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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・宮崎支部・沖縄支部

平成３０年７月２１日(土） 於 福岡商工会議所

お盆も過ぎ、朝夕は多７月は豪雨の影響に続き、歴史的な猛暑でした。福岡では、
観測史上初の３８度を記録し、連日、命の危険を伴う猛暑が続いていると注意喚起
の報道がされています。台風１２号の想定外のコース、進路での福岡上陸と、確か
に、過去経験をしたことが無いような天災の影響がありました。８月も、猛暑・酷
暑・炎暑続きです。少、過ごしやすくはなりましたが・・・・、
皆様いかがお過ごしでしょうか？
平成３０年７月２１日（土）福岡商工会議所会議室において、平成３０年度夏季

研修会が開催されました。 参加者は、当日研修講師１名を含む会員１９名、非常に
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。

参加型新連鎖企画 原稿募集！！ ４９号より新連載の企画をスタートさせました。
P20「九州 販売 最前線」 P21「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！



設立総会報告 福岡販売士協会会長 １級販売士 栗川久明

鹿児島販売士協会・総会開催
日 時： 平成３０年６月２３日（土）１３:３０～１５:４５
場 所： 鹿児島市勤労者交流センター 多目的ホール

鹿児島市中央町10番地 キャンセ８階
参 加： １２名
内 容：
１．開会：佐藤賢宏理事の司会ではじまりました。

２．会長挨拶：宮内智明会長より協会設立経過の説明がありました。
日本販売士協会より４月２７日設立認可を貰い、これまで設立準備、会員集め
を進めてこられ２０名でスタートにこぎつけました。

３．設立趣旨の説明：阿部順子副会長より、日本販売士協会に提出した設立趣意書
が読み上げられました。

４．役員紹介：宮内智明理事、阿部順子副会長、松鶴千征理事、千知岩豊夏理事、
三原武敏理事、白濱俊行理事、土成邦彦理事、佐藤賢宏理事
の紹介がありました。

５．議事
（１）鹿児島販売士協会会則：千知岩豊夏理事より鹿児島販売士協会会則の

詳細説明がありました。
（２）今年度事業計画と予算の説明が土成邦彦理事より説明がありました。

なお、議事については全員賛成で承認されました。

６．来賓挨拶：福岡販売士協会の栗川久明会長より祝辞がありました。
鹿児島販売士協会設立総会おめでとうございます。
会員数を福岡販売士協会鹿児島支部８名から鹿児島販売士協会２０名発足
まで持って来られた宮内智明会長とみなさんのたいへんなご苦労に敬意
を表します。

鹿児島販売士協会 設立総会
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福岡販売士協会 会長 １級販売士 栗川久明

福岡販売士協会の発足は平成１４年４月１３日で、今年１７年目になります。
鹿児島支部は平成２４年に宮内智明さんにお願いして発足いたしました。発足当初
よりいつでも鹿児島販売士協会として独立をしてもよいという条件でした。
支部発足時の会員集めは宮内さんにお願いいたしました。私は支部発足の懇親会に
お伺いしただけで充分なご支援ができず申し訳ないと思っています。私は鹿児島市
出身で甲南高校を卒業しましたので鹿児島には特別な親しみを持っています。
販売士協会産みの苦しみはもちろん大変ですが、協会を維持・発展させることは

さらに大変なことです。鹿児島販売士協会には永続して発展していってほしいと
願っています。
そのために１６年間の福岡販売士協会運営から学んだことをお話したいと思います。
福岡販売士協会では事業計画で年間行事を決めて、それを確実に実行しているこ

とです。全体行事について発足時から現在までほとんど変えていません。
４月の年次総会、６月の流通施設見学会、７月の夏季研修会、８月の納涼家族ビア
パーティ、１０月の秋季研修会または九州販売士懇談会、１月の新春懇談会です。
福岡販売士協会発足時に参加者より強くご指摘いただいたことは、年会費３,０

００円で協会財政はやっていけますか、大丈夫ですかということでした。福岡販売
士協会では全体会合は福岡商工会議所で行い、必ず懇親会を組み合わせています。
懇親会費は当初３,０００円、現在３,５００円をいただいて運営して収支を合わせ
ています。要は、年会費は会場費だけで、飲食費には使わないということです。
対外的なPR活動も重要だと思います。

ホームページは協会創業時より開設し、会報、全体会合の状況を掲載しています。
現在３人目の岡野利哉理事が担当してくれています。会報も協会創業年より年３回
発行し、現在第５０号になりました。会報編集も３人目の寺園公教理事が担当して
くれています。これからはフェ―スブックによる情報発信にも力を入れていきたい
と考えています。
平成１５年に九州販売士交流会を日本販売士協会・長崎販売士協会・島原販売士

協会共同主催で開始いたしました。その後、平成２５年からは福岡販売士協会主催
で「九州販売士懇談会」を開催しています。今年は福岡商工会議所で１１月１０日
（土）に開催いたします。宮内会長にご案内を出しますのでぜひご参加ください。
これまでの１６年間の福岡販売士協会のお世話活動をして私が勉強させてもらっ

たのは「忍耐」「継続」「積極対応」が大事だということです。
どうか鹿児島販売士協会が会員満足運営で今後すばらしいご発展を祈念いたして

おります。

総会後、居酒屋「目利きの銀二（鹿児島中央西口駅前店）」で９名出席して懇親
会が行われました。」

鹿児島販売士協会設立おめでとうございます！！
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会長 １級販売士 栗川久明

今回の夏季研修会は１７回目で、参加者は１９名です。
今年度は４月１４日（土）年次総会を２６名出席で開催後、

５月１２日（土）に福岡商工会議所で第1回3級講師養成講座を
１０名参加で開催しました。
５月１４日（月）には会報第５０号「年次総会特集号」を発行
しました。
５月１６日（水）には拡大役員会議を１２名出席で開催しました。
６月２日（土）には「春季流通施設見学会」として
「ROPPONMATSU421」を１５名で見学しました。
今年度鹿児島支部が「鹿児島販売士協会」として独立し、６月２３日（土）

