは定番価格の比較なので、それだけでは特売等々には対抗できないので、

ＥＤＬＰを補完する３つのプログラムとして
・ウォルマートのカードセゾンのカードを使用すると毎回3％引きで商品が買える。
・他社のチラシを持って来ると同じ商品はチラシ価格で販売する。
・競合価格に主力商品は合わせる

という政策をとっています。
次に、豆腐の商品構成グラフでサニーとハローデイを比較してみましたが、サニーの方
が安い価格帯（60円～100円）に寄っていることがよく判ります。また、230円で価格帯が
消えていますが、価格帯が狭いというディスカウントストアの特徴をよく表しています。
ハローデイの方は、価格帯の幅が広く、高価格帯にも小さな山がたくさん出てきていま
す。これは幅広いお客さまに対応しようとしている結果だろうと思います。
同様にヨーグルトの商品構成グラフを比較してみましたが、価格帯の幅はサニーの方が
狭く、ハローデイの方が広くなっています。豆腐でもヨーグルトでも商品政策に差はないと
いう結果になっています。

3つ目は曜日別の売上イメージです。ハローデイは火曜日に大きな特売を入れますの
で、火曜日の売上が上がって、あと土曜日に少し山ができています。サニーの方は特売
を打ちませんので、日曜日から土曜日までだいたい売上は同じです。また、ハイ＆ロー
店は、特売日等の影響により販売数量の予測が難しくなります。

以上のことから発注についてまとめますと、・ハイ＆ロー店は売上予測が難しい、・リード
タイムが短い方が正確、・ＥＤＬＰでは発注予測が容易なので発注コストが最小になるよう
なリードタイムが可能、という結果になります。

○ＥＤＬＰはシステム発注がしやすい

発注数は（予測売上＋品切れ防止在庫）－既発注数で計算でき、さらに予測売上は、
一日平均売上×リードタイムで計算できますので、先ほど申し上げたとおり、ハイ＆ロー
店では平均売上が特売等により役に立たないことがあるので、非常にシステム化が難しく
なります。一方、ＥＤＬＰでは毎日に売上が平均していますので平均売上に意味がありま
す。ＰＯＳと連動すれば自動発注がＥＤＬＰの方が簡単だということになります。



○ＥＤＬＣ（エブリディローコスト）が必要

ＥＤＬＰからコストを引いたものが利益となります
のでコストの方も下げなければなりません。
これをＥＤＬＣ（エブリディローコスト）と言います。
冒頭でハローデイでは週2回、月8回チラシが入
ると説明しました。一方、サニーの方は月1回チラ
シが入ると説明しました。これを基にチラシ代を試
算しますと、ハローデイでは月約60万円の折り込
み料がかかると思われます。一方、サニーは月1回
のチラシですので、両社の月間の折り込み料の差
は約50万円になると思われます。また、ハイ＆ロー
店では、プライスカード、ＰＯＰの付け替え、レジの
価格設定変更、売場変更（エンド、平場展開等）により、月間で100万円程度の人件費がかか
ります。さらに、発注に係る人件費コストを考えますと月間で約42万円の差が発生します。
以上のことから店舗の損益計算をイメージしますとＥＤＬＰ店はハイ＆ロー店に比べ、粗利益
率は低いものの、人件費等の販管費を低く抑えられることで利益を確保することができます。

○コスト削減策
これまでチラシと発注によるコスト削減の話をしてきましたが、その他のコスト削減策として
・人件費削減策としてのマルチ作業、店舗専任的な作業の削減、・販売促進策としての装飾
なし、照明のＬＥＤ化、リーチンケースの導入等が考えられます。

○ＥＤＬＰ生産ループのスタートは“ＥＤＬＣ”
ＥＤＬＰ→客数増→売上増→業務効率化→ＥＤＬＣ→ＥＤＬＰ→・・・という生産ループを考え
た場合、人員削減、取引先変更等のＥＤＬＣ（エブリディローコスト）への取組みがそのスタート
地点となります。

2005年当初、ＥＤＬＰは日本には通用しないとの意見も
ありましたが、西友（サニー）が6年連続増収増益を達成し
たことで、ＥＤＬＰが日本でも通用するという証明になったも
のと思います。

ご清聴ありがとうございました。

EDLP

客数増

売上増
業務効率
化

EDLC

2003 矢作

まとめ
・特売を入れないことで大きな経費削減が望める
・平常価格が安いと消費者に認知されることが必要
・人件費以外の経費も常に削減に努める
・店舗運営をシステム化しやすい

EDLCが必要
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秋季研修会 講演 ２ 麒麟ビール高知支店の奇跡から学ぶ

1 級 販 売 士 寺 園 公 教
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こんにちは。本日はこういう機会を設けていただき、
会長はじめ、関係者のみな様、本当に有難うございま
す。寺園と申します。

販売士協会に入会させていただいておりましたが、
会にも参加できない状態をずっと続けておりまして、
先般、4月の段階で論文をお送りしたところ掲載をいた
だきまして、こういう機会をいただくことになりました。
販売士の資格を通じて何らかの社会貢献をしたいと
思っているのですが、まだ現職がありまして、なかなか
実際には動けておりません。

今現在は、お酒に関わっておりますので、私が仕入れている情報を含めて発表させていた
だくことによって、福岡販売士協会の方にも貢献ができるのではないかと考えて、4月の掲載
分と9月に改正税法の原稿を出させていただきました。

今日の「麒麟ビール高知支店の奇跡から学ぶ」は、今の私の会社自体がお酒の販売をし
ておりまして、特にキリンビールをはじめとしたメーカーさんとのお取引があります。「麒麟ビー
ル高知支店の奇跡から学ぶ」は新書版ですが、現在22万部売れているそうです。

私がこの本を読んで一番感心したのが、
理念からビジョン、戦略、戦術、計画という
ＰＤＣＡサイクルを含めての考え方が非常に
明確に分かりやすくまとめられているところ
に感心しましたし、最後は、結論的な話には
なってしまうのですが、営業をしていく上で
“王道”というのは無いのだなと、日々のコツ
コツとした地味な積み重ねでしか最終的に
は結果が出ないんだ、ということが書かれて
あるのではないかと思うのですが、その考え

方に非常に感銘を受けて、書籍の感想をまとめると同時に販売士協会の方に出させていた
だく上で、お酒の現状をマクロの視点を含めて連動して書けば何らかの形になるのではない
かと思ってまとめたのがお手元にあるものです。
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マクロ環境は全ての業界に共通ですが、国税庁の「酒のしおり」によると、成人１人当
たりの酒類消費数量は、平成４年度の101.8Lをピークとして減少傾向にあり、平成26年
度には80.3Lとおよそ8 割に減少しています。この間、成人人口は増加傾向であったこと
を踏まえると、飲酒習慣のある者においても、その飲酒量は減少しているものと考えられ
ます。ビール各社にとっての市場環境は同じです。縮小する市場、多様化するニーズ、
その中で競争優位に立つには？各社とも、ブレークスルーを模索しています。

麒麟ビールは長く、トップシェアを
続けており、売れなくなったときの真
の営業力がないという状況にありまし
た。
スーパードライの出現により、シェア
がなだれをうった。さらに、ラガーの
味を変えたことにより、それまでの顧
客を失い、5年先にはキリンはつぶれ
るといわれた。
うれない商品を売る力がなかった。
そんな中で、地方支社が単独で広告
作成するのは前代未聞でした。
(高知が一番 ラガービール消費量)
状況を社長に直訴。ラガーの味を
戻した。「数字ではない、理念だ。」
既存顧客を徹底して大切にする営
業戦略に切り替えた。土佐弁での
広告。営業の基礎体力作り。実行で
きる体質(2000店訪問) 。企業間格
差は実行力の違い。「奇跡を生んだ
背景には、理念、ビジョン、戦略、戦
術に一貫性を持たせたリーダーと販
売力を高めた営業マンの格闘があっ
た」



-8-

そうした中で、政府が2016年税制改正大綱で、10年後をめどにビール系飲料の税額を
一本化する方針を発表しています。2017年各社は、主力商品の限定品を発売するなど、
経営資源の集中によりビール消費の活性化を課題として取り組んでいます。キリンビール
は一番搾りの限定商品である福岡作りなど、47都道府県限定商品を販売します。

