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小谷フードビジネス

代表 小谷一彦

マーケットニーズを踏まえた、原料不足時代の

出口戦略

～第４回 イノベーション講座～



代表 小谷一彦

事業内容 水産を主とした、商品企画

調達、開発、営業コンサル

元(株)イトーヨーカ堂 鮮魚部チーフマーチャンダイザー

商品部において、約25年間、水産物の調達、商品開発に従事。

うち4年間、東北担当として仙台にて駐在。

青森・岩手・宮城・福島を担当。

現在、大分県/熊本県の食品スーパーの調達・仕入れ指導。

都内の惣菜加工会社での商品開発、営業コンサルを実施。

2012年より 水産庁長官任命による

お魚かたりべとして

『魚食普及活動』を行なっています

自己紹介小谷フードビジネス
住所)東京都葛飾区新宿

E-mail:kotani.food.bs@gmail.com
URL:http://www.kotani-foodbs.com



2、魚食普及に向けた取り組み
～共創の概念からの事例～

～本日、お話をさせていただくこと～

1、魚食をとりまくマーケット変化

～販売チャネルの多様化～

3、原料不足時代における商品開発
～チームでの商品開発(魚+野菜)～



昭和⇒戦争～終戦をむかえ、高度成長期に向かう。売り手市場続く。
平成⇒消費税2度のアップ。リーマンショック。デフレ化。買い手市場。

大地震による甚大な被害。地球温暖化による、想定外の自然災害。
急激なネットビジネスの台頭。

令和⇒祝賀、ハレの日として始まり。働き方改革の浸透。
令和の時代最大の懸念、続く想定外の自然災害、老後に不安。

大正12年 関東大震災
昭和02年 北丹地震
昭和08年 三陸沖地震
昭和16年 太平洋戦争勃発
昭和18年 鳥取地震
昭和19年 東南地震
昭和20年 終戦・三河地震
昭和21年 南海地震
昭和22年 日本国憲法施行
昭和23年 福井地震
昭和25年 朝鮮戦争勃発
昭和29年 自衛隊発足
昭和34年 皇太子・美智子妃ご成婚
昭和39年 東京オリンピック
昭和44年 人類初の月面着陸
昭和45年 日本万国博覧会
昭和47年 沖縄返還
昭和48年 第四次中東戦争
昭和55年 イラン・イラク戦争勃発
昭和58年 日本海中部地震
昭和64年 中国天安門事件

消費税3%導入

平成元年 昭和天皇崩御
平成2年 東西ドイツ統一
平成3年 湾岸戦争勃発
平成5年 皇太子・雅子妃ご成婚

北海道南西沖地震
平成7年 阪神淡路大地震
平成9年 消費税3%⇒5%
平成10年 長野オリンピック
平成16年 新潟中越地震
平成20年 リーマンショック
平成23年 東日本大地震
平成26年 消費税5%⇒8%
平成28年 熊本地震
平成30年 大阪北部地震西日本豪雨