に総会が開催され、栗川会長が来賓として出席しました。
総会の様子は資料として配布しています。

今年度前半のトピックスは
① 鹿児島支部が鹿児島販売士協会として独立したことです。

発展を祈念したいと思います。
② 今年初めて、会員向けの「３級販売士講師養成講座」を開催しました。

講師養成通信講座のすすめをご覧ください。
③ 当協会のＨ３０年度版チラシを作成しました。会員勧誘をよろしくお願いし

ます。多部数必要な方はお申し出ください。
④ 「九州販売士懇談会のポスター」を作成しました。当協会のホームページは

もちろん、日本販売士協会ホームページにも掲載してもらう等幅広くＰＲし
ていきます。

今後の予定として、
８月２５日（土）に「夏の納涼家族ビアパーティ」を開催します。
例年のように「アサヒビール園博多」でのバーベキューパーティです。
ご家族一緒にご参加ください。
９月には、会報「販売士・ふくおか」第５１号を発行予定です。８月末までに
皆さんの寄稿をお願いします。
１０月１３日（土）に福岡商工会議所で「第2回3級講師養成講座」を開催します。
１１月１０日（土）に福岡商工会議所で「九州販売士懇談会イン福岡」を福岡・
長崎・鹿児島販売士協会主催一般社団法人日本販売士協会後援で開催します。

本日は楽しい充実した研修会・懇親会にしたいと思いますのでご協力をお願いし
ます。
それでは、本日の講演会の講師をご紹介します。
みなさん良くご存じの長崎販売士協会理事で、当協会の会員でもある吉岡英春さ
んです。演題は「長崎の小売業の現状」です。それでは吉岡さんよろしくお願い
します。

第１７回夏季研修会 開催ご挨拶
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第１７回夏季研修会 講演
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「長崎の小売業の現状」

長崎販売士協会理事 吉岡 英春
１．第一部 講演

平成３０年７月２１日（土）、福岡商工会議所において、
平成３０年度夏季研修会を実施いたしました。
本日は、長崎販売士協会 理事 吉岡様に講師をお願いして

「長崎の小売業の現状」をテーマにご講演いただきました。
講演では、最初に各資料統計に基づく、「経済、個人消費、

人口推移、観光の状況」、「商業販売額」、「業種別売上」、「百貨店業界の動向」
等の報告があり、次に平成２１年度から開始された「長崎駅周辺再整備事業（事業規
模１６４億円）」をはじめとした「長崎の環境変化」について報告がありました。

最後に、今後取り組みが必要なこととして、
①販売MD施策、改革
②販売チャネル改革
③店舗運営基盤改革
④収益構造改革

の４つの改革があり、今後の課題として
掲げられると提言がありました。

２．講演終了後
同氏の人生訓としておられる言葉の紹介が

ありました。
「親を大切にする」
「類は類を呼ぶ」
「人生は一回きり」
「一日一生(一日一笑）」
「自分が努力しないと出会いはない」
「人生は自分が楽しまないと駄目」
「頭がいいと思っている上司はダメ」
「結果が一番」
「プライドはいらない」
「一番は友達」

（講演内容報告 八尋副会長）
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平成３０年度 夏季研修会 懇親会

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。
最後にビンゴゲームで７本のワイン獲得を競い合いました。
研修会・懇親会は、長沼玲子理事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。
懇親会の後は希望者8名で近くの居酒屋「竹乃屋」でさらに親交を深めてき

ました。

廣瀬さん マイブームはお菓子作り！

岡野さん 「挨拶の大切さを実感」！

蒲池さん ウォルマート西友売却裏話！

中島さん Ｙ乳業事件と長崎赴任時代！

植田さん ビル管理心構えと災害時対応！

福生さん 島原の乱と名前（福生）の由来！

冬木さん 旅行、趣味、吉岡さんのこと！

高山さん 定年再雇用の現状、マラソン！

戸田さん My Town Watching！

中村さん 女房とお客様は大切に！



第１回販売士３級講師養成講座を開催！！

-7-

開催日時：平成３０年５月１２日（土）
１３:００～１７:００

開催場所：福岡商工会議所302会議室
参加者 ：講師２名

高田暢夫顧問、栗川久明会長
受講者８名
小関芳紀、長沼玲子、大串雅一、
中島良一、高橋幸子、蒲池彰、橋本隆一
毛利裕之

当協会では２年前より販売士１級・２級を目指す方の支援として、会員向け「１級・
２級販売士通信講座」「販売士３級講師養成通信講座」を開講してきました。
本年度は具体的に３級販売士養成講座の講師育成を目指しています。
そのために販売士３級講師養成講座を５月１２日（土）と１０月１３日（土）の２回、

福岡商工会議所で開催を計画しています。
今回の受講者は長崎からの高橋幸子さん、熊本からの橋本隆一さんを含む８名でした。
講義は高田暢夫顧問によりプロの講師を目指すための講師心構え、販売士養成講座運

営の仕方等を講師歴２５年の経験を踏まえ１時間講義していただきました。

また、栗川久明会長には１２年間の専門学校講師・社会人向け販売士養成講座講師経
験をもとに講義をしていただきました。今回は受講者を社会人対象にしぼり、養成講座
講師ポイントと「小売業の類型」の模擬講座を３時間していただきました。
終了後は希望者７名で居酒屋「竹乃屋 祇園店」で反省会を行いました。
次回は１０月１３（土）で、多くの参加者を募集しています。

（栗川会長記）



平成３０年度春季流通施設見学会を終えて

副会長 １級販売士 岡野卓也
日 時：平成３０年６月２日（土）13:00～17:00
場 所：ROPPONMATSU421（福岡市中央区六本松4丁目2-1）

反省会：居酒屋「竹乃屋」六本松店
参 加：１５名

栗川久明、岡野卓也、廣瀬紀子、小関芳紀、岡野利哉、長沼玲子、蒲池彰
中島良一、渡辺芳雄、山路博之、森山正夫、冬木繁雄、福生和彦、濱村昌男
橋本隆一

内 容：
今年度の流通施設見学会は６月２日土曜日午後1時～5時まで「六本松４２１」にて

行われました。集合場所を施設の駐輪場前にて案内しておりましたが、施設には２か
所の駐輪場がある事が判明。皆様にはご迷惑をお掛けしました。

見学会のスタートは同施設を管理運営するJR九州ビルマネ
ジメントの今里室長より会議場をご準備頂き、施設の計画段
階からお話をご丁寧に解説して頂きました。
当時の資料を手元資料としてご準備頂く等、本当にお世話