10年先の税額一本化は、ビール、発泡酒(第2のビール)、新ジャンル（第3のビール）とい
う各社の商品構成に大きな影響を与えます。税率の上がる発泡酒、新ジャンルは、新商
品の開発を抑え、既存主力ブランドを強化、税率の下がるビールについては、主力ブラン
ドの限定商品の強化、既存ブランドのリニューアル等が当面の戦略となります。
2017年1月に発表された、ビール類出荷数量のシェアで、唯一、シェアダウンしているキリ
ンビールが「高知支店の奇跡」でシェアトップを奪還したような結果を作れるか、「キリン
ビール高知支店の奇跡」がベストセラーになったこのタイミング、ひとえにキリンビールだ
けではなく、ビールメーカー各社の同一環境下での熾烈なシェア争いの中で、さらに、税
額一本化という課題に対する危機意識の表れです。
基本戦略
１．主力商品であるビールのブランド強化・魅力づくり
２．発泡酒・新ジャンルの再成長
３．RTD・ノンアルコール等その他のカテゴリー強化
ビールメーカー各社の基本戦略は大きな違いはありません。矢野経済研究所の酒類市
場に関する調査（2017年）においても、ビールメーカー各社のビール強化の取り組みが活
発化とあり、酒税の一本化に向け、ビールメーカーのビール強化に向けた取り組みが活
発化している。各社とも基幹ブランドに投資を集中し、その中で派生商品を発売すること
で基幹ブランド全体でのブランド力強化を図っています。

ご清聴ありがとうございました。



会長 一級販売士 栗川 久明

当協会は、平成14年4月13日に設立総会を開催しましたの
で、今年4月の年次総会で16周年になります。

当協会活動の特色は、年次総会で活動計画を提示し、活
動計画を確実に実施していることだと思います。

まず、今年度を振り返ってみますと、最大のトピックスは協会設立15周年記念行
事を展開できたことです。

1点目は、1～3月募集した「設立15周年記念論文」を会報第46号に掲載しました。
2点目は、4月15日「設立15周年記念年次総会」

7月22日「設立15周年記念夏季研修会」
11月4日「設立15周年記念秋季研修会」を開催しました。

3点目は、会員向け1級販売士・2級販売士合格を目指しての、通信講座と2級・3級
販売士養成講座講師を目指しての通信講座シリーズを開設いたしました。

具体的には、下記のように全体会合を事業計画通りに実施してきました。

平成29年4月15日（土）「設立15周年記念年次総会」を26名出席で開催しました。
「平成28年度活動実績報告と収支決算書」「平成29年活動計画・収支予算」の
承認を受け、引き続き栗川会長より「福岡販売士協会設立15周年を迎えて」の
講演をお聴きしました。

平成29年6月3日（土）「春季流通施設見学会」は大串雅一理事のお世話で
「五十二萬石本舗 古賀工場」を13名で見学しました。

平成29年7月22日（土）「設立15周年記念夏季研修会」は15名参加で、長崎販売士
協会冬木繁雄副会長による「地方百貨店の現状と私の体験談」と
「90長崎＂旅”博覧会に出向して」の講演をお聴きしました。

平成29年8月26日（土）「夏の納涼家族パーティ」をアサヒビール園博多にて8名
参加で開催しました。

平成29年11月4日（土）の「設立15周年記念秋季研修会」は20名参加で開催しまし
た。設立15周年記念論文応募者の一級販売士蒲池彰さんの「ＥＤＬＰ価格戦
略」と一級販売士寺園公教さんの「2017麒麟ビール高知支店の奇跡から学ぶ」
の講演をお聴きしました。

新年1月20日（土）「新春懇談会」は14名参加で開催しました。
会報は、

第46号(24ページ建）4月30日
第47号(20ページ建）6月 5日
第48号(24ページ建）9月27日 に発行しました。

ホームページも頻繁に更新して最新の情報を掲載しています。

さて、4月14日（土）には「平成30年度年次総会」を福岡商工会議所で開催します。
みなさんご予定をお願いします。

この1年の活動を振り返って
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日 時 ： 平成２９年１２月２０日（水） 19:00～21:30
場 所 ： 長崎馳走手羽屋福岡本店
参 加 ： １６名（役員１１名＋オブザーバー５名））

栗川久明、廣瀬紀子、小関芳紀、長沼玲子、岡野利哉、西珠子、横山修二
廣瀬兼明、毛利裕之、森山正夫、福生和彦、中島良一、寺園公教、植田徹
岡野卓也、蒲池彰

当協会では、隔月の第3水曜日19時から「役員会議」を麻生情報ビジネス専門学校
の教室をお借りして開催しています。
12月の役員会議だけは、監事、顧問を含む「拡大役員会議＆忘年会」として開催し
ています。
今年は12月20日（水）に博多駅筑紫口の「長崎馳走手羽屋福岡本店」にて出席者

16名で開催されました。
オブザーバーとして秋季研修会講師の寺園公教・蒲池彰さん、東京から転居の岡野
卓也さん、広島から転居の中島良一さんと本年度新入会員の植田徹さんにも加わっ
ていただきました。

議題について審議した後、参加者全員で今年を振り返り、来年度の活動に向けて意
見交換を行いました。
新年1月20日（土）14時から福岡商工会議所で「新春懇談会」を開催いたします。ま
た、2月には会報第49号を発行しますので、1月末までに原稿をお願いします。

4月14日（土）14時から「平成30年度年次総会」を福岡商工会議所で開催いたしま
す。会員の皆さんご予定をお願いいたします。

（栗川会長記）

第4回 拡大役員会議の開催
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日 時 ： 平成３０年１月２０日（土） 14:00～17:00
場 所 ： 福岡商工会議所
参 加 ： 14名
栗川久明、岡野利哉、大串雅一、長沼玲子、廣瀬兼明、森山正夫
福生和彦、冬木繁雄、中島良一、小野村聡太郎、岡野卓也
高山慶司、山路博之、蒲池彰
次第：１．写真撮影 ２．開会挨拶（司会：中島良一） ３．乾杯・挨拶（栗川会長）

４．懇談・参加者抱負 ５．閉会挨拶（岡野卓也）

新年の挨拶、14名の参加紹介、特に長崎の冬木さん参加御礼の後、
会長より以下のような前年の振り返りやトピックス等の紹介がありました。

この新春懇談会の第1回目は協会設立前の名刺交換会でしたので、今回で第17回目にな
ります。
今年度最大のトピックスは協会設立15周
年記念行事を展開してきたことです。
その中で、１点目は、1月から3月まで
「設立15周年記念論文」を募集し、応募者
の論文を会報第46号」に掲載いたしました。
２点目は4月15日「設立15周年記念年次
総会」、7月22日「設立15周年記念夏季研修会」、11月4日「設立15周年記念秋季研修会」を
開催いたしました。
３点目は会員向け「通信講座シリーズ」を完成させました。1級販売士・2級販売士合格を目
指しての通信講座と2級・3級販売士養成講座講師を目指しての通信講座です。
さて、今後の協会活動へのお願いをさせていただきます。
１点目は2月に会報第49号を発行いたします。原稿は題名自由、1,000～1,500文字位で1月
末までにお送りください。
２点目は平成30年度年次総会を4月14日（土）に福岡商工会議所で行います。ご予定をお
願いします。
個人的には76歳になり病院通いが多くなりましたが、今年も協会のお世話をしっかり頑張っ
ていきたいと思います。

（栗川会長記）

平成３０年 新春懇談会 （第17回）
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【蒲池 彰】
特にありません
が、結婚する
時に仲人の方
から「平々凡々
と生きるのは
難しい」と言われたので実行
したいと思います。3級講師
通信教育も栗川さんの計ら
いで今月から始めたのでさ
ぼらないようにしたいと思い
ます。
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【栗川 久明】
今年は整骨院
に通って坐骨
神経痛を治し
たい。

【岡野 利哉】
今の職場で販売
士検定取得に向
けの授業がないだ
けに、一層販売士
に関するアンテナ
の感度を良くして情報収集そ
して様々な場に出向いていき
たいです。多くの方々と出会
える2018年になることを願って
います。

【大串 雅一】
仕事：新商品
開発。もう一度
勉強し直す。

【長沼 玲子】
今年は身辺の
不要な物の整
理を必ず実行
したい（いつ、
何が起きても
よいように）。退職して一年
ようやく何か勉強したいと
思うようになった。講師養
成研修会が実現すればぜ
ひ受講したい。