台風21号上陸関空閉鎖
北海道胆振東部地震

令和元年 皇位継承
6月大阪G20
9月ラグビーワールドカップ
10月消費税引き上?8%⇒10%

令和2年 東京オリンピック
令和6年 新紙幣へ一新
令和7年 大阪万博

昭和～平成の変遷、そして令和へ。



日本のマーケットの変化

戦後、高度成長期での売り手市場から、いまは買い手市場へ変化

売り手市場

モノ不足(消費意欲高い)
価格訴求
セルフサービス
モノがあり出せば売れた

変化の背景)少子高齢化・女性の社会進出・世帯人員の変化・人手不足・ネットの台頭

買い手市場

モノ余り(消費意欲低い)。コト意識の向上
価値訴求
接客サービス
欲しい物・新しいものしか買わない

世の中の変化とともに、食品スーパー、コンビニ鈍化。ドラックストア、ネット販売は伸長。

いまや消費者の意思決定方も変化し、ネットによる『クチコミ』が消費を左右する



魚を購入する時の消費者心理

1，美味しそう⇒味
2，新鮮そう ⇒鮮度
3，お手頃 ⇒価格

そして、品揃え。

生鮮食品の選択基準⇒新鮮/安全/価格

健康へとの思い

東京海洋大学の学生に意見を聞きました

①魚を食べなくなった理由は？ ②魚を倍食べてもらうには？



魚を買う場所、買える場所 生鮮魚/魚加工品

寿司専門店/
回転寿司

ネット/宅配

道の駅

総合スーパー

コンビニ
鮮魚小売
店

食品スーパー

鮮魚専門店

居酒屋/
料亭

洋風/和風/
中華/丼店
等

ふぐ専門店

魚を食べる場所

自宅 外食/旅館

鰻専門店

多岐にわたる外食

鮪専門店

専門店

消費市場

百貨店

少子高齢化、働き方改革・IT企業伸長・車を持たない

移動販売・ドラックストア・駅ナカ・企業内食堂の
自動販売機等、新たな購買場所が誕生

給食/弁当

イートインコーナー・BBQコーナー

～販売チャネルの多様化～



食の福利厚生 オフィスおかん様



変化を捉える。2040年(20年後)⇒75歳以上単身世帯6割増 小谷フードビジネス

～2040年の日本姿～

世帯数 5333万→5075万
75歳以上の世帯主が全体の1/4

高齢世帯比率(65歳以上)
全国平均 36.0％→44.2%

(半数は75歳以上)
秋田県 46.0% →57.1%

高齢世帯に占める一人暮らしの比率
全国平均 32.6%  → 40.0%
東京都 40.8%  → 45.8%

2019.4.20日経新聞

迫る『人生100年時代』を見据えた働き方、マーケットへの対応が必須。

老人ホームに向けた需要、移動販売等に向けた食提供の変化。
シニア向けの食品市場の開拓に向けた対応、企画、商品開発。減塩レトルト等。



今年:2019年 構造変化に大きな波

～2018年10月以降、上場企業の業績にブレーキ～

2018年4月～12月期
決算上場1300社 純利益
前年同期を3%下回った。

2018年10月～12月期
決算上場1300社 純利益
前年同期を24%減益の落ち込み

～変化・リスク～

業績悪化理由。貿易戦争を発端とする世界経済の減速。

特に、自動車・工作機械、非製造業の電力・通信・ガス等を除く8業種が減益。

上場企業の6割近い56%の減益はリーマン危機後の09年以来、10年ぶりの水準。

目立つのは、人件費や原材料費の高騰が利益を押し下げるコストプッシュ型の減益。

すでに予兆!

～国内経済の変化～ 小谷フードビジネス

2019年4月～6月期
上場の6割が減益。
前年同比14%減

3四半期連続の減益



2019年～2020年皇位継承 儀式

2019年 4月30日 退位の礼
5月01日 皇位継承

10月22日 即位の礼 200年ぶり
2020年 2月23日 新天皇誕生日（60才）

2019年10月消費税アップ
8％⇒10％

仮需は限定、逆に買い控えもあり

東京オリンピック日程

2020年 7月24日 東京オリンピック開会式
8月25日 東京パラリンピック

～国内マーケット変化～ 小谷フードビジネス

～続く ハレ行事、ビックイベントと増税～

2019年9月ラクビーワールドカップ

4年に一度。総観客数は夏期五輪、サッカー
W杯に次いで。
『世界で3番目のスポーツ大会』と呼ばれる。
ビールの増産体制。

2025年大阪万博

大規模な万博として、2005年愛知以来、大阪
では55年ぶり。

2019年ゴールデンウィーク
10連休(4/27～5/6)

指定席の予約前年比6割増。
連休中の消費は景気を押し上げ。
連休後の反動、節約モードへ。

2019年5月1日新元号施行『令和』
5/1は国民の祝日。5/4は一般参賀。

2024年上半期 新紙幣へ一新

20年ぶり。1万円札/渋沢栄一。経済効果
1.6兆円

何が
起こる? 何を起こす!。計画、チーム化が必要



～5月 GW 令和祝賀ムード、小売、外食に追い風も～

令和の焼き印菓子、刺身2割増、ステーキ1割増、レストラン

1割増、新幹線や特急輸送人数19%増、国内線14%増。

5月4日一般参賀14万人

19.5.10日経ＭＪ

～マーケット変化 祝賀ムード～ 小谷フードビジネス

～魚では??    豊洲市場 GW扱い量15%減～

都内から海外や地方への移動。
休みを取った漁師も多く入荷が減った。

祝福ムードで、本鮪や真鯛の高級魚の人気は高かった。
一方、連休中、産地でのカツオ・ホヤなどの魚関連の祭りが

開かれ、地方では魚の消費が活況。

都心にださず、地元の消費者に出荷する生産者も多かった。

産地と消費地との情報

共有ができていない?