になりました。
質疑応答の時間には沢山の質問がありましたが、しっかり

対応頂きました。特に施設のネーミングの裏話など面白いお話
でした。

JR九州の青柳社長のメモから生まれたとは驚きでした。又休憩中の雑談ですが、六
本松４２１は「死にいく」との語呂合わせと読める縁起が良くない名前とのご意見を
聞きました。名前一つでもいろいろな見方があるのだなと感じた次第です。話を元に
戻しますが、JR九州関連施設の集まった施設でありJR九州の儲かりの仕組みを勉強し
た時間でした。本当にお世話になりました。
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説明会の後は、施設内を自由見学です。会議室を出ると２階通路より蔦屋書店の売
り場に直結していました。２階は蔦屋書店が一括借りされておりスターバックスで珈
琲を購入すれば書店内の本を自由に購読できる仕組みとの事で、沢山のお客様が利用
されておりました。物と時間を提供する新しいサービスを体験しました。又書店の空
間も従来の書店とは全く違う配置で、天井近くまである書棚は実用的でないと思いま
したが、新たな形の書店の飾り付けを感じました１階の売り場はBON REPAS TREZOを
中心に飲食店から八百屋までコンパクトにまとまった売り場です。TREZOの意味は「
宝探し」という意味だそうで、他店には無い珍しい一品を数多く集め、宝探しを行う
ように買い物を楽しんで貰いたいとのコンセプトで売場作りを行っているようです。
売り場の棚の配置も一直線では無く曲がりくねった通路を進めばまさに売り場を探検
する気分です。最近では「ドン・キホーテ」の売場作りが注目されておりますが、同
施設は他に無い店作りの工夫が沢山詰まった売場です。

次に伺った施設は、やはりJR九州グループの運営する
シニアマンションSJR六本松です。
当日は島原支配人による案内で、施設内のモデルルーム

からレストラン、娯楽室等々見学させて頂きました。
参加者の皆様から多くの質問がありましたが入居費用を伺った時は、入居一時金の高
額に驚かれた様子でした。
最後の見学先は、福岡市科学館です。ドームシアターの放映時間に間に合った方は

福岡市科学館独自のオリジナル番組にて宙語りを体験しました。見学疲れを感じた方
には丁度よい休憩時間だったようで、近くから鼾が聞こえていました。４０年振りの
プラネタリューム体験に時代の移り替わりを感じた時間でもありました。
反省会は近くの居酒屋にて行いましたが、見学会の感想を含め意見交換し、大変有意
義な１日でした。

来年の計画は未定です。観てみたい施設や工場等があればどんどんご意見をお聞か
せ下さい。ご参加頂いた皆様大変お疲れ様でした。



平成３０年度 納涼家族ビアパーティ

恒例の納涼家族ビアパーティが８月２５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。納涼家族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・吉岡英春さん、北九州市の森山正夫さん、地元福岡の栗川久明、

岡野卓也、長沼玲子、中島良一、横山修二、植田徹さん、８月新たに入会された会員
石井保彦さんご夫妻を含む１１名にご参加いただきました。

常連組が多いので、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６名で博多駅のカラオケ店シダックスで二次会を行い、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。

（栗川記）-10-



大分支部 支部長 溝部 敏勝

２０１８年度の訪日外国人旅行者数が、８月１５日現在推計で、２千万人を超えま
した。
この数字は昨年よりも１か月早く、過去最速を更新したようです。
政府は「観光を地方創生の切り札、成長戦略の柱」と位置付け、２０２０年訪日外

国人旅行者を４千万人にする目標を掲げています。しかし、訪日客の増加がもたらす
「負の側面」も無視できなくなってきたことも確かです。
昨年、大分県を訪れた外国人観光客数は、８２万人を超え記録を更新しました。

「観光庁」が公表した２０１７年
の宿泊旅行統計調査（確定値）に
よりますと、県内のホテルや旅館
に泊まった外国人客の延べ人数は
１３８万人で、２０１６年よりも
６７．７％伸びました。
この伸び率は大分県が「全国

トップ」とのことです。

大分県内には温泉や寺社仏閣など
といった観光資源が豊富に存在し
ます。
また九州各県が協力して進める「九州広域観光周遊ルート」のPR活動も功を奏して

外国人観光客は増加し、今後もまだまだ増え続けると予想いたします。

大分を訪れる外国人観光客の６４％が韓国人です。次いで台湾、中国、香港などの
アジア諸国からの観光客が３４％を占め、富裕層の多い欧米の観光客は２％程度にと
どまっています。来年のラグビーワールドカップ大分大会を機に、試合が予定されて
いるニュージーランドやオーストラリア、イングランド戦等、アジア圏以外の応援旅
行者を多く呼び込むチャンス、と観光関係者の招致熱は一段と高まっています。
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－ 寄 稿 地 球 が 泣 い て い る 「 観 光 公 害 編 」 －



では大分県はどのような観光地に注目が集まっているのでしょう。
「“たびらい”の大分県観光おすすめ１０選」による順位結果は以下の通リでした。

１）由布院温泉、「東の軽井沢、西の由布院」
と称され全国的有名観光地。

２）別府温泉、日本一の源泉数と湧出量、
豊富な泉質。
今年５月に初めて「温泉サミット」が
開催されました。

３）うみたまご、猿で有名な高崎
山に隣接し、別府湾沿いにあ
る老舗水族館。

４）宇佐神宮、全国八幡社の総本
宮、地元グルメとして「宇佐
からあげ」が有名。

５）長湯温泉、銀色の泡に包まれ
て癒される世界屈指の炭酸泉
湧出地。

６）中津城、黒田官兵衛は中津城を築き、
１万円札の顔、福沢諭吉の出身地。

７）杵築、大分空港に近く“小京都”とし
て、武家屋敷や石畳の坂道の景色が特徴。

８）臼杵石仏、日本最大級の摩崖仏、大友
宗麟が城を築いた地。

９）佐伯、海山の幸に恵まれており、佐伯
寿司やジビエ料理が味わえる。

１０）耶馬渓、秋の紅葉や青の洞門、羅漢寺、
耶馬渓橋、猿飛千壺狭などが有名。

以上より、「温泉県大分」を代表する温泉地に人気が集まっているようです。

-12-
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私は、先般昨年に続き「上記７）「杵築のお城祭り」を見物してきました。

杵築市は別府湾を囲みこむ北側、
国東半島入り口南側に位置し、
城下町と交通の要所として栄えて
きました。
また京都を思わせる町づくりや

海の幸（カキ等）、山の幸（みか
ん、お茶等）に恵まれた温暖な気
候の地でもあります。
「杵築市のお城祭り」は、大名や
武士に衣装着替えした祭りを担う
人々らが、塀のある武家屋敷の周り
や石畳の上を、列をなして進む姿
に沿道から声援を送り見届けました。

例年祭りは、著名人をお呼びして行列に参加していただき、祭りに華をそえて
賑わいを創出しています。

観光客の増加は、地域経済によい効果をもたらす一方、「観光公害」とも呼ばれ
る、観光地や住民に与える様々な弊害が全国的にも問題となっています。

その弊害とは、
➀移動に伴う交通渋滞により地元住民の移動が制限されることや騒音被害
②バスや車の排気ガス等CO2排出量の増加による地球温暖化の助長
③マナー違反の観光客が増えて、観光地の環境破壊や安全性が損なわれている

