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コンビニ(セブンイレブンジャパン）の原料調達と用語解説

《略語・用語説明》

【SEJ】 セブンーイレブン・ジャパン

【NDF】 日本デリカフーズ協同組合

商品開発や原材料の共同購入などを目的に加盟企業からなる協同組合組織

【DM】 デイリーメーカー

一般的にはベンダーというが、セブン独自の名称で、約９０社がNDFに加盟している。セブンの商品しか作らない食品製造供給業者でカテゴリー別に
分担している。個々の企業名は通常はアルファベットで表現している。

【デイリー商品】

おにぎりや弁当、サラダなどの惣菜、調理パン、調理麺、デザート等の日配品のこと

【推奨】

販売という意味である。 SEJ本部とフランチャイズ加盟店は互いに独立した関係にあるためこのようにいう。

【PC (プロセスセンター)】

食材の調達にかかわる中継（プロセス）センターで野菜の場合は全国に９ヶ所あり野菜PCとよんでいる。流の中継基地でもあり、野菜の産地調達を
する商流の機能を持ち合わせる関係で売会社や仲卸会社が携わっている。

【NDF 野菜調達会議】

加盟企業の購買担当者が定期的に集まって、商品開発計画に基づいて使用する野菜や果物の手配の打ち合わせや産地情報の交換をする会議。

PCセンターのスタッフも加わってブロック単位で実施し、年間数回の全国PC会議も開催。

プロセスセンター各生産地

各デイリーメーカー SEJ店舗



調達
依頼

商品開発から原料調達までの流れ

産地

野菜ＰＣ

ＳＥＪ
＆
ＤＭ

商品
素材

商品

開発

会議

調
達
会
議

推
奨
開
始

原料
確定

調達シミュレ
ーション作成

出荷準備

メ
ニ
ュ
ー
決
定

週間仮発注等の
各工場との確認

数量・価格･
規格等の
調整

栽培
計画

数量

規格
価格
荷姿

～
そ
の
後
も
販
売
数
量
を
見
な
が
ら
調
整

要望

提案



野菜調達の基本概念と弊社取り組みの経過

・野菜の調達は、セブンーイレブンの米飯、惣菜を製造するデイリーメーカーが組織する日本デリカフ
フーズ協同組合で実施。メンバーは、セブンーイレブン、ＮＤＦ、デイリーメー カー、野菜ＰＣの４者。

・生産者の高齢化による生産量の減少が起きている国内産地に対して、年々の店舗増による野菜の
需要増に対応した量の確保を行うと共にセブンイレブンのパートナーとなる日本農業の担い手の
中核農家の育成に努める。
・ トレースのとれた安心安全な野菜の契約栽培を原則として、産地と鮮度にこだわり、品質の差別化
と安定した量の確保に努める。
・収穫後の野菜の品質劣化の防止と鮮度維持の為に、産地から店舗までのコールドチェーンを構築。
・共同購入によるコストダウンを図る。

・2003年10月より、横浜丸中青果において野菜ＰＣ（プロセス・センター）を設置し、テスト運営開始。
・2004年より、全国９箇所に、野菜ＰＣを設置。
・2005年4月より、野菜のコールド・チェーンを確立。対象カテゴリーは、サラダ、調理パン、調理麺の
非加熱野菜。
・2007年4月より、サラダ、調理パンの非加熱野菜に使用していたパプリカなどの輸入野菜を国産品
限定に切り替えた。
・2008年3月に、第1回国産野菜の生産・利用拡大優良事業者表彰を受ける。