インバウンド(訪日外国人)消費、伸び続けるのか

～インバウンドの変化～ 小谷フードビジネス

ブームから安定成長に

2018年の訪日外国人、3191万人(前年比8%増、
3年前比60%増)。安定成長の時期に入った日本への旅行は

もはや一時的なブームではない。地方の過去のリゾート地
が復活。インバウンドが日本の地方の価値を再発見。

外国人と日本人を分けてビジネスを考える時代は終わり。日
本に外国人が住み、旅行に来るようになると、社会のグロー
バル化が進み、日本人のライフスタイルも変わる。

企業は外国人も含めた日本のマーケットにどぅ対応するのか
が求められる。

変化する訪日向けの新たな商品開発が必要。

土産需要から、食を楽しんで貰う為の商品開発。

訪日客消費 関西で変調
1～6月、関西のドラックストアの1店舗当
りの売り上げ前年と比べ2割減、百貨店
の免税店売り上げも鈍化。

物販中心の事業モデルは転換期を迎え
ている。 日経MJ 19.8.5



成長の原動力になっていた『24時間営業』。24時間営業しない店舗も有
りの経営路線への変更。

～2019年（令和元年）の変化～

人手不足や環境意識の高まりを背景に変更を求めらている

廃棄ロスの負担が焦点に。加盟店が値引きできれば、廃棄は減りも、
オーナー負担緩和。

働き方改革。
家族との食事もまともにとれないオーナーも多く。

『売り手の犠牲を強いてまで便利さを求められない』と考える消費者も
増えている。

コンビニオーナー3大コスト。人件費・光熱費・廃棄ロス

19.5.18日経

～マーケット変化～ 小谷フードビネス

休み方改革⇒休日数という量だけでなく質も重視する段階に入る

リゾートワーク⇒仕事と休暇を両立する『ワーケーション』。
ビジネスとレジャーを組み合わせたプレジャー⇒出張に有給を付ける

ビジネスチャンス

として捉える



大きく変容する食マーケット

国内の胃袋縮小
（人口減・高齢化）

海外の胃袋爆発
（食糧不足）

食生活のゆがみ

外部化・簡便
貧弱・不健康

生産地環境変化

異常気象
温暖化

経済・商環境

貧困
キャッシュレス
ＩＴ化・無人化

必要なのは

変化対応力

～こうした厳しい環境を企業が乗り切るには～ 小谷フードビジネス

◆省力化の推進
◆1人あたりの付加価値
の向上

チーム化・共有の仕組み
づくり

外部の知見活用が
できる枠組み



～マーケットへの変化対応～ 小谷フードビジネス

食品マーケットへの対応
平成の30年間で、食品、日用品のPBはおおよそ5割増えたと言われ、節約志向の消費者を取り込んで
きました。

価格の上昇は異常?な現象?、いつもの店の価格が変わっていると別の店へ移る消費者も存在しています。

10年後、デフレしか経験していない80年代生れの世代の方々も40～50代になり、消費のリードをするとともに、企業の商品開発でも
中心的な存在になっていきます。

顧客減を恐れる企業は原価が上昇しても、価格転嫁するというフェアなプライシングができなくなり価格据え置き、人件費節約や
商品の小型化などでしのごうとする。

これでは、新しい商品を企画するという前向きな挑戦は減ります。その結果、生産性も停滞します。

令和に入り、続いている、『原材料の値上や消費税』は、マーケットに影響する可能性が潜み続けます。

これらを防ぐには『情報共有とチームで仕事をする』ことです。
消費者は、魚なら魚だけを購入しているわけではありません。
必ず野菜などと複数の商品を購入しています。自社製品と他社製品を比較するだけでなく、食品全体の
中からの、自社製品の位置づけから捉えることが必要です。

専門性ある人材を外部からチームに加えての商品開発が必要です。



2、魚食普及に向けた取り組み
～共創の概念からの事例～

～本日、お話をさせていただくこと～

1、魚食をとりまくマーケット変化

～販売チャネルの多様化～

3、原料不足時代における商品開発
～チームでの商品開発(魚+野菜)～



～食のマーケット変化に対応する魚食普及活動～ 小谷フードビジネス

◆単にいい物を作れば、売れる時代は終わりを迎え。

◆また、個々で考えた商品・サービスだけの価値で、競争の優位性を
確立するのも困難になりました。

共創

オープンな関係
オープンな場で
知識の共有

連携の関係
自分ではできないことを連携/

協力して解決

これらを打破する切り口⇒ ～共創～

『企業が様々なステークホルダーと協働して共に新たな価値を創造するという概念

双方の関係
相手と一緒になって

価値を創出



大分県産魚の消費拡大を目指す、『おおいた県産魚の日運営委員会』の

皆様とともに、県産養殖ブランド魚『かぼすブリ』フェアを行いました。

当日は地元のメディア様へプレス。

活況感も増しました!!