【廣瀬 兼明】
出来るだけ会
合に出席した
い。仕事柄、
海外と国内と
の連携をサポ
ート出来る様な動きを活発
化させたい。再度、流通を
勉強してセンターの海外研
修生にレクチャー出来る様
にしたい。

【森山 正夫】
健康第一、毎日
をしっかり生きる
小さな目標を
決めて確実に
実行する。

【福生 和彦】
80歳を迎え
本格的な
終活をする。

【冬木 繁雄】
財務の勉強を
すること。

【中島 良一】
創業で頑張る。
色々な勉強を
する。協会のお
世話を頑張る。

【小野村 聡太郎】
公の目標：
子育てと仕事
の両立。
私の目標：
スマホをやめ
読書する。

【岡野 卓也】
健康第一、
一日10,000歩
を目標。業務用
卸先10社以上
開発。

【高山 慶司】
今年還暦を迎
えることになり
ました。今年は
久し振りに海外
旅行に行くこと
及び昨年落選した福岡マラソン
に再度挑戦したく思います。ま
た、昨年より始めた畑仕事で野
菜を多く収穫したいと思います。

【山路 博之】
私の永年の夢
であった本の
出版をアマゾ
ンキンドルから
6冊電子書籍と
して出版しました。題して
「ニッポンの元気シニア世界
遺産大紀行」。
そして7冊目は1/22～4/1迄
70日間南米大陸（編）です。
今年はそのために「さらに体
をはって頑張ります。できれ
ばご笑覧下さい。

新春懇談会 参加者抱負



1級販売士 福生和彦

英国を未だ訪れたことがない愚妻の喜寿を祝って、又、同郷同町（長崎市中
川町）出身のノーベル文学賞受賞者カズオ・イシグロ（石黒一雄）氏が育った
英国の近況を見たいが為に昨年１０月２０―２７日、某旅行会社が企画した英
国縦断の旅に参加した。
２０日午前９時羽田発の英国航空（エコノミー席）で出発、同日１３時３０分、
ロンドン・ヒースロー空港着（時差８時間）、実質１２時間３０分の飛行時間で

あった。満席の機中で座席も狭く（日本航空のそれよりも狭く感じられた）２回のトイレ以外は、座り
ずくめで、もう二度と長距離飛行はしないと心に誓ったほどであった。
空港内で昼食を取り、国内便に乗換1時間半の飛行で18時（日本時間で21日の午前2時）スコット
ランドのグラスゴーに着いた。羽田を出発して１７時間後である。

縦断の旅の概要
初日－入れ終い
2日目－エジンバラ城、スコッチウイスキー蒸留所、グラスゴー大聖堂見学
3日目－グレトナグリーン（スコットランドとイングランドの国境）よりイングランドに入り

湖水地方往訪、ウインダミア湖を遊覧船で一周
4日目－ビートルズ出身の街で海商港でもあるリバプール市内散策、

リバプール大聖堂、シェクスピアの生家、ストラットフォド・アポン・エイボン往訪
5日目－イギリスの典型的田舎コッツウォルズ地方散策、ストンへ―ジ見学
6日目－ロンドン市内観光、バッキンガム宮殿衛兵交代式、

ウエストミンスター寺院、大英博物館見学
7日目の26日11時ロンドン発英国航空にて27日午前7時羽田着

縦断の旅は、北部のスコットランド・エジンバラから、南部のイングランド・ロンドンまで、男性添乗
員１名と、ツアー客２５人（男9人女16人）の大型観光バスによる旅であった。
スコットランド並びにイングランド湖水地方は小生初めての往訪だったので特に目を引いた点を
挙げれば、北海道を思わせるような大草原がひたすら続き羊の群れがいたる所で草を啄ばんでお
り、誠にのどかな風景であった。
このスコットランドの光景を見る限り、世界の各地に植民地を創った英国人の逞しさを思い浮かべ
ることは出来ず、南部のイングランド人が北部のスコットランド人を従え、俗に言う、英国人として植
民地政策を推し進めた歴史的事実と理由が良く理解で来た。英国の北部は自然に恵まれ泰然とし
ており南部は人工的で騒然とした雰囲気である。
この様な環境の違いからか、今以て、スコットランドとイングランドの間には永い間の歴史的な確
執があり、国境の街グレトナグリーンの街道にはボーダー・オフ・ネイションの標識が掲げられてお
り、スコットランドがいつ独立しても可笑しくない雰囲気であった。
（ご存知の通り英国の正式国名はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国で次の４つの非独立国で構成さ
れている－イングランド、スコットランド、ウエールズ、北アイルランド）。

驚いたのはリバプールの街で至る所にジョン・レノンを始めとするビートルズのメンバーの銅像が
設置されており、観光客がその銅像と共に記念写真を撮っている姿であった。食事は何処に行っ
てもジャガイモ中心の不味い料理で量だけが多かった。斯様な食生活であれば英国人は世界の
何処へ行っても食生活に困らず植民地を創ることが出来た訳だと内心納得した次第。
ロンドンの街は今も昔も変わらず大変な人込みで小生が最後に訪れた２０年前に比べ、中近東
諸国やアフリカ諸国の人達が増えている観を強くした。地下鉄も昔と変わらず日本と違いエスカ
レーターの数が少なくそれに加え地下道を歩く距離が長く傘寿を迎えた老体には堪えた。又、以
前に比べ有料トイレが増え料金も２０－４０ペンスとまちまちで自動支払機よりお釣りが出ないので
小銭に苦労した。
僅か一週間の旅であったがまだまだ己の好奇心が失われていない事に安心を抱いた旅だった。

－ 寄 稿 「 英 国 縦 断 の 旅 」 －
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１級販売士 山路博之

前号に続き、私のオーストラリア大陸世界遺産大紀行を私の紀行記から
ご紹介したい
４ ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行
－オーストラリア大陸一周18000㎞世界遺産紀行－日記篇から抜粋

1月25日 アデレード・フリーウオーキング参加
郊外ワイナリーペンフォールズ
朝7時に宿を出発して中華街の近くのCENTRAL MARKET(市場)に行く。148年もの歴史が
あるマーケットで肉類、野菜、果物、その他食料品全部がそろっており、オーストラリアの人達
が何を食べているかよくわかった。私は肉でも特にカンガルーのステーキをいつか食べたい
と機会を探していたが、カンガルー肉も売っており牛肉より若干高い。赤身のカンガルー肉
はパラサイト菌が多く自分で料理するのに気がひけるので今日は買わなかった。他に野生ウ
サギ肉やワニの肉も売っていた。果物も豊富な種類であふれていた。私は後日カンガルー
肉を買い、自分でステーキにして食べたが美味しかった。
その後、アデレード近郊の有名ワイナリーペンフォールズ・マキルエステイトにバスで向かう。

路線バスで30分程かかり下車し、ワイナリーに向
かっていると同じバスから降りた若い中国人男性
もワイナリーに向かっていたので、話すとブリスベ
ンから来たビジネスマンで李さんという。彼はイン
ターネットで今日中国人対象のガイドツアーに２名
で申し込んだが、自分だけになったという。
ワイナリーに着くと中国人3人が参加。
李さんはもう一人の分の参加料A$20を払っている
ので、私に一緒に参加したらと誘ってくれた。

私は遠慮なく彼らと行動を一緒にする。ガイド役の中国人女性は中国語で説明した後、英
語で私に説明してくれた。ワイナリーは2月から3月にブドウを収穫し、3か月かけて工場で醸
造するとの事。醸造後は工場はストップしてワイン販売に専念するとの事。45分のガイドの後、
ワインの試飲(ティステング)があるので、私も参加させてもらう。私はこの旅では安いワインし
か飲んでいなかったので、高級ワインはまろやかで全て素晴らしいものであった。45分程数
種類の高級ワインを試飲させてもらう。

ワイナリー・ベンフォールズでの試飲 ワイン工場全景

また自分で好みのワインをブレンドできる「メイク・ユア・オウン・ブレンド」も試してみる。彼ら
は何本かワインを購入。私は旅の途中なので購入しなかったが後で「地球の歩き方」のガイド
ブックを見るとこのワイナリーが写真入りで「オーストラリア随一の知名度を誇るペンフォール
ズ」と紹介されていた。

－寄稿 「２０１７年・ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行

世界６大陸世界遺産紀行シリーズ－オーストラリア大陸篇－その２」－
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私は結構な量の試飲をしたのですっかり酔ってしまった。そして李さんと一緒にバスでア
デレードに戻るが、車中で中国や日本の事、政治等いろいろ話をして瞬く間に30分が過
ぎて別れる。私にとって今日はオーストラリアワインを無料で試飲でき本当にラッキーな幸
せな時間であった。