などです。

弊害の中でも看過できないのは、③のマナー違反だと思います。
③の具体例としては、ごみ投棄による景観破壊や衛生問題、禁止区域への立入

り、撮影禁止場所での撮影、喫煙禁止場所での喫煙やポイ捨てなどが所かまわず
行われています。
大分市の高崎山では、「猿」をからかったり、猿の体に触れるなどして猿を怒

らせ、逆に攻撃を受けて怪我をする観光客が後を絶たないとのことです。
③の解決策として、「観光客自身の問題」が大きいと思いますが、文化や慣習、

言葉の違い、日本の地を踏んだ解放感等、観光客自身に自制を促すのは難しいの
ではないでしょうか。マナーの悪い観光客の増加を「チャンスととらえるか脅威
に感じるか」は観光地サイドの受け取り方次第です。

「観光公害」の発生をむしろチャンスととらえて、道路などのインフラ整備を進
めると同時に、これまでとは異なる受け入れ態勢（AIやITの活用）を敷くことで、
観光客の満足度を高めながら、地元「地域活性化」に結び付けていく方向を模索
していくべきだと考えます。

以上



１ はじめに
同会報の先号で、私の南アメリカ大陸世界遺産大紀行を簡単に
ご紹介した。
今回その２では、150年の歴史がある日本人移民・移住の簡単な
歴史と現状を紹介したい。

日系人とは日本以外の国に移住し当該国の国籍または永住権を取得した日本人、およ
びその子孫のことで、現在世界に約300万人以上存在すると推定されている。日本に居住
する日系人は約30万人存在する。私が日本人移民・移住に興味を持ったきっかけは、私の
父親の兄である伯父・川原豊蔵が1929年に大分県・日田からペル―に自由移民として渡り、
現在その子孫が4世代まで居て、ペルー・リマで活躍しており、まだ彼らに会った事がない
私は、彼らに会って話し、交流し、現状を知りたかった。そして現在日本とペルーに暮らす
我々親族の子々孫々が、今後お互いが交流できる土台を築きたかったからであった。まず
ペルーと日本に住む親族達のお互いのルーツを知るために両国の親族の家系図・
FAMILY TREEを作り、お互いを知りあう事から始めた。

私の伯父・川原豊蔵一家の写真（リマで1950年頃）子供は私の従兄弟・従姉妹達・南米地図

２ 日本の移民の簡単な歴史とその背景
日本の移民の背景は、第二次世界大戦直後までの日本は出生率が高く、日本政府は人
口増加に比べた耕地や雇用の不足を、海外移民により緩和しようと考えた。特に貧窮農家
の二男・三男や女子は町の工場で雇われて安い賃金で厳しい労働をさせられることが多く
なった。土地が狭く人口が過剰な国の小作人ンの大方の情勢は、海外に新天地を求める
ほかないと、こうして日本人の海外移住の流れが生まれた。ただし移民本人や故郷に居る
家族・親族にとって、第二次世界大戦以前は一時的な出稼ぎの要素が強く、「故郷に錦を
飾る」ことを目標とする者が大半であった。このため特に移民一世では、国籍の離脱・変更
をしなかった者も多かった。
そして今から150年前の明治元年(１８６８年）にいわゆる「元年者」と呼ばれるハワイへの契
約移民153名が、非合法ながら渡航したのが最初である。その後政府公認として、1881年
のハワイ国王カラカウアの来日を契機にした1885年のハワイ移民を皮切りに１９世紀末以降
本格化、サトウキビ畑や製糖工場で働いた。第二次世界大戦後しばらくの間まで日本政府
も積極的に関わって行われた。そして現在ハワイの日系人の人口は約20万人で7世の時代
にまで拡がっている。

１級販売士 山路博之

－寄稿「世界6大陸世界遺産紀行シリーズ・ 南アメリカ大陸篇」その２－
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ハワイ以外で移民が主に向かったのは南北アメリカ大陸であった。明治2年（1869年）にアメ
リカ合衆国・西海岸カリフォルニア州への移民が始まった。ハワイやアメリカ本国への契約移
民は主に農業に従事する人が多かった。大規模農業プランテーションでの小作のほか、日
本国と受け入れ先国との取り決めにより一定の土地を自由に開墾する権利を与えられたとい
うケースがよく見られる。しかし多くの場合、その土地は現地の人が開墾に二の足を踏む様な
劣悪な場所であり、また流通市場の確保等の面において様々な困難・差別を受ける事も多く、
初期の移民は白人地主に搾取される事も多かったため、成功に至れずに潰えてしまった者、
帰国した者も少なくない。
明治41年（1908年）日本政府と合衆国政府の間で紳士協定が結ばれ、日本からの移民制
限、ハワイから米国本土への移民禁止措置が行われ、事実上既に移民した者の親族以外の
渡航が不可能となった。さらに1924年排日移民法が施行され、いかなる形の新規移民も認め
られなくなった。現在アメリカでの日系人は約120万人と言われている。

当時の南米移民募集ポスター

明治26年（1893年）のハワイからの再移住である中米・グアテマラ移民をはじめとして、榎本
武明の提唱により明治30年（1897年）に35名がメキシコに入植した「榎本移民」をきっかけに
組織的移住が始まった。そして南米大陸への日本人の集団移住・移民は明治32年（1899
年）ペルーへの移民が最初であった。現在日系人が150万人いると言われるブラジル（サン
パウロ州・パラナ州）への移民は明治41年（1908年）6月18日（現在・日本移民の日）781人の
契約移民を乗せた笠戸丸がブラジル・サントス港到着から始まった。ペルーやブラジルの他、
キューバ（大正11年）、コロンビア（昭和4年）、パラグアイ（昭和11年）、アルゼンチン、ボリビア
やチリへの移民も盛んに行われた。南米の劣悪な悪環境の中にあっても、日本人の特質とも
言えるきめの細やかな管理が重要となる養鶏や果実栽培等の分野を中心に徐々に成功する
者も現れ、ブラジルでは大地主になる者も現れた。これらの成功者の功績等により、日系人
は移民受け入れ国内でも一定の評価を得るに至り、“nikkeii"（日系）と言う単語が認知される
程になった所が多い。
第二次世界大戦前には、日本が領有していた南樺太、朝鮮半島、台湾、南洋諸島へ渡った
者も多いが、これは日本領地内の移動と考える事もできる。法的には外国であった満州国へ
の移住。これらの地域からは、日本が敗戦した1945年から数年間の「引き揚げ」によって合計
300万人とも言われる日本人はほぼ一掃されたが、両親を失ったり、「引き揚げ」の途中で家
族とはぐれたりして、中国残留孤児となった一部の日本人年少者が現地人の家庭に引き取ら
れ、現地人として育てられた例もある。
第二次世界大戦直後には沖縄等の戦争の傷跡の深い地域から南米に移民する人が多かっ
た。例えば、ボリビア、サンタ・クルスには「コロニア・オキナワ」や「コロニア・サンファン」と言う
名前の日本人移住者が作った村がある。
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ブラジル・サントス日系移民ブラジル上陸記念碑（左と）とペルーリマ日本人移住史資料館（右）