<取り組みの事例> 『大分県産魚』消費拡大に向け

2017年12月6日

大分県内食品スーパーにて
<計画にあたり>

お客様に喜んでいただく。

未来ある子供達に、魚を美味しく食べてもらう。

そして、購入して頂き、リピータを増やし、

循環的な経済性が伴う魚食普及推進活動

になることを前提に立案をしました。

大分県ユルキャラ

メジロンも登場

<結果>

①かぼすブリ販売量『通常の8倍』。

②対象店舗の水産部の売り上げ、前年の『4割増』。

③対象店舗全体でも、来店客数/売り上げ増。

かぼすブリ効果で、お店全体も伸びました。

まさに『魚』で来店客増に繋がった結果になりました

さらに12月月間、大分卸売場出荷のかぼすブリも大きく伸長。

県内全体への効果に繋がりました。



大分県椎茸を使用したヒラマサ
のアヒージョを開発しました。

身質のしっかりとしたヒラマサ、
野菜との彩も良く、オリーブオイ
ルで食べやすいメニューです

野菜とのコラボ

地元食品メーカー様との

新メニュー開発

次に、2019年4月 大分県産魚ヒラマサ祭りを開催

4月21日当日。

地元テレビ局の取材も入り、昼のニュースでも

取り上げられ、閉店までお客さんはと絶えず。

大分県椎茸を使用したアヒージョ。大好評でした。

魚食普及に関わる、生産者/漁協/卸売市場/小売/食品メーカー/学校/研究者/料理教室/料理研究家の皆様。

個々、個社の活動から連携の関係で取り組むことにより、より相乗効果が高まると検証できました。



2、魚食普及に向けた取り組み
～共創の概念からの事例～

～本日、お話をさせていただいていること～

1、魚食をとりまくマーケット変化

～販売チャネルの多様化～

3、原料不足時代における商品開発

～チームでの商品開発(魚+野菜)～



調理済み惣菜
での販売切身/加工での

販売
丸魚での販売

生鮮の惣菜化

市場経由
産直 賞味期限の長

い物

～40年前から30年前～ ～20年前～ ～現在～

生鮮の
ロングライフ化

魚食におけるマーケットの変化 小谷フードビジネス

～水産マーケットの変化 30年前と現在～

求められている物



SDGs(エスディジーズ)

サスティナブル/デヴェロップメント ゴゥルズ

～持続可能な開発目標～

持続可能な社会(SDGs/エスディジーズ)  小谷フードビジネス

～持続可能な開発目標とは～

持続可能な開発のための17のグローバル目
標と169のターゲットからなる、国連開発目標。

14.海の豊かさを守ろう

～水産基本計画 H29年4月閣議決定～

水産エコラベルの推進

我が国の水産物が持続可能資源であり、管理し最大
限活用することへの重要性を消費者に理解してもらう
ためにも、持続可能な漁業・養殖業由来であることを
示すエコラベルの普及を、水産加工業者や流通業者
等との連携を図りつつ促進していく。

魚を運ぶ発砲
スチロールの
段ボール化へ

の促進もひと
つ



～水産加工品による魚食。 缶詰を使った簡単な魚料理～

2018年 全国生鮮サバ類水揚量51万㌧。

過去5年で最も多く、水産庁の資源評価結果でも
『資源は増加傾向』と上向き評価。

2018年魚介の缶詰の売り上げが長らく首位だった
ツナ缶を抜いてサバ缶がトップ。

魚の中で栄養価もトップクラスとの放映もあって、
サバ缶で簡単な魚料理ができるとブームに拍車。

水産マーケットの変化 小谷フードビジネス

2019.2.4 みなと新聞/
ぐるなび調査

ブランドサバの認知度

2位に、金華さば (宮城県)
7位に、八戸前沖さば(青森県)