1月28日 パースの郊外フリーマントルへ・世界文化遺産「旧フリーマントル刑務所」、ア
ボリジニの集会へ

私は疲れていたのか寝坊して7時頃キッチンに行く。昨日このホステルで知り合った55才
の白人の彼DEANはいなく私は1人で朝食を作り食べていると、彼が現れて9時頃一緒に
フリーマントルに行くことになった。パース駅まで彼は近道を知っていて歩いて15分程。彼
は老人用割引チケットを持っているので、私にも半額のA$5になるCONCESSION(割引)チ
ケットを買うように勧め、私はそれに従う。しかし電車に乗って座った途端2人の検察員が
現れ、私にCONCESSION証明を見せろと言う。私はそんな証明書など持つはずもなく、
DEANが彼は日本人で高齢でと私の代わりに説明し、何とか今回だけは大目に見てもらっ
た。

30分程でパースの南西約19㎞にあるフリーマントルに到着する。フリーマントルはパース
の郊外のインド洋に流れるスワン川の河口にある美しい港町で⒚世紀の歴史的建造物が
数多く残りパース市民にも人気がある地だ。

アボリジニの集会の様子

到着して彼が向かったのは海を見下ろす丘で1800年代アボリジニの刑務所跡で、そこ
で開催されているアボリジニの集会に参加するためだった。何のための集会か？全国各
地区からアボリジニの代表が集まり、アボリジニの文化を消さないで、発展させるための大
会だった。各地区からの代表のスピーチが１時間ばかり続き、そして20人ばかりのアボリジ
ニの青年達が上半身裸に儀式用に白い化粧をして彼らのダンスを披露して退出して儀式
は終わった。DEANもアボリジニの数人と話し、アボリジニに興味があるように見えた。尚、
アボリジニの旗は黒はアボリジニの肌。また現在、過去、未来を表す。赤はオーストラリア
の大地と過去に流した血の色を表し、黄色は絶えず生命を蘇らせる母なる太陽を表して
いる。

1月30日 世界自然遺産シャークベイのモンキーマイア（MONKEY MIA）でイルカの餌付
けを見る
INTEGRITY COACH LINEバスはOVERLANDER LOADHOUSEに予定通りまだ暗い早
朝の4:40AM着。下車したのは私一人。ここで2か月前に日本からメールで予約し、パース
から予定通り到着すると再確認のメールを入れていた接続ミニバス（SHARK BAY 
COACH LINE）の担当MIKEが出迎えてくれることになっていた。万一出迎えがない最悪
のケースも想定していたが、幸いその心配もなく私一人の客の為にMIKEが既に来て
PICK UPしてくれた。
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バスというより大型車だ。ここから MONKEY MIA まで、約160㎞、約2時間だが片道
A$71.40もかかる。オーストラリアの世界自然遺産は交通便の悪い僻地にあり、これから
各地の自然遺産訪問は交通費やガイド費用など高くつく事になる。運転手である中年の
MIKEに車中で話しかけるが、彼は「暗い時間の運転はカンガルーが飛び込んで来るか
もしれず、運転に集中したいので余り話しかけるな」と私に釘をさした。途中2匹の小さな
カンガルーを見かけた。

パースから北へ約800㎞にある世界自然遺産シャークベイは海洋生物の宝庫で約1万
頭にも及ぶ世界最大のジュゴンの生息地であり、8～10月にはザトウクジラも現れるとの
事。またシャークベイに突き出た半島の一角モンキーマイアでは野生のバンドウイルカ
への餌付けができる事が世界自然遺産へ登録された大きな理由になっている。7:45から
の餌付けには海岸一杯に宿泊客が詰めかけて餌付けを見物している。イルカは10頭前
後泳いでいたが、レンジャーが数人観客を指名して餌付けをさせていた。私はここに2泊
するが、午前中に3回餌付けがあるので一度は餌付けをやってみたいと思いレンジャー
に次の餌付け時間はいつかと聞くと「イルカに聞け」と言って笑われた。宿のMONKE 
MIA DOLPHIN RESORTはホテルが主だが、我々バックパッカー向けの大部屋もあり、
割と安く(1泊A$30)泊まれるし、スーパーもある。部屋にチェックインする。同室はイタリア
人中年男性。彼PAOLOさんは、52歳の料理人(シェフ)イタリアの古都・ウルビーノで個人
宅のパーティ等に出張して料理をしているとの事。現在は冬で暇な時期なのでオースト
ラリアを2月中旬まで旅をしているとの事。彼にはこれから4日間程料理でお世話になる。
私は人生で滅多にないRESORT地での滞在をゆっくり楽しむつもりだ。

モンキーマイアでのバンドーイルカへの餌付け風景
夕方部屋にいると、同室のPAOLOさんが、マーメイドツアーから戻ってきた。

私は彼に夕食はどうするかと聞くと自分で料理するとの事。
私も彼と一緒に料理したく「食材を自分が買うので、一緒に料理を作らせてほしい」
と頼むと同意してくれた。彼とRESORT内にあるスーパーに食材を買いに行く。
彼が食材を選び私が支払う。彼は17:30から船でサンセットツアーに行くので、
帰ってきてから料理をする事にして、私はそれまで海岸に出てシャークベイの海と接する
ように空一面に広がり刻々と色や大きさが変化する
オレンジ色の夕焼けを見ながら素晴らしい自然の雄大さに
感動する。
その後、PAOLOさんと、一緒に料理に取り掛かる。
パスタとトマトソースのミックス、チキンとソーセージ・オニオンの
炒めとイタリア料理のオンパレード。プロの手による味付けと私
にとっては素晴らしい夕食となった。
明日も一緒に料理を作ることにOKを取る。

パオロさんとの料理風景
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2月10日 世界複合遺産・エアーズロック(ウルル)SUNRISE TOUR・ウルルFREE 
WALKING TOURに参加

私は今日から世界複合遺産・エアーズロック(ウルル)に3日間滞在する。まだ薄暗い早朝
の5時15分発・ウルルエクスプレスによるエアーズロック・SUNRISE TOUR(日の出見学)バ
スに参加する。ロッジの前に行くと、ATTキングス主催のバスも3台来ており、SUNRISE 
TOURNの人気の高さがうかがえた。バスはリゾートから約30㎞ほど、離れたエアーズロック
（ウルル）に向かう。オーストラリア内陸部の典型的な半砂漠地帯にある約1300㎢の国立
公園に入る時は入園券（A$25）をバスから管理棟に向けて見せなければならない。
エアーズロック(ウルル)はオーストラリア大陸のほぼ中央に位置し、赤土の荒野にあり周囲
9.4㎞ 海抜863m(地上からの高さは346m) 全長3400mの世界最大級の一枚岩で、「地球
のへそ」ともいわれている。ここは世界複合遺産であり国立公園でもあるがアボリジニに
とって重要な聖地であり、名称もこの辺りに住むアナング族が代々呼び続けている「ウル
ル」と正式に変更されている。

荒野の彼方から昇ってきた朝日を浴びて朱色に染まったエアーズロック(ウルル)
オーストラリアの赤い心臓

ウルルの岩肌は太陽の光によって七色に変化すると言われる。そして日の出による変化
していく色を見たいのは日本人だけでなく世界の人達に共通している。バスの中で同じ
ロッジに泊まる若い日本人女性M嬢と中年のポーランド人女性EWAさんと知り合いになる。
Mさんはワーキングホリディで1年間滞在し、帰国前に各地を旅しているとの事。EWAさん
はポーランド・グダニスクに住みヨガを教え、しかも驚いたことに日本の禅について勉強し
ている仏教徒(曹洞宗・本山は永平寺)で円海という名前まで授かっているとの事で、日本
に大変興味を持っている女性だ。その後、私は彼女らとずっと3人で行動を共にすることに
なる。バスはエアーズロックのサンライズヴューイングエリア(日の出の見所)に各所からバス
が集合するので多くの観光客がエアーズロックの前で荘厳な朝を迎える為に集まる。日の
出前は闇の中に溶けていた岩肌が太陽が昇り始めると徐々に赤みを持ち始め、日の出と
ともに鮮やかなサーモンピンクに染まった後、鮮やかなオレンジ色へと変化する。