海外移民ないし出稼ぎに行った日本の民衆が最も苛酷な目にあった日本人移民史
上受難の3大事件は、1番目がペルー初期移民である。①明治32年（1899年）4月3日
「佐倉丸」で第1回契約移民790人がカヤオ（リマ）港に到着した。耕地（大農場・プラン
テーションの事）では衛生設備に事欠き、言語風俗の異なる気候と重労働から風土病
にて雄志なかばで異国の土となったものもあり、その結果集団で契約解消をしたり、中
には世陰に乗じて脱走した者も多数にのぼった。そして4年目に帰国できるようになった
時点での消耗率は実に79％に達し、戦闘部隊で言えば全滅と言ってよかった。
その2番目はフィリピンへの出稼ぎ移民で1903年フィリピンのマニラとバギオ間250㎞の
道路建設に従事するため1470人の移民が行われた。余りの難工事に耐え切れず、現
地人や各国労働者が脱落した中、日本人移民労働者はよく耐えて4年の歳月を費やし
て貫通までこぎつけたが、事故やマラリヤで500人が死亡した。消耗率34%で、日本人の
人柱で完成したと言われている。
そして3番目が満蒙開拓移民。1932年から始まり、第2次世界大戦の年までに合計

222,970人が中国大陸へ進出した。世に言う武装移民である。ところが1945年8月9日か
ら始まったソ連軍の侵攻と8月15日の日本軍の降伏から大混乱に陥り、死者7万２千人、
行方不明１万１千人を数えた。掠奪、婦女暴行など身震いするような嵐の中での引き上
げであったが、消耗率は37,3％だった。
移住者数は第二次世界大戦終結から１９５０年代にかけて、ベビーブームによって人
口爆発が起こった事などから飛躍的に増加したが、この時に「土地がなくなる」などと
言った危機感があり、国策的に移民が行われた。周到な準備がなされずに移民送出が
行われたため「棄民」と呼称されることもある。しかし、日本が高度経済成長を遂げ、国
民が豊かになった1960年代に移民希望者が減少し始め、外国に移住するメリットがなく
なり、1980年代から1990年代にはごくわずかとなった。
現在、南米日系人社会は19世紀末から20世紀初頭に移民した所では3世〜5世が、
戦後移民した所でも2世・3世が中心世代となってきている。日本国外にいる日系人を中
心に日本語が読み書きできない、話せない日系人も珍しくなくなっている。特に、アメリ
カ州では、太平洋戦争下で、日系人の強制収容や、激しい差別が行われたため、日系
人が移民先の国民である事・敵性外国人ではない事を国内に示すため、1930-1940年
代生まれの3世以降には、わざと日本語を教えなかった家庭が多くあった事も影響して
いる。私もペルーの3世4世の親戚とは、日本でに出稼ぎに行き日本語が話せる人達を
除き、スペイン語でしか話ができず困ってしまった。
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ブラジルとペルーの日本人の活躍。祖国日本から遠く離れ、気候、風土が異なり更に言語、
文化、習慣の全く異なる南アメリカの地で、筆舌に尽くしがたいあらゆる苦難と闘いながら
切り開いてきた先輩日本人移住者・移民者達。そして日本人の勤勉さと誠実さ、協調性の
高さで困難を克服、今日の基盤を築き、そのおかげで今日ブラジルやペルー社会で日本
及び日本人に対し尊敬と信頼を得られている。例えばブブラジル人社会における親日感
情は素晴らしく、私も旅行中日本人というだけで、彼らは親指を立ててGOODの仕草を示
された。そしてブラジルでは現在日系人の人口は、150万人とも言われ、6世にまで拡がっ
ている。今日、移民の子孫の中から、ブラジル経済界、政界、研究者や医師等で活躍する
人材を多く輩出し目覚ましい活躍をしている。 ペルーでは混血が進んで日系人全体の数
は推定のしようがないが11万人ともいわれている、その中で特筆すべき日系人は前フジモ
リペルー大統領（1938年生の2世・大統領在位1992年～2000年）であろう。また彼の娘（ケ
イコ）、次男（ケンジ）も政界で活躍しており、近い将来の大統領候補とも言われている。日
系2世3世の「出稼ぎ現象」。1980年代半ばから始まった、南米日系人の日本への逆移住
である「出稼ぎ現象」がある。ブラジルやペルーから若者ばかりか、中年の男女がよりよい
将来を求めて日本へ渡航する出稼ぎ現象は、その規模が膨らみ10年間で日系ブラジル人
2世、3世は2007年末には31万7千人に、ペルーから渡航した日系ペルー人は4万人にも
及ぶ。日本での仕事は高賃金の雇用が約束され、彼らには魅力的な金額になったが、多
くの仕事は日本人がやりたがらない、いわゆる３K(きつい、汚い、危険）な仕事であった。

３ おわりに
私は、自分のライフワークとして世界6大陸世界遺産大紀行を継続中である。これまで
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、そして今回南アメリカ大
陸の世界遺産を訪問してきた。そして現在まで372日間，10万キロ以上世界を旅し,176ヶ
所の世界遺産を訪問してきた。その詳細についてはアマゾン・キンドルから電子書籍で以
下の7冊を出版してきたので、ご興味のある方は是非お読み頂ければ幸いである。

世界6大陸世界遺産大紀行シリーズ
第1巻 ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行「ヨーロッパ大陸篇・その１」
第2巻 ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行「ヨーロッパ大陸篇・その2」
第3巻 ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行「北アメリカ大陸篇」
第4巻 ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行「アジア大陸篇その１」中国シルクロード」
第5巻 ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行「アジア大陸篇その2｝中国他地域
第6巻 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篇」
第7巻 ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行「南アメリカ篇」
私の世界遺産大紀行は、これからも続く。大陸としてはアフリカ大陸を残すのみとなったが、
これまで行った大陸でもアジア大陸（東南アジア諸国）やユーロシア大陸、北アメリカ大陸
（カナダ）、南アメリカ大陸（北部諸国）など行きたい所は山ほど残っている。金銭面と体力
が許す限り今後も続けて行く所存である。乞うご期待。
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「販売士資格を通した人材育成について」