基本概念

取り組み経過



輸入→国産化への取り組み状況

・野菜（カット野菜・冷凍野菜・乾燥野菜含む）の推定使用量約１０万トンの内、2008年度見込みの輸入野菜の使用量は

約５，６８０トン、約５．７％の使用量。
・2008年度野菜国産化の比率（見込み）は、９４．３％

・ＰＣが稼動する前年の２００３年度の１０.７％と比較すると、国産化率は約５.０％高まった。
・にんにくのすりおろし、しょうがのガリ等は加工品扱いとなるので除外。

・パブリカは既に非加熱用メニューでの使用を中止し、これに伴い冷凍カプシカムは国産パブリカに移行済み。今後は
加熱用も契約栽培による国産に移行する。

・冷凍枝豆は、国産に徐々に移行。

デイリー品の輸入野菜使用状況

単位：トン
原料 産出国 2003年 2006年 2008年見込

レタス 米国 800 60 0
パプリカ 韓国 100 150 15

アスパラガス 豪州・米国・タイ 215 215 215
ブロッコリー 米国・中国 1,000 1 ,000 1 ,000
玉葱 中国 500 500 0
牛蒡 中国 160 160 0
人参 中国 350 350 0

コーン 米国 2,400 2 ,400 2 ,400
ほうれん草 中国 1,400 0 0
筍 中国 1,000 1 ,000 1 ,000
枝豆 中国・台湾 1,400 400 200
むき枝豆 中国 300 200 200
インゲン 中国 80 80 0

グリーンピース 米国 180 180 180
カプシカム 豪州 180 130 70

ホワイトマッシュルーム オランダ 300 300 150
木耳 中国 90 90 0
椎茸 中国 250 250 250
合計 10 ,705 7 ,465 5 ,680

推定使用率 10.7% 7 .5% 5 .7%

乾燥

加熱

非加熱

冷凍

生鮮



業務用野菜・契約取引への取り組み

平成20年度 国産野菜の生産・利用拡大優良事業者表彰

平成21年度 国産野菜の生産・利用拡大優良事業者表彰

セブン・イレブン ほうれんそう
国産化推進チーム

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

横浜丸中株式会社
有限会社テンアップファーム
(千葉）

セブン・イレブン きゅうり品質
向上推進チーム

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

横浜丸中株式会社
袖浦農業協同組合野菜部会
きゅうり専門部（山形県）

セブン・イレブン きゃべつ

契約栽培推進チーム

株式会社セブン－

イレブン・ジャパン
横浜丸中株式会社 いきいき農場（岩手）

セブン・イレブン みず菜

調達グループ

株式会社セブン－

イレブン・ジャパン
横浜丸中株式会社 ＪＡ全農さいたま



ほうれん草国産化への取り組み

ほうれん草ごま和え商品位置づけ

・ほうれん草ごま和えは、夏場を除いて長期推奨しているロングセラー商品。

・ほうれん草を国産に切り替えたことで、惣菜の中でトップ売れ筋の重要な商品。
・他のコンビニチェーン等は輸入・冷凍をしようしているので、品質面での差別化を図った。
・味、品質の向上と値ごろ感を出すために、ほうれん草の契約栽培を行いコストダウンを図った。

国産化のための商品規格の見直し

・２００１年９月までは、中国産冷凍ほうれん草を使用。 売価１６８円／内容量85.5ｇ／ほうれん草54.3％

・２００１年１０月より国産フレッシュほうれん草に変更。 売価１６８円／内容量70.5ｇ／ほうれん草59.2％
・２００２年１０月より規格変更。 売価２１０円／内容量90.5ｇ／ほうれん草81.1％

業務用ほうれん草の特徴

・本来一番おいしい草丈は、35ｃｍ前後であると、文献等で報告されている。

・草丈が短いと健康上支障のある硝酸態チッソが多くなる傾向があり、苦味の原因となり味は薄く、旨みが少ない。
・草丈が長いと、シュウ酸が多くなる傾向があり、エグ味の原因となる。同じ丈でも生育期間が長いと同じくシュウ酸が多い。

