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有限会社若山商店
～ブランド肉を数多く取り揃え、その日の中で一番良い状態のものを選んで販売～
若山商店は、横浜 南太田のドンドン商店街で 96 年間営業して
いる精肉店である。おいしくて新鮮なお肉をお客様の食卓へ届け
るために、自信をもってお勧めできる数々の商品を取り揃えて提
供している。お肉はもちろん、お惣菜類も昔から変わらない自家
製法で、お客様から好評を得ている。

住所：神奈川県横浜市南区南太田 1-33-1
創業：大正 13 年
従業者数：8 名
URL：http://niku-wakayama.com

●取組の概要

●取組の背景

低価格競争にはじっくりと構えて、吟味した
ブランド肉を数多く揃えて、その日の中で一
番良い状態のものを選んでお客様に提供

地元密着で、自信をもってお勧めできる数々
の商品を取り揃えて、美味しくて新鮮な肉商
品を提供

ドンドン商店街入口から約百メートル、商店街の中
程の角地に店舗を構えています。以前は、近隣に肉屋
が７〜８軒、商店街奥には市場があり、市場内に 3 軒
の肉屋があった。そのような激戦区で、店頭に商品を
並べて安売りをしていた店もあったようである。しかし、
そのような価格競争にはじっくりと構えて、販売する肉
商品を吟味し続けてきた。その我 慢と努力の 結果で、
現在はブランド肉を数多く取り揃えて、その日の中で一
番良い状態のものを選んでお客様に提供している。

ドンドン商店街は、京浜急行の南太田駅近くの道沿
いに約 400 ｍに渡って続く商店街で、1951 年に任意
団体「ドンドン商栄会」が結成されて、1953 年に設
立された。地域に密着し、地元住民に愛されて 60 年
以上経つという歴史がある。ユニークなネーミングが
横浜中に知れ渡り、1976 年には、当時最先端であっ
た「歩行者天国」を実施するなど、横浜市内屈指の「繁
盛商店街」でもあった。
しかし、近くに大 型スーパーができてから衰退が始
まったといわれ、少しさびれた面影に今でも「昭和」の
雰囲気を色濃く残しているドンドン商店街である。そこ
に店舗を構える若山商店は、近隣の住宅街の食卓に自
信をもって勧められる銘柄肉の商品を提供することで、
地元住民に愛用され続けている。
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●取組内容

●今後に向けて

食肉・惣菜の全般で安売りをせずに、品物を
吟味し続け要望にキッチリと対応

商店街と近隣住民とのつながりを維持

店としては卸売の比重が 6 割以上と多く、全体の売
上では豚肉が多くなっている。卸売では、飲食店から「は
まポークがいい」とか、
「湘南の雰囲気を出したいので
湘南ポークを」という要望にもきちんと応えて、配達を
している。かつては関内に店舗があったということもあ
り、関内を中心とした飲食店への卸売が継続的に増え
てきている。
昼時は店内で自家製惣 菜弁当の販売も行っている。
店内で作っている惣菜を入れた弁当を販売したところ、
かなりの需要があり人気の商品となっている。近所には
学校も多いので、放課後ともなれば学生達が次々と惣
菜を買いにきて、学生達のたまり場になっている。
毎月 29 日の「お肉の日」の月 1 回ではなく、毎週土
曜日を特売日として、店頭で試食サービスを行ったりし
て販売強化を行っている。

素 材、製 法など細部までこだわった自家 製商品を、
今後も昔からの自家製法で、焼き立て、作り立てで提供
していくつもりである。
また、ドンドン商店街で毎年行われる縁日には、商
店街周辺に人が溢れるように集まり、舞台を作って催し
物が行われたり、出店が並び、毎年好評になっている。
この縁日に参加するなど、商店街と近隣住民とのつな
がりを維持していくことが重要であると考えている。

●取組による成果
肉はもちろん、惣菜類も昔から変わらない自
家製法
自家製焼き豚は、特性たれで 40 分間もみ込み、1
本 1 本丁寧に作っている。とてもやわらかく、甘辛い味
付けが女性客に人気のある惣菜商品である。焼き豚は
手土産用にも利用されており、遠方から来店する方も
いる。
その他、自家製の味噌を使用して銘柄豚でつけた豚
肉の味噌漬けや、自家製惣菜にはコロッケ、しゅうまい、
とんかつ、エビフライ、焼肉、ハンバーグ等があるが、
肉はもちろん、惣菜類も昔から変わらない自家製法で、
自信をもって勧められる数々の商品を取り揃えている。
そして、お客の好みや舌にあった肉で、お客に喜んで
もらえるようにカットするなど、お客毎のきめ細かな対
応で、世代を超えて引き続き常連になっていただいてい
る。