ウルル・ポーランド人EWAさんと・日本人M嬢とEWAさん・ウルルの削れた面
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SUNRISEは7時前から始まり7時半には終るが、私はその素晴らしさに魅せられ毎朝参
加することにした。しかしそのためにウルル登山の機会を失うことになる。

8時からのウルルFREE WALKING TOURに参加するために我々3人組は数キロ先の
出発地点のウルル登山口のMALA WALK(マラ ウオーク)までウルルの周りを歩いてい
く。ウルルを真近かに見あげると表面はフラットではなく削れていたり、様々な文様が見ら
れる。WALKING TOURは人気があり50人程が参加。ガイドはタスマニア出身のアボリ
ジニ人の中年男性で90分の予定で出発。ツアーは我々が普段知らないと見過ごすとこ
ろを中心にガイドしてくれる。儀式をする場所、岩絵がある所などだ。ガイドの英語を聞き
逃すまいと集中するが、ウルルの基礎知識を持たない私には理解できないところが多
かった。私はガイド氏の横について一緒に歩きながら直接彼に質問したり、全員に説明
後手を上げて積極的に質問したりした。彼が言うには250位あったアボリジニの言葉も現
在は50も無いといってアボリジニの文化が廃れていっている事を説明してくれた。終わり
にガイドに私はできればウルルに登りたいがと話しかけると、彼は登れる時間は早朝6時
半からでそれ以外は風が強かったり、気温が35度超えるとCLOSEされるとの事。

ウルル・WALKINGTOURに参加・アボリジニのガイド・ウルルから滝のように落ちる水

道理で昼間登っている人を見たことはない。彼は最後にここはアボリジニの聖地なので、
そのことを肝に銘じて登ることは勧めないと言った。私は同行のEWAさんにウルルに登る
予定だと話すと「私は勧めない。ここはアボリジニの聖地だから」と言う。結局私は何回も
ウルルに来たのに登る機会を逸して、ウルルに登れなかったことが心残りとなった。
WALKING TOURが9時頃終了し、我々3人組はウルルの周り9㎞を1周することにした。1
周する人は稀で、時々2人連れに会うくらいだった。しかし気温が上昇するとやはり道は
CLOSEされる。太陽が頭上から強烈に差し40度近くで熱くても3人はいろいろ話し合い
ながら進み、写真を撮り合いながら12時前にバウルルエクスプレスのバスが止まる
KUNYA WALK(クンヤ ウオーク)に到着。

12:05のバスでロッジに戻る。シャワーを浴び、昼食を食べ16時まで昼寝をする。3人で
18時発のバスでSUNSET TOURに参加しようと言うことにしていた。18時にバスの出発
時から雨が降り始めた。ウルルに近づくと霧がかかったようにウルルが視界に入ってこな
い。運転手兼ガイドの運転手の男性はこれは大変珍しい事だと言ったが、その後更に珍
しい現象を見ることができた。それはウルルの上から幾筋もの雨が滝のように流れ落ちて
いたことだ。彼は写真を撮るようにとバスを10分位停めてくれた。今日も昨日同様ウルル
の日の入りは見ることができなかったが、それにもまして珍しい稀な現象を見ることができ
たのは幸運だった。バスはそのまま戻りロッジに20時着。キッチンでステーキとパンで夕
食を済ます。
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2月24日 ゴンドワナ大陸時代から続く太古の森・世界自然遺産・オーストラリのゴンドワ
ナ多雨林地域

今日世界自然遺産に行くので、1週間前スコールで故障したカメラをチェックしていると、
レンズエラーがなくなり、奇跡的に使えるようになった。今日のTOURに持っていけるのでう
れしくなった。
昨日A$150 で予約した個人TOURのLUCYさんが8:30AMに宿のホステル前でPICK UP
してくれるので待つと乗用車で来たので乗り込む。LUCYさんは中年女性だった。彼女に
今日私が行きたい所の世界自然遺産のラミントン国立公園とSPRING BROOK国立公園の
両方に行きたと言うと、地図上では近くに見えても2つの間に峡谷があり、直接には行けな
いとの事。彼女のアドバイスに従ってSPRING BROOKの方に行くことにした。約100㎞ほど
ゴールドコーストのパシフィック・モーターウエィを南下する。その間にお互い自己紹介す
る。彼女は高校時代1年間神戸の山手女子学園に留学したことがあると言う。また、その後
日本で1年間英語を教えた経験があるとの事。また現在地元の小学校で簡単な日本語を
教えているとの事。そして要望があれば個人客相手にBUSH WALKIN TOURをやってい
るとの事。車はHWYから右折して内陸部の山岳部に向かう。

世界自然遺産オーストラリアのゴンドワナ多雨林地域は
世界最大といわれる温帯性の多雨林地域で
クイーズランド州南東部からニューサウスウエルズ州東部
にかけて50ヶ所もの国立公園と自然保護区で総面積は
日本の面積とほぼ同じの約37万㎢にもなる。 BUSH WALKINGで筆者

その中でも観光客が訪れやすいラミントン国立公園などが
あるが、LUCYさんはSPRING BROOK国立公園に行き、 BUSH WALKINGで筆者

そこで整備されたウオーキングトラックを歩くと言う。
行程については私は彼女に任せるしかなかった。
スプリングブルック国立公園は勿論世界自然遺産の一部
だ。10時頃到着。車を降りて歩いて山道に入っていく。
LUCYさんが連れて行ってくれたのは
①PURINGBROOK FALLS(滝) OUTLOOK
②CANYON OUTLOOK(キャニオン展望台) LUCYさん

③BEST OF ALL LOOKOUT 
④TWIN FALL CIRCUIT(４ｋｍのBUSH TOUR)
だった。 2人で標高1600mの山地を歩く。
私は山歩きの英語はトレッキングと思い、使って
いたがLUCYさんは、これはBUSH WALKINGと
言い、トレッキングとは違うと言う。トレッキングは
もっと厳しい所を数日かけて歩くことを言うと説明
してくれた。彼女は歩きながらアボリジニの薬に
なる植物等の説明をする。そして時々開けた
展望台で休み、眼下に広がる熱亜熱帯林や
40㎞ほど先のゴールドコースト、そしてグレート 亜熱帯林の眺望

バリアリーフの海の景色等を楽しむ。またに約105mの落差があるパーリングブルック滝の
下まで行く。スプリングブロック国立公園で午後3時頃まで、その自然の良さを味わう。
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世界遺産訪問と言っても、文化遺産と比べ広大な自然遺産は1人で行くのは難しいので
TOURに参加するか、このように個人ガイドを頼んでいくしかない。当然金と時間がかかるが
仕方がない。私はオーストライアの自然遺産訪問を数か所か行ったが、そこの全貌でなく一
部に行ったに過ぎない。LUCYさんとは昼食時や車の中で、英語で日本での留学の様子や
英語教育、私の世界遺産の旅等様々な話をする。

ブリスベンに17時帰着。中心街のローマ・ストリート駅で降ろしてもらう。そして植物園方面
に歩いて行く。植物園の風景をカメラに収めたく再訪する。その後、隣接するブリスベン川の
サウスバンクのフェリー乗り場の3に来ると、フェリーが止まって乗客が乗り始めた。
私はLUCYから無料のフェリーがあると聞いていたので、聞くとそれだった。片道45分、往復
90分夜のブリスベン川から、梁技師に林立する高層ビルやマンションの明かりが美しく盛ん
にカメラのシャッターを押す。昼のブリスベンの風景とは違う夜景は大都会を思わせた。宿に
は20:30にもどる。

終わりに
2011年から始めた世界6大陸世界遺産大紀行シリーズも6年目は
オーストラリア大陸の夏・7週間、約18000㎞の旅も無事終えた。
この大紀行記を書いて今回の旅もやっと完了した感じだ。大陸の定義もいろいろあるが、
私の6大陸とはヨーロッパ大陸・アジア大陸・北アメリカ大陸・南アメリカ大陸・オーストラリア大
陸・アフリカ大陸をさす。
これで6大陸の内やっと４大陸（ヨーロッパ大陸、アジア大陸・北アメリカ大陸、オーストラリア
大陸）の世界遺産大紀行が終わった。この6年間で約150ヶ所以上の世界遺産に行き、合計
302日間、現地移動は92200㎞旅したことになる。現地だけで地球2周以上旅したとなると、か
なり旅したなと感じるしこの6年間で私なりの地球の素晴らしさや大きさが掴めてきた。しかし
私の心の中には、まだ2大陸（南米大陸とアフリカ大陸）が残っている。あと2大陸の世界遺産
大紀行が終了したら、私のライフワークも完了し、人生の目標も終わると思うと、すぐ実行す
べきか躊躇する。私にとって残りの2大陸は全くの未知数で何の知識もなく、漠然と安全でな
い地域と感じ、旅すべきかどうか？どうしたものか？と躊躇する。今までは基本的に文明国中
心の大陸で住所一つあれば世界どこでも行ってきたが、これからの2大陸はこれまでの４大
陸と違って移動の仕方も全然わかっていない。これから学習して様々な情報を吸収していく
しかない。
私のライフワークを完結するにはあと2大陸に挑戦し、挑むしかないだろうと思う。その為に
これから体をさらに鍛え、費用捻出に頑張っていこう。
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私は、2011年から毎年始めた世界6大陸世界遺産大紀行記を、書き
溜めていました。そしていつか、それらを出版したいと願っていました。