私は長崎空港の旅客ターミナルビルを運営する会社に勤務
しており、現在は、長崎のお土産物などを販売する直営ショッ
ピングモールの運営責任者として日々奮闘しています。

販売士の資格については、１０年以上前に人事部門で社内
の社員研修を担当していた頃にリテール部門スタッフ向けの
資格取得セミナーを企画した際、「社員に推奨するからには
自分も一緒に取った方が説得力が増すよなぁ」と軽い気持ち
で３級を取得したのが始まりでした。

その後、企画部門に異動し、長崎市内の商業施設など県内を代表する企業・団体
の方が参加している異業種交流会に招いていただいたのがご縁で、販売士協会の会
員の方々とも出会う事となりました。
そして、３年前に現在のリテール部門を担当する事になり、まさに小売の現場と

向き合う日々が始まり、運営の仕組みの見直しや人材育成の課題に取り組む立場に
なりました。そんな中で、業態や運営手法は違えども小売の基本を一通り学びなお
す事や業界における変化を参考にする事で、実践に何か役立てられるのではとの思
いで、部下に対する率先垂範の意味も込めてまずは２級、次は１級とチャレンジし
ました。

と、ここまで書くと自発的のようで聞こえはいいのですが、２級取得でひとまず
満足していた頃、先述の異業種交流会で販売士の先輩方から「もちろん１級取得す
るよねー」という暗黙の空気が…。極め付けは、まだ１級受験するとも公言してい
ないのに、１級試験の過去問十数年分という貴重な資料をプレゼントしていただき、
「これは逃げられないな」と覚悟を決めたということもあります・・・

ただ、特にこの度福岡販売士協会の役員に就任された冬木理事には、当社スタッ
フの販売士養成のためのご指導でご協力いただき、この約２年間で１５名を超える
３級・２級の合格者輩出にご尽力いただいたこともあり、これも何かの巡り合わせ
と感じ、自身も１級まで頑張ってみようとの思いもありました。結果として良い経
験をできたこと、この場を借りて背中を押していただいた先輩方にお礼申し上げま
す。
さて、私たちの売り場があります空港も取り巻く経営環境が大きく変化してきて

おり、その商業施設に期待される比重はさらに大きく、高度になってきています。
一方で多くの業界で共通する人手不足の課題も相まって、店舗運営は人的側面で新
たな対応が迫られています。

このような時代だからこそ原点に戻り、今いる人材の活性化を推進し、変化を創
り出せるプロの人材を育てていかなければと考えています。社内での販売士の資格
取得はスタッフが能動的に動きだすキッカケづくりだと思って取り組んでいます。
これからは私たちが、その後輩たちの背中を押していきたいと思います。

１級販売士 長崎市 松尾 茂久
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新会員紹介

はじめして。８月に入会させて頂きました石井と申し
ます。これからよろしくお願いします。
私が販売士の資格を取得したのは平成２１年で、まもな

く２回目の更新を迎えようとしているところです。資格
を取得した時は東京に勤務しており、資格取得後の８月
に(一社)日本販売士協会の登録講師・賛助会員となり、
その登録は今も継続しております。

登録講師になって２年後に、大阪転勤、そして今から５年前に福岡勤務となった
のですが、大阪や福岡では販売士としての活動は全くしておりませんでした。
私は生まれは福岡県久留米市、育ちは筑後市です。学生時代は久留米の学校に

通っていて文化街などに飲みに行ったりしていたのですが、最近、久留米の商店街
はシャッター通りになってしまい、文化街もさっぱり元気がないように感じました。
学生時代を久留米で過ごした私にとっては大変寂しく、久留米に限らず「福岡を
もっと元気にしたい！」と思っております。

ちょうどそんな時に栗川会長から入会のご案内を頂き、８月に入会させて頂きま
した。先日は家族懇親ビアパーティーにも参加させて頂きました。栗川会長をはじ
め、ご一緒させて頂いた方もみなさんスキルが高く、楽しい方たちでした。東京で
もそうでしたが、この九州の地でも販売士の方々はやはりスキルが高く、一緒にお
仕事ができたら楽しいだろうなと感じております。是非会員のみなさまとこれから
も交流を深め、地域の流通・小売業の発展を通じて福岡の発展に貢献できたらなと
思っております。

販売士の資格を持っておりますが、勤務している会社は製造業です。私は中小企
業診断士の資格も持っているので、今まではどちらかというと製造業向けに何か支
援ができないかなと思っておりました。しかし、福岡はもともと水資源に恵まれな
かったという経緯もあり製造業は発達しておらず、ご存じのとおり流通・小売業が
中心の街です。福岡に貢献するためには商工会議所などとも連携し、小売業を元気
にする必要があるなと感じております。

先日、中小企業診断士の研究会で中国や韓国などの観光客をリピータにするため
に、また、その観光客が地域の商店街から商品を買ってくれるためには中小企業者
に何をアドバイスしたらよいかなどを意見交換する機会がありました。また、今勤
務している会社では、ＡＩを活用した在庫の最適化や商品提案などのソリューショ
ンも扱っていますが、なかなか九州の小売業のみなさまに買っていただけるような
価格での提案は難しい状況です。
しかしながら、いろいろな資格、知識、人脈などを活用して、九州の流通・小売

業や福岡販売士会の発展に寄与できるように頑張って活動したいと思います。これ
から何卒よろしくお願いします。

１級販売士 石井 保彦



秋きぬと 目にはさやかに見えねども
風の音にぞおどろかれぬる

藤原敏行 古今和歌集 169

毎年、立秋を過ぎるころから、この古今集の和歌がテレビや
ラジオから聞かれるようになる。遠い昔、国文を学んだ私は、
今でも古典文学が大好きで、いつもバックの中に万葉集や源氏物語などの簡単な訳
本を忍ばせている。それにしても１３００年も前に一人の日本人が詠んだ和歌が、
今も変わらず、猛暑の一日、かすかな風が吹き過ぎる時、季節の移ろいを感じこの
和歌を思い出させることが、日本人の感性の素晴らしさだと改めて思われる。
今年は平成最後の夏であった。これまでは改元は突然行われるものであったため、