ホームページより

営業者の声
新鮮でその日一番の精肉は、素材、製法など細
部までこだわった自家製商品で、どれも自慢の一
品です。多くの皆様に当店の商品を味わっていた
だきたいと思い、店頭販売に加えて、『肉の通信販
売』を始めております。
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有限会社 宝屋ミートセンター

宮

崎

県

モデル事業 2019 年度

〜キムチづくりの生産性を向上させて収益アップを図る〜

「宮崎牛」を初め、手づくりキムチや、特製のオリジナル味付け商品
などをメインに販売。店頭販売のほか、医療機関や介護施設等への納
入やインターネットでの通信販売も行っている。店舗に隣接する敷地
には「maa-made CAFE」や「LAUNDRY」を開設し、経営の多角化も図っ
ている。宮崎県食肉生活衛生同業組合員。
住所：宮崎県宮崎市
創業：昭和３６年
従業者数：13 名、うちパート 5 名
URL：http://www.takara-meat.com/
https://www.facebook.com/Takarayameat/

●取組の背景

●取組テーマ

老舗の肉販売店で固定客を掴んでいるが、近年、
売上が逓減傾向と伸び悩んでいる。幸い、加工品
キムチ（1kg1,800 円）は当店の人 気商品で、近
隣からキムチを目当てに来店するほどで、またイン
ターネット販売でも注文 NO.1 と好調である。そこ
で、キムチの生産を増やし、収益の向上を図りた
いと考えてはいたものの、仕込みに使う野菜カッ
ターの騒音がひどく、行政からも近所から苦情が
あれば、作業を中断するよう指導を受けていた。
そのため、野菜カッターを使用する時間帯が限定
さ れ、 ま た 接 客 時
には作業を中断する
必要があった。野菜
カッターの使用時間
は 僅 かで は あ るが、
心理的な負担となっ
て、つい先延ばしに
してしまい、キムチ
の在庫切れを起こし
てしまうこともしば
しばであった。

A. 特長ある店舗・施設づくりで業績を改善し
よう
H. 作業しやすいお店・職場にしよう
I. 効率的に作業しよう

●計画（Plan）
低騒音の新しい野菜カッターを購入し、何時で
もキムチづくりができるようにする。これによって、
作業効率があがり、在庫切れをなくし、売上を向
上させる。

●目標
キムチ売 上
均の 110％

2019 年 9~11 月 3 カ月平

人気のキムチ

１カ月目

2 カ月目

3 カ月目

対策の検討
野菜カット機械の選定
試行

測定
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ワンポイント

営業者の声・お客様の声

コンサルタントからのアドバイス

キムチ製造の効率化の効果は非常に大きかったで
す。また、今まで商品毎の売上等は把握していませ
んでしたが、今回モデル事業に参加して、商品毎の
売上を把握するようになり、どんぶり勘定から脱却
することができました。

キムチ製造販売を以前から行っており、売上額も
大きい人気商品でした。しかし、騒音の関係で作業
時間が限られ、在庫切れになることがあったため、
売上機会の損失が発生していました。今回、売上増
加・収益増加を検討する中で、この点に着目できた
のは大きかったと思います。何時でも作業ができ中
断もなくなったため作業効率が改善し、在庫切れが
解消、売上は期待以上に増加しています。

●取組（Do）

●成果（Check）

①従業員でキムチの生産性をあげるための課
題検討

●達成状況

従業員でキムチの生産性を上げるための対策に
ついて検討を行った。

キムチ売上 114％
（2019 年 12 月 ~2020 年 2 月実績平均）

②野菜カット機械を更新

野菜カット作業の効率化（スピードアップ）と、
騒音を低減するために、新しい野菜カッターを購
入した。

野菜カット作業時間は 23 分から 18 分に減少。
作業途中での中断もなくなった。行政から指導を
受けるほどの騒音も作業場で 90.7db → 73.0db、
接客ロビーで 72.3db → 57.0db に改善した。こ
のため、心理的な負担が軽減し、キムチの製造を
抵抗なく行えるようになった。

③注文状況に応じた適切な生産

販売機会を損失することがないよう生産管理を
強化した。
在庫状況に応じた製造ができるようになり、在
庫切れの発生はゼロになった。

●今後の取組（Action）
病院や業者などに肉を納品するために、顧客の
希望によって肉を細かく切る等の作業を行ってい
るが、全て手作業で負担が重い。この作業を効率
化して、配達先を増やす等売上向上に向けた取組
を行う。

ここでキムチを作ってます

キムチ工房

人気のキムチのショーケース

99

生衛業事例集モデル事業20200513.indd

69

2020/05/13

18:57:09