当初、出版社に原稿を送ると自費出版（印刷費用を自分で負担して
紙の本を出版する）を勧められましたが、その経費が100万円単位と高
く、旅行費用最優先で出版は夢のままでした。

ところが、最近友人が電子書籍を出版、購読を勧められました。購読しながら電子書籍
について勉強しました。そして、これこそ私が探し求めていたものと分かりました。

電子書籍とは？そして出版業界の現状

１ 電子書籍とは、一般に電子的なファイルの形式になっている書籍のことです。
紙の本と同じ文字や図表、写真だけでなく、動画や音声を本の内容として含むことが
できます。そして電子書籍を読む時は、何らかの電子機器（スマホ、タブレット、パソコン）
が必要になります。1台の電子機器に大量の本を格納することができるメリットがあります。
他に、長所として①いつでも本を買える ②本の在庫切れや絶版の心配がない
③本を保管するための場所が必要ない ④大量の本の持ち運びが簡単

２ 現在、日本語の電子書籍を販売している販売元（電子書籍ストア）は10以上あります
（例えば楽天のkoboイーブックストア）。その中で、今回私が利用したのは米国アマゾンが
提供している電子書籍サービスのAMAZON KINDLE(アマゾン キンドル)です。アマゾン
は2007年からアメリカでKINDLEを販売し、日本では2012年10月に日本版KINDLEストア
がオープンしました。インターネットの書店のアマゾンには国境はありません。私が日本語
版を出版しても海外に住む日本人をはじめ、アメリカ、ヨーロッパ諸国（アマゾンUK等）な
ど世界13カ国で、販売されていますので日本の本が欲しい外国人にも読んでもらえる可
能性があります。しかし世界では日本語を読める人はまだ少ないので、私は近い将来英
語版を出版して、世界の人に自由に読んでもらいたいと思っています。

３ 電子書籍の出現で、出版の歴史が変わりました。
大手出版社や著名な作家と肩を並べて、だれでも無料で自分の本を世界に向けて出版
できるようになったのです。アメリカでは、キンドルからミリオン作家が続々誕生していると
の事です。
電子書籍で人気が出て、ネット上でミリオン作家になれば、大手出版会社も紙の出版の
オファーをする時代です。
米国アマゾンでは、2011年4月の段階で「キンドルでの電子書籍の販売数が、紙の本の
販売数を超えた」と発表。またある電子書籍店は「2015年までに、総売上では電子書籍
が紙の書籍を上回るだろうと」コメントしているそうです。

４ 売り上げも書店数も減少続く日本の「出版不況」の現状は？
日本でも、2001年に日本全国で約21000店あった書店が、2011年には14,700店に激減
しています。そして2017年5月1日現在12,526店になり、 電子書籍の普及と共に、この傾向
に拍車がかかり、今後10年で日本の書店数は、ピークの半分、１万店になると予想されて
います。

１級販売士 山路博之

－寄稿「念願の本を電子書籍でAMAZONから出版しました」－
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書籍の売り上げは、2013年度は前年比4％減の7,544億円。雑誌の売り上げは、前年比
5％減の8,520億円。書籍は、ピークだった1996年と比較すると、約31％の減少。雑誌の
ピークは97年でしたが、その時と比較すると、実に45.5％の減少です（出版科学研究所
調べ）。また全国の85市町村から書店が消えています。

そして電子書籍を出版するメリット・理由は以下の通りです

１ 誰でも1円の費用負担もなく、無料で自分の本が世界に向けて出版できることが、紙の本
の出版と全く違うところです。
アマゾンが日本国内で2012年にスタートさせたキンドル ダイレクト パブリッシング

（KDP）の場合、登録費用、出版手続きも無料のノーリスクで電子書籍を出版・販売でき、著
者として自分の作品を他人に読んでもらうことができます。

２ 自宅にPC１台とインターネットがあれば、短時間で制作でき、著者や出版社になれる。今
まで自分で執筆した原稿を電子書籍化すれば、自主出版できる。いわば「セルフパブリッシ
ング」できる事。私はこれまで、書き溜めた原稿がそのまま有効に使えることになりました。
ただ著作の表紙・内容は全部著者自身が作成しなければいけないが、版権は当然著者

にあるし、価格（最低価格99円、最高は2万円）も自分で自由に設定できます。

３ 印税は本が売れた数に応じて著者が出版社から受け取るお金です。
著者に支払われる印税（KDPではロイヤリティ）は、KDPでは2種類あり、通常の印税が35%、
更に出版する書籍の価格を250円以上1250円以下にすることで、70％という印税が選択で
きます。アマゾンには1冊売れるごとに手数料（価格から印税を差し引いた部分）を払います。
ちなみに紙の本では一般に印税は８～10％です。

４ 以上から、私はこの2017年11月から2か月間で、これまで書き溜めた原稿と写真をもとに、
再編成、電子書籍のフォーマットに合わせて表紙・原稿を再チェック、校正して、再編集して
シリーズとして下記6冊をアマゾン キンドル（KDP）から出版をしました。現在すでに販売中
です。

「世界６大陸世界遺産大紀行」シリーズ
タイトルは「ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行」
第１巻 ヨーロッパ大陸篇・その１ ASIN:B０791H6NSL (389円)
第２巻 ヨーロッパ大陸篇・その２ ASIN:B077XCN7K7 (394円)
第３巻 北アメリカ大陸篇（アメリカ合衆国・カナダ東部）ASIN:B07878SQ63 (393円)
第４巻 アジア大陸篇・中国篇 その１・シルクロード篇・ASIN:B078SM6QMS (336円)
第５巻 アジア大陸篇・中国篇 その２・全地域・ASIN:B078PZCQKW(337円)
第６巻 オーストラリア大陸篇・ASIN:B078S5BQ4S(359円)

以上の通りですが、もしご興味があればお持ちのスマホ・タブレット・パソコンにAMAZON 
KINDLE（アマゾンキンドル）と入力して上記ASIN番号を入力すれば上記の本が表示されま
す。週刊誌以下の価格で世界旅行を紙上ツアーで楽しめます。無料で最初の10ページは
ご覧できますので、一度覗いて御笑覧ください。
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電子書籍について問題点と思う点
電子書籍は基本的に著者自身が作成する必要があります。私は全部自分一人で作成
したいと思い、WORDでA4サイズに書いたこれまでの原稿を如何に電子書籍のフォーマッ
トに合わせることができるかが大きな問題でした。
そのフォーマットには専門的な用語が多く、それが理解できない私はその指示にとまどい
慣れない作業をこなすことが、電子書籍作成上の私の問題点でした。

表紙作成も慣れるまでは大変でした。とにかく、一度原稿をKDPにメールで申請し、その
内容をPREVIEWでみるとタイトルや文字がバラバラになっていたり、写真が前後左右に動
き、自分が作成した原稿レイアウトとは大違いでした。それで、再度修正し直しましたが、
それでもまだ、満足するものではありませんでした。KDPの担当者から修正の仕方等アド
バイスを受けましたが、言葉の意味が理解できず、その通りに修正できなのが現状です。
しかし、それもこれから時間をかけて今後再修正して行くつもりです。勿論金を払えば、プ
ロに表紙を作成してもらったり、内容も他の人と共同で著作できます。