こういう表現は決してなかった。それを思うと、時代の大きな変化を感じさせられ
る。
ところでその平成最後の夏は、自然の猛威に翻弄され続けた暑い、暑い夏であっ

た。台風・大雨・洪水・猛暑と一連の流れの中で、人は為すすべもなく時の過ぎる
のをじっと待つしかないような日々を送った。とは言え、防災について深く考える
機会でもあった。新しい元号で迎える来年の夏は、自然の恩赦を受けて、もう少し
過ごしやすい夏であってほしいと願うばかりである。
さて、この夏、火星が大接近した。日頃は宇宙や天体にはあまり関心のない私で

あるが、６月２日の春季流通施設見学会で「六本松４２１」を訪れた際に、福岡市
科学館のプラネタリュウムに参加者全員で行くことになった。年甲斐もなく「えっ、
プラネタリュウム？何十年ぶり？」などとはしゃぎながら入館したが、そこでは、
火星大接近の夏の夜空と説明が行われていて、しばし、はるか宇宙のかなたに夢馳
せらせる時間であった。
私にとって、天体の夢はこの夏まだまだ続いた。今夏の九州交響楽団のプログラ

ムは、夏らしい素晴らしいものであった。７月１４日はメンデルスゾーンの「真夏
の夜の夢」（かなりポピュラー？）、沼尻竜典氏作曲「竹取物語」（とてもマイ
ナー）、ブラームスの交響曲２番。７月２７日の定期演奏会では、モーツァルトの
交響曲４１番「ジュピター」、ホルストの組曲「惑星」だった。猛暑の夜に聴く組
曲「惑星」は、大編成のオーケストラで迫力があり、また宇宙の無限さ、何億光年
の星の光が近づいたり、遠のいたりと、切なくなるほどの演奏だった。この組曲は
７つの惑星から成り立っており、平原綾香さんが歌って、世に広く知られているの
は第４曲「木星」である。私は第１曲「火星」の迫力と、ヴォーカリーズによる女
声合唱が舞台裏から聞こえてきて神秘的雰囲気を醸し出す第７曲「海王星」が特に
好きである。そして私のこの夏の天体の夢、最後は、ドビュッシーの「月の光」を
練習曲に選び、何とか弾けるようになったことである。（誤解のないように補足す
ると、楽譜は中級程度に編曲された簡単なものである。）
３８年間の仕事人生を終えて早、１年半が過ぎ去った。男性と女性では生活感覚、

生活範囲がやや異なるようで、退屈もせず不定期に起きる出来事にも慣れ、つれづ
れなるままに、たわいもないことを思い暮らす日々である。
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秋きぬと・・・・２０１８ 夏つれづれ

理事 １級販売士 長沼玲子



イオン九州株式会社 NO.1戦略の目指すところ

－九州 販売 最前線－ (第３回） 販売額にフォーカス！！

出典：イオン九州株式会社 HP 主要経営指標 を抜粋加工

今回は、イオン九州株式会社の販売額にフォーカスしてみました。
GMS・SuC店舗では２０１７年通期で前年比９８．７％、２０１８年３･４月で９７．

７％と売上の減少傾向は止まっていません。今後の見通しとしてＧＭＳよりも小型のＳ
Ｃや都市部での小型店フォーマットの展開を計画しており、２０１８年夏には「今後の
モデル店舗となる「食」を核とした１万㎡アンダーの新たなコンセプト型の店舗をオー
プン」されるようです。
２０１６年９月に「イオンスタイル」としてリニューアルしたイオンスタイル笹丘が

目指す多様なライフスタイルに対応する専門性の高い商品やサービスの提供などの取り
組みが受け入れられ成果を残せるかが今後の試金石となりそうです。
イオン九州の新中期経営計画では、「デジタル革命」「ＧＭＳ革命」「持続的成長を

担う新たなチャレンジ」を重要な経営課題と位置づけ迅速な実現を目指しています。こ
れまでのGMS・SuC事業本部を営業本部に改称し、事業部の再編を行なっています。
「九州でＮＯ.１の信頼される企業」として、今後の動き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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要約損益計算書 単位：百万円

第42期 第43期 第44期 第45期 第46期

2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期

営業収益 245,614 242,164 240,314 236,410 232,076

営業総利益 78,055 76,691 77,387 78,452 77,363

販売費及び一般管理費 77,579 78,385 77,573 77,672 76,488

営業利益 476 -1,693 -186 779 874

経常利益 658 -1,106 -29 947 1,377

税引前当期純利益 781 -3,252 -2,183 1,323 515

当期純利益 266 -3,608 -2,047 408 101

１株当り当期純利益（円） 14.2 -192.21 -109.04 21.72 5.4
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しかし、店内は、食料品を中心に地元の商品も並び、約４割が店独自の仕入で、本部
主体の他のＧＭＳとは異なる品揃え、陳列だ。導線を確保した整然とした陳列棚が基本
の他のＧＭＳと比べて、一見無造作な店内は、他のスーパーとは異なる。リピーターを
生むその陳列の狙いは、消費者の購買意欲や前回の来店時とは違うワクワク感を意識し
ている。創業者の安田隆夫氏を知る知人によれば、２０数年前、店内が雑然としている
理由を聞くと、「あえてきれいにしていない。」と答えたそうだ。
２０１８年ＧＭＳでイオン、イトーヨウカ堂についで３位のユニーがドンキと資本提

携し３月末までに６店が業態をＤＳに転換しメガドンキとしてスタートした。売上は前
年比２．５倍の１８億円だそうだ。好調の要因はユニーが培ってきた生鮮食料品とドン
キの圧倒的な品揃えと驚安商品である。２０代から４０代のヤングファミリー層を取り
込んでいる。６月２日、コンビニ大手のファミマがドンキの売り場づくりを取り入れた
共同実験店を立川市、世田谷区、目黒区でオープンするとの発表があった。

「いつの時代も生き残るのは変化に対応できたもの。強いものが生き残ったのではな
い。」ダーウィンの進化論は強者生存ではなく、適者生存。
少子高齢化の消費者人口の減少の中で、売れる仕組みをどう構築していくかが大きな

課題となっており、どの業種、業態においても潜在需要を掘り起こした企業のみがその
生き残りに打ち勝っていく。
ブランドも同じで同時代の支持層をひきつれて成長期を迎え衰退していく。衰退しか

かったＧＭＳの再生劇。ドン・キホーテの躍進の意味するところは示唆に満ちており、
今後もその動きから目が離せない。
次頁に資料があります。あわせてご確認ください。

データをみる！ 考えてみる！ 行動してみる！

（文責 KIMITAKA TERAZONO）

第３回 ドン･キホーテの躍進の意味するところ
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第3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！！５月１４日、日経新聞の企業欄「経営の視点」で「前門の