新商品開発 小谷フードビジネス

開発には 特に0から1の価値創出に力点をおくことが必要です

・マーケティング
・プロジェクトチームの結成
・企画、商品設計

0～1
価値創出

2～8
連携

9～10
双方の関係

・外部との連携
フードコーディネータ、カラーコーディネーター、
管理栄養士、写真家、翻訳家、中小企業診断士、
人材派遣 などの外部専門家 との連携

・既存営業先への新たな切り口での提案
・新規営業先に向けた価値提案
・一緒になって

0から1



原料
メーカー様

製造
メーカー様

容器
メーカー様

原料/製造/容器などの各分

野の優れたノウハウ、技術力
を有する
メーカー様とチームを組む。

情報共有
チーム開発

物流
会社様

調味
メーカー様

情報を収集、精査し
マーケット変化を見極め

～価値提案をする為の商品開発チーム～

商品開発チーム 小谷フードビジネス



技術、機器の共有 小谷フードビジネス

～チーム化した工場様との連携 差別化レトルト商品の開発事例～

最新鋭のレトルト設備

熟練技術を持つスタッフ。

機能性高い、トンネルフ
リーザー。

最新の深絞り機器。

での商品開発。



新たな切り口 水産惣菜品の開発 小谷フードビジネス

どちらも担い手不足 悩みは共通。

＜背景＞
高齢化・後継者難・担い手不足・地域の衰退。
温暖化による想定以上の規模となる自然災害。

連携、コラボにより、商品開発に弾み、海の幸・山
の幸により直売所の賑わいがアップ。

～漁と農コラボによる新たな商品開発。各地で連携～

宮城県

みやぎサーモンに県産飼料用米を与え魚の養殖
に活用。魚の臭みが薄れ、農家にとっても畜産以
外に用途が拡がる。



水産素材+野菜入商品の開発 小谷フードビジネス

～江戸菜(小松菜を品種改良)～
(株)旦千花にて商標登録

いままでにない、変わった野菜

7プレミアム 江戸菜とあさりの中具材入り

～新たな野菜とのコラボ化～

岩手県 全国1位出荷量

わさび・にんにく

宮城県 全国1位出荷量

パプリカ・セリ

～生から惣菜 レンジ調理(魚+野菜)～

～岩手県・宮城県の全国1位の野菜～

容器はエフピコ様、110度まで耐えるプラスチック容器



～常温水産品の販売場所提案～

グロッサリ 多段 水産部
平ケース内併売

水産部
隙間?スペース

常温品としての開発により、販売部門、スペースが売り
場事情に応じて、展開場所が柔軟に確保できる。

①味
②利益性
③容量・ボリューム
④商品価値と価格バランス
⑤健康指向商品
⑥低カロリー、無添加
⑦コンビニ限定規格商品
⑧保存性 賞味期限/消費期限の延長
⑨発注ロット
⑩発注リードタイム
⑪企画・販促
⑫商品構成(ラインアップ)
⑬商品情報・開発理由
⑭商品共有体制・物流
⑮ブランド力・企業イメージ
⑯加工場の衛生状況(安心・安全)

～仕入れ基準～

原料不足時代の出口戦略 小谷フードビジネス



原料不足時代の出口戦略 小谷フードビジネス

～戦略～
商品開発力を高めること
顕在化需要抽出⇒誰でもわかるものごと
潜在化需要抽出⇒内に隠れて表面からわからない

～懸念～

原料不足、未調達により商品
開発力が落ちること

原料 情報／調達の共有

マーケットプライスの見極め/設定

試食会
客観的意見が述べられるように

価値伝達/提案情報書き方

開発者教育の実施

良さの共有/失敗の共有
開発スピードが高められ、

リスクが軽減

開発プロセスの共有

付加価値とは何かの共有

消費者は魚ばかり見ていません。なければ、他の商品を購入します。

食品全体(野菜/肉/惣菜品/グロッサリー/日配品)から量、経済性を考えながら購入します。

この目線感からの商品開発が必要です。



商品開発
フォーマット イメージ

魚

産地・生産者

野菜

産地・生産者

調味料

メーカー

惣菜

メーカー

メニューを切り口とした、コーディネート力と
チームで取り組むことが、商品開発に求められます。
キッチンスタジオは開発に向けた有効な場となります。

限られた原料。マーケットを見据え、価値創出の為の企業連携が必要です

原料不足時代の出口戦略 小谷フードビジネス



2、魚食普及に向けた取り組み

～共創の概念より～

～本日、お話をさせていただいたこと～

ご清聴ありがとうございました

1、魚食をとりまくマーケット変化

～販売チャネルの多様化～

3、原料不足時代における商品開発
～チームでの商品開発(魚+野菜)～