最後に
以上から、私が皆様方に言いたいことは「誰でもノーリスクで出版できる時代」が到来した
事から、貴方も自分で出版する道が開けたと言うことです。もちろん本物のプロの作家など
と同じ土俵で戦うのですから、テーマの選び方「視点や切り口」のアプローチ方法、電子書
籍化するための知識、アマゾンとの契約やアメリカの税務手続き、買ってもらうためのマー
ケテイングのノウハウなど、様々な知識や技術が必要です。販売士の皆様方にはその壁
を乗り越える経験や知識があります。
まず自分の本を出版させたいという夢を見ないことには、先に進みません。そして、TRY
し熱意をもってそれを実現させ、有意義な人生にしましょう。

以上
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1 級 販 売 士 寺 園 公 教

ご承知の通り、平成２９年１０月４日、アサヒビールは、
ビール類の値上げ（平成３０年３月１日より）を発表しました。
なぜ、今このタイミングで値上げ発表なのでしょう。
報道各社によると、値上げは、業務用を中心で、対象商品は

樽や瓶など容器回収を伴う商品に限られ、居酒屋などで提供さ
れる、酎ハイ向け焼酎なども含まれます。
背景には、人手不足による物流コストの高騰があり、飲食店などに納める樽生

ビールや瓶ビールなど、空容器を回収する、いわゆる、リターナブル商品は、納
品と回収に二重にコストがかかることから、今回の値上げ発表になっています。
アサヒに続いて、サントリーが平成２９年１１月２１日(値上げは平成３０年４月
１日）、キリンは平成２９年１１月２８日（値上げは平成３０年４月１日）、
サッポロも平成２９年１１月２９日（値上げは平成３０年４月１日）発表しまし
た。これで大手４社の値上げが全て発表されました。
今回の値上げ発表で、もっとも、影響を受けることが予測されるのは、業務用

の酒類の提供をしている飲食店で、本年、６月１日より酒税法改定により、値上
げを実施した経緯があり、背景は異なりますが、１年の間に二度の値上げ実施に
反発も予想されます。
実際に値上げの要因となっているのは、平成２９年６月１日施行の、「酒税法

及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」で、メーカーも例外ではなく全
ての品目が総販売原価を下回る販売ができなくなったことから、アサヒビールで
は、コストのかかるリターナブル商品がその対象となっていると推測されます。
下のグラフは、アサヒビール株式会社の主力商品である、スーパードライの課

税出荷数量です。データとしては、樽、瓶、缶等のトータル数字で、大瓶に換算
した場合の数値となっています。リターナブル商品のみの推移ではありません
が、２０１６年の２００７年実績対比では７６．５％と約四分の三の実績まで落
ち込んでいます。トップメーカーの主力ブランドの実績ですので、他のビール
メーカーの商品においては、さらに大きな減少が想定されます。

13,070 
12,530 

11,700 
11,265 

10,850 10,880 10,627 10,611 10,383 
10,000 

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年

スーパードライ 課税出荷数量推移
単位：万箱 ※１箱＝633ml(大瓶）×20本換算

データ出所：アサヒビール株式会社 ホームページ 月次販売情報より抜粋

－ 寄 稿 「 ビ ー ル 類 値 上 げ ！ な ぜ 、 今 ？ 」 －
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アサヒビールのホームページでは、今回の価格改定の発表を以下のように掲載してい
ます。

（アサヒビール株式会社 ホームページニュースリリースより抜粋）

酒類リターナブル容器商品の価格改定について
アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 平野伸一）は、2017年6月に施行された改正酒税法・酒
類業組合法の「酒類の公正な取引の基準（以下、「新基準」）と、厳しさを増す物流環境に対応するた
め、2018年3月1日より、酒類リターナブル容器（該当容器：瓶・樽詰、該当種類：ビール類・リキュール・
焼酎）の一部商品の生産者価格を改定します。
新基準は、酒類業組合法 第86条の3第一項の規定に基づくもので、酒類製造業者又は酒類販売業
者（以下、「酒類業者」）が行う酒類の取引に適用されます。酒類業者がこの新基準を遵守しない場合
は、「指示」「公表」「命令」「製造免許又は販売免許の取消」といった4段階で法的な規制を受けること
になります。 法的な規制を受ける主な内容は以下の2点になります。
① 正当な理由なく、酒類を継続して総販売原価を下回る価格（総販売原価割れ）で継続して販売す
ること。（総販売原価：売上原価の額と販売費および一般管理費の額の合計）
② 自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること。
ビール類の総市場は1994年をピークに減少しているなか、リターナブル容器商品は、飲用シーンの
変化や外食市場の低迷などにより減少幅が大きくなっています。具体的には、瓶商品の2016年出荷
数量は2008年比で約40％減少しており、同様に樽詰商品は約8％減少しています。
また、酒類業界を取り巻く物流環境は、車両不足やドライバー不足による物流費の上昇などにより
厳しさが増しています。そうしたなか、リターナブル容器商品は、缶商品などのワンウェイ容器とは異
なり、空容器の回収・洗浄・保管等の負担が増加しています。 当社は、製造・物流・営業・管理各部門
の効率化などにより収益性の向上に努めてまいりましたが、当該商品の採算悪化が続くなか、総販売
原価割れ、もしくは近い将来総販売原価割れとなる可能性が高くなっているため、法令遵守の観点よ
り生産者価格を改定することにいたしました。

上表にありますように、ビン商品は４０％のマイナス、樽商品は８％のマイナス
と、特にビン商品の大幅なマイナスが顕著です。ビールの大瓶、中瓶はブライダルや
各種のイベント等の乾杯時の定番でしたが、昨今は、乾杯から他の商品でというのが
珍しくありません。

ちなみに、スーパードライの２０１７年の１月～１０月の実績は７，７２２万箱
(前年同期７，９００万箱)と９７．７％で推移しています。減少幅は小幅ですが、２
０１７年６月１日酒税法改正のため、値上げ前の需要で、５月が１１４％と伸びてい
ることが要因としてあり、小幅な減少にとどまっていますが、通期になるとさらに落
ち込むと推定されます。
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（注）ビールメーカーはびん製造会社からリターナブルビールびんを購入して使用し、びんの購入価格の一部であ
る5円を保証金として上乗せして販売、市場に流通させています。



酒類リターナブル容器商品の一部商品の価格改定について
サントリービール（株）、サントリースピリッツ（株）は、酒類リターナブル容器商品の一部商品

（該当容器：瓶・樽、該当酒類：ビール類・リキュール）について、生産者価格を2018年4月1日（日
）から改定します。 当社は、高品質な商品を安定的に提供するため、これまで生産性の向上、物流
合理化、諸費用の削減等、さまざまな企業努力と経営の合理化に努めてきました。
しかしながら、2017年6月に施行された「酒類の公正な取引の基準」への対応に加え、物流環境の悪

化に伴う酒類リターナブル容器商品の空容器回収のコストなどの増加を、企業努力だけで吸収するこ
とは極めて厳しい状況となっています。 このため、今後もお客様に高品質な商品を安定的に提供し
ていくために、やむを得ず酒類リターナブル容器商品の一部商品について価格改定を実施します。
サントリービール（株）、サントリースピリッツ（株）は、今後も「酒類の公正な取引の基準」を遵
守するとともに、いっそうのコスト削減を図り、お客様へ高品質な商品を通じてイノベーティブな価
値を提供していきます。

― 記 ―

▼実施日 2018年4月1日（日）
▼対象商品 酒類リターナブル容器商品の一部商品
■価格改定実施品目一覧（酒類リターナブル容器商品）
■価格改定しない品目一覧（酒類リターナブル容器商品）

一方サントリーは下記のように自社のホームページで発表しています。
（サントリービール株式会社 ホームページより抜粋）

アサヒビール同様、リターナブル商品に絞った値上げですが、飲食業界にとっ
ては非常に大きな影響となりそうです。
現時点で飲食業界の反応も出始めており、八剣伝、酔虎伝を運営するマルシェ

は来年３月からの値上げを発表しています。人件費や食材費の高騰に苦しむ業界
にとって、影響は無視できないほど大きな経営課題ですが、ビール類の安売りを
目玉にする時代は終わりを迎えようとしています。

いずれにしても、ビール類の消費が大きく落ち込む中、価額ではなく、付加価値
を消費者が感じる商品戦略を打ち出せなければ、ＲＴＤ商品等の伸びではその落ち
込みを吸収できないビール類の値上げは、メーカーを含めて関係業界を直撃しそう
な平成３０年のスタートです。
そうした中で、平成２９年１２月１日、日経新聞にビール会社大手の「クラフト