アマゾン後門のドンキ」と題した記事が掲載された。
ごらんになった方も多いのではないか。今回はその中での一つのテーマとして書か

れていたドン･キホーテの躍進にある背景についてデータを基に考え、行動してみた
い。

出典：ドン．キホーテHLDGS HP ビジョン2020より

２０１７年期イトーヨーカ堂の売上高が８,８
１３億円、ドン．キホーテは８,２６８億円で左
記資料の通り、３年後の２０２０年には、売上高
１兆円、５００店舗を目指している。２８期連続
増収の躍進ぶりには目を見張るばかりだ。
私の住む筑紫野市にも、メガドンキが筑紫野イ

ンター近くに２０１６年３月にオープンした。買
い物がてら興味を持って、時々様子をみている。
インター近くではあるが、交差点ではなく南へ

向かう車にとっては駐車場へ入りにくく、駐車場
も大きくない。また、筑紫野イオンのすぐ近くと
いうことで、正直、難しい立地ではないかとみて
いました。



調査結果で、ドン・キホーテの位置をマーカーで示しています。意外に思えますが、
前頁のドンキの戦略が消費者の支持を得ていることがはっきりと分かるデータになっ
ています。
ちなみに、７年連続の顧客満足首位は、ご承知の方も多いと思いますが、神奈川県

横浜市に本社を置きＤＣ・ＤＳを展開しているオーケー株式会社です。「高品質・
Everyday Low Price」を経営方針とし、地域一番の安値と４００万人を超えるオー
ケークラブ会員による顧客の維持囲い込み・組織化等の特色を持ち熱烈な支持を集め
ています。
そうした中で、７月１２日ウォルマートが傘下の西友を売却することを発表しまし

た。次のステージは？
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＜ ２０ １７ 年度 スーパマケット ６指標順位（中央値まで）＞ 対象企業名の後の数値は結果指標です。

順
位

顧客期待 知覚品質 知覚価値 顧客満足 推奨意向 ロイヤルティ

1 オーケー 70.7 オーケー 71.9 オーケー 77.1 オーケー 78.3 ヤオコー 67.8 オーケー 75.5

2 コストコ コストコ 万代 コストコ 73.8 コストコ コストコ

3 ヤオコー ヤオコー トライアル 万代 72.1 オーケー ドン・キホーテ

4 万代 ライフ ベイシア トライアル 71.6 ライフ トライアル

5 コープこうべ 万代 ヤオコー ヤオコー 71.6 万代 万代

6 ライフ 東急ストア コストコ ベイシア 70.9 ベイシア ヤオコー

7 ヨークベニマル ヨークベニマル ライフ
ドン・キホーテ

70.2
ヨークベニマル イオン

8 ベイシア コープこうべ ドン・キホーテ ライフ 69.9 東急ストア ヨークベニマル

9 コープさっぽろ コープさっぽろ 西友
ヨークベニマル

69.1
コープこうべ ベイシア

10 東急ストア ベイシア 東急ストア 平和堂 68.9 イオン ライフ

11 平和堂 イオン ヨークベニマル 東急ストア 68.9 平和堂 ゆめタウン

12 イトーヨウカ堂 サミット カスミ イオン 68.8 ゆめタウン コープさっぽろ

13 サミット 平和堂 サミット ゆめタウン 68.1 サミット コープこうべ

※太線囲みは同率順位をあらわします。

顧客期待： サービスを利用する際に、利用者が事前に持っている企業・ブランドの印象や期
待予想を示します。

知覚品質：実際にサービスを利用した際に感じる、品質への評価を示します。
知覚価値：受けたサービスの品質と価格とを対比して利用者が感じる納得感、コストパ

フォーマンスを示します。
顧客満足：利用して感じた満足の度合いを示します。
推奨意向：利用したサービスの内容について、肯定的に人に伝えるかどうかを示します。
ロイヤルティ：今後もそのサービスを使い続けたいか、もっと頻繁に使いたいかなどの再利

用意向を示します。

参考資料

出典：日本生産性本部 サービス産業生産性協議会
「２０１７年度JCSI（日本版顧客満足度指数）第３回調査結果」より

データをみる！ 考えてみる！ 行動してみる！ 参考資料

（文責 KIMITAKA TERAZONO）



□□□ お知らせ □□□

◆第2回販売士3級講師養成講座
日 時：平成30年10月13日（土）13:00～17:00
場 所：福岡商工会議所 302会議室
◆九州販売士懇談会
日 時：平成30年11月10日（土）14：00～17：30
場 所：福岡商工会議所 Ｂ1－ｂ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

◆鹿児島販売士協会が設立されました
会長 宮内 智明 🏣891-0101 鹿児島市五ケ別府町
2700-3 宮内様方
TEL：099-275-3854

◆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

福岡販売士協会・現況報告

平成30年9月1日現在

７月１２日ウォルマートが西友を売却する方針を固めたと発表がありまし
た。アマゾンとのデジタル分野での競争に経営資源を集中するため、市場性の
乏しい日本市場からの撤退を決めたようです。大手GMSの衰退傾向の中、地域密
着のイズミの成長、ドンキの躍進、ネット市場へ押し寄せる波と市場は変化し
ています。大きなうねりの中で生存の道を泳ぎきるのは？

皆様の投稿をお待ちしております。（KT）
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ＦＡＲＭＭＣ（ファーミック）
Fukuoka Association for Retail Management and Merchandise Coordinators

福岡販売士協会

福岡販売士協会役員体制（平成30年～31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： 八尋 晃仁 （研 修 担 当）
副会長： 岡野 卓也 （企 画 担 当）
副会長： 小関 芳紀 （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： 蒲池 彰 （研修副委員長）

理 事： 大串 雅一 （企画委員長）
理 事： 冬木 繁雄 （企画副委員長）

理 事： 西 珠子 （広報委員長）
理 事： 寺園 公教 （広報副委員長）

理 事： 長沼 玲子 （総務委員長）
理 事： 中島 良一 （会長補佐）
理 事： 植田 徹 （総務副委員長）

監 事： 森山 正夫
監 事： 横山 修二

顧 問： 福生 和彦
顧 問： 渡辺 芳雄
顧 問： 高田 暢夫

正会員 81名（25名）

１級販売士 63名

２・３級販売士 18名

賛助会員 ３社

支
部
別
内
訳

福岡 59名（12名）

宮崎 2名（１名）

大分 9名(5名）

熊本 3名(2名）

佐賀 ４名(１名）

沖縄 4名(４名）

※人数のカッコ内の数字は登録講師の数です

mailto:k.shimura0212@gmail.com