買収競争の幕開け」と題した記事が掲載されました。ビール大手が規模の拡大に限
界を感じ、消費者の好みの多様化、ニーズの変化に対応しはじめているというもの
です。
ワインにはメガブランドはなく、ワイナリーの

多様性を支持する消費者によって、小規模でも、
その独自性を保っていることから、クラフトビール
に注目が集まっているというものです。
クラフトビールはメガブランドと比較しても割高でも売れる商品が多数ありま

す。ビール離れが加速する中、次代に向けた方向性を模索する大手ビール各社の動
きに注目です。

RTD
ビール類
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一般社団法人日本販売士協会では定期発行の会報「販売士」、ホームページを通じて
全国で活躍している販売士・各支部活動状況を紹介しています。

今号ではリレートークをご紹介します。
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登 録
講 師

リ レ ー
ト ー ク

二宮 基陽 （大分県）

販売士との最初の出会いは本屋

だった。
「３級販売士資格問題集」という、
当時の私には何だか分からない
タイトルの本に興味をひかれて購入し、
勉強を開始した。

その後、３級合格を足掛かりに、２級、１級と合格し、登録講師になるまでに２０年超か
かったが、全く知らない知識を吸収できる刺激的な時間でもあった。
今は、福岡販売士協会大分支部の登録講師の有志で、専門学校の販売士受験講座
を分担して担当している。私にとって講座を担当している時間は有意義で、多くのことを
学ぶ時間となっている。理由としては２つのことがあげられる。

リアクションが非常に新鮮であり、緊張感があること
予備知識のほとんどない学生にとって、私が話すことの多くの事が初めて聞くことで
あるので、興味のないことには全く反応せず、逆に、琴線に触れた内容なら目を輝か
せて聞いてくれる。つまり、私の評価がタイムリーに出るので、常に真剣勝負の緊張
感がある。

新しい考え方や気づきを与えてくれること
私は、学生に、より知識を活かすことや関心を引き出すために、私が実際担当して
いる洋服店やコンビニ等の身近な企業を事例として、売上増加策等について学生の
意見を積極的に聞くようにしている。聞くことが中心の試験勉強とは違い、積極的に発
言をしてくれるようになり、知識の定着も図れるようになった。また、学生が発言した問題
点や改善策は、私が全く気付かなかった点も多くある。それら意見を経営者に伝えたと
ころ、大変に感謝されて、実際にそれら改善策を採用して効果が上がった例もあり、そ
れらを伝えると学生も更に意見を言ってくれる等の好循環が生まれてきた。
私は学生に対し、販売士の勉強を通じて、資格合格だけを目標にするのではなく、こ
れらの知識が実際の現場で役に立つことを感じてもらい、１人でも多くの学生が販売士
資格を取得し、小売業界に就職し、販売士協会に加入してくれればと願っている。

2017年12月号 第18回

この原稿は日本販
売士協会「販売士」
に掲載されたもの
を許可を受け転載
したものです。原稿
の体裁は本会報に
合わせて変更して
います。



コンビニエンスストア販売額の推移 【九州】

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

－九州 販売 最前線－ (第1回）販売額にフォーカス！！

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

新たに、九州販売最前線と題して、九州地区の販売に関する最前線情報を紹介す
るページを設けました。
平成３０年１月１１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(１１月は速報）を加工、直近３ヵ年比較でグラフ化してみました。特徴的なの
は３ヵ年のグラフの傾斜が大型店（百貨店＋スーパー）とコンビニ(CVS）では対照
的であることです。
平成２７年は年間で６５．１％、平成２８年は７３．６％、平成２９年は１１月現
在累計で８４．９％とコンビニの販売額が追いつき、追い越そうという状況です。
インバウンドの追い風がやみ、百貨店だけでなく、最大手のイオンも総合スーパー
事業で苦戦を強いられています。コンビニ業界は、ファミリーマートの経営統合、
三菱商事のローソン子会社化とセブンイレブンを激しく追い上げています。
流通業界が歴史的な変革期を迎えていると言われる中、熾烈な流通戦争から目が

離せません。 （文責 KIMITAKA TERAZONO）

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！！！
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単位：億円

平成27年 平成28年 平成29年

1月 770 847 1,005 

2月 705 795 920 

3月 813 879 1,045 

4月 781 865 1,024 

5月 831 897 1,074 

6月 800 874 1,035 

7月 894 992 1,156 

8月 903 994 1,152 

9月 831 994 1,053 

10月 860 1,039 1,080 

11月 821 983 1,030

12月 923 1,072 0
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データをみる！ 考えてみる！ 行動してみる！

出典：内閣府 平成29年版高齢社会白書

平成２８年１０月１日現在の総人口は１億２，６９３万人、６５歳以上の高齢者
人口は３，４５９万人、高齢化率（６５歳以上人口の割合）２７．３％です。
２０６５年でも３，３８１万人とほぼ横ばいで、高齢化率は３８．４％に推移しま
す。実に１１．１％のアップです。
実態として、減少するのは６４歳以下で、９，２３４万人から５，４３８万人

へ、対比５８．８％です。実に４０％超の生産年齢人口が減少することになりま
す。いまだかつてどの国も経験したことの無い日本の急激な高齢社会では、一人の
生産年齢人口（１５歳から６４歳）が、およそ一人の若年（１４歳以下）と高齢
（６５歳以上）の従属人口を支えるという異常事態になります。
もちろん、現在の６５歳と４０数年後の６５歳ではまったく異なる体力や生産能

力が期待されるところです。AIも大きな貢献を果たすでしょう。
高齢でも健康に継続して働くことの出来る雇用環境と年金受給の新たなパラダイ

ムシフトが求められます。生涯現役を可能にする、社会の構造的な変化を、果たし
て、日本は実現できるのでしょうか？

「ハッピーリタイアメントは遠くなりにけり！？」

４０年後、６５歳以上となるのは、現在およそ２５歳
から上の世代ですから、２５歳以下の世代は大きな
負荷を抱えて将来を迎えることになります。
まずは、孫を一人でも多く子供に産み、育てて

もらう。その支援を個人レベルだけでなく社会全体
でしっかり取り組まなければなりません。
そうした意味では、いつの世も次世代につなぐ

人材育成と社会環境づくりが大きな課題といえます。
（文責 KIMITAKA TERAZONO）

年齢区分別将来人口推計
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新コーナーです。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！！



□□□ お知らせ □□□

◆平成３０年度年次総会
日 時：平成30年4月14日（土）14:00～17:30
場 所：福岡商工会議所・地下Ｂ１－a会議室

◆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。

◆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
・パソコンで、ワードやテキストメモなどに入力し
た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
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･鹿児島支部長 宮内智明
Eメール：t.miyauti@hb.tp1.jp
○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

福岡販売士協会・現況報告

福岡販売士協会役員体制
（平成28年～29年度）

会 長： 栗川 久明 （事務局兼務）

副会長： 廣瀬 紀子 （広 報 担 当）
副会長： 中村 純治 （研 修 担 当）
副会長： 小関 芳紀 （企 画 担 当）
副会長： 八尋 晃仁 （総 務 担 当）

理 事： 岡野 利哉 （研修委員長）
理 事： 毛利 裕之 （研修副委員長）

理 事： 横山 修二 （企画委員長）
理 事： 廣瀬 兼明 （企画副委員長）

理 事： 西 珠子 （広報委員長）
理 事： 大串 雅一 （広報副委員長）

理 事： 長沼 玲子 （総務委員長）
理 事： 松尾 宏一 （総務副委員長）

監 事： 森山 正夫
監 事： 箱森 哲則

顧 問： 福生 和彦
顧 問： 濱村 昌男
顧 問： 渡辺 芳雄
顧 問： 高田 暢夫

正会員 ８９名

１級販売士 ６５名

２・３級販売士 ２１名

登録講師 ３名

賛助会員 ３社

支
部
別
内
訳

福岡 ５８名

宮崎 ２名

大分 ９名

熊本 ５名

鹿児島 ８名

佐賀 ４名

沖縄 ３名

平成30年2月1日現在

年明けの喧騒も落ち着き、皆様、新年のスタートに決意を新たなことでしょう。最近、
ジェイムズアレンの「原因と結果の法則」を読みました。「人間は自分の人格の製作
者であり、運命、環境の設計者なのです」にうなり、「あなたの人格と人生を変えるこ
とが出来るのはあなただけなのです。」に勇気をもらい「あなたはあなたがなろうとす
る人間になる」に襟を正す今日この頃です。皆様の投稿をお待ちしております。（KT）
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