コストダウン方法

・草丈を伸ばし結束を止め、バラ状態でコンテナや無地のダンボールに封入・物流することで、生産者の手間を減らし、契約

価格をダウンさせる。
・量販店では陳列する棚の間隔にあわせ、見掛け重視の25ｃｍ前後のものが青果用として販売させているが、これに対して

業務用ほうれん草は１株の重量があるので、単位面積あたりの収穫量が２倍近くとなり、ｋｇあたりの契約単価を下げられる。



業務用ほうれん草の規格

○出荷規格
草丈 ・３５ｃｍ
調整 ・株付き。根きりし、本葉以外の葉は取る。

（生鮮出荷と同様の調整をする）
収穫 ・葉に汚れがないように乾いているときに収穫する。

・葉に土などの汚れが付いているときは、水洗いした後に
水切りをして箱に詰める。

梱包 ・指定のダンボールに立て詰めで正味10kg以上、
皆掛け11kg以上にする。
・箱の上は新聞紙で覆う。

生産者番号 ・指定した生産者番号を各ダンボールに記入する。

テンアップファーム、生産者との話し合いにより以下の規格・出荷基準を策定した。

【左：業務用、右：青果小売用ｌ】

○それぞれのメリット

生産者のメリット 実需者のメリット

コスト 収穫量が大幅に増加する
収穫が増加する分、安く調達でき
る

荷姿
袋詰めする手間や、段ボールなど
のコストがかからない

受け入れ先でのゴミの削減につな
がるり、コスト削減できる

品質

味・品質が向上する。

―草丈が規格より短すぎると,苦味の原因となる硝酸態窒素が多くなる

―草丈が規格より長すぎると,えぐ味の原因となるシュウ酸が多くなる



数量・需給の調整

ほうれんそうを始め野菜は天候により大きく生育が左右されるうえ、商品の販売状況によっても必要数
量が大きく変動することから、最終的には数量の確定が直前になってしまうことは避けられません。この
ため、この契約取引に携わる各者が表４のとおりそれぞれのリスクを負担することにより、円滑な取引が
行われています。

関係者 数量調整・確保のための工夫

テンアップファーム等産地

・必要な数量が確保できるよう、播種日などを調整して作付けを行う

・生産者とは覚書を交わし、個別の生産計画を策定するとともに、特定の圃場を出荷用として確保して
貰う。

・生産者のハウス内の温度調節などにより、収穫時期の調整

・必要以上の作付けを行い、過剰分については調整する。調整は生食用サイズでの市場出荷、冷蔵庫
保管による出荷調整、収穫量の抑制、廃棄。

横浜丸中青果

・必要量に応じて、テンアップファームや他の生産者に出荷量の増加や抑制を要請することで周年安
定供給を実現。

・物流施設の整備によって、流通過程の品質の変化による供給減を防止。

・供給不足の場合、セブンイレブンに販売の停止や、１パックあたりの使用量の減量について働きかけ
を行う。

・必要時には市場内で、必要条件に合致する原料を調達する

デイリーメーカー ・独自の仕入れルートを確保しておき、調整を行う。

セブンイレブン

・原料不足時には販売の停止、販売地域の限定、1パックあたりの使用量の減量を行う。

・過剰時や販売不振により販売が打ち切られた場合、別メニューでの利用や、新規メニューの開発によ
り引き取りを行う。

・ほうれん草が収穫できない夏期については、メニューをなくす。



生産者と実需者の情報交換会

「ごま和え」をはじめとするメニューに使用するホウレンソウの契約ｊ栽培
生産者を一同に集めて恒例の「栽培講習会」を行っています。テンアッ
プファームグループとしてＮＤＦ向けのホウレンソウの契約栽培は４年目
になります。

写真① お弁当試食

・説明会に先立ち、昼食には参加者全員（５０名）に地元のセブン店舗から取り寄せた弁
当が主催のテンアップファーム事務局から提供されました。

写真② 横浜丸中青果より説明

・コールドチェーンからはじまり、あらたに端末利用によるトレーサビリティーの試験的
導入ならびに硝酸態チッソの測定に至る「ＳＥＪの野菜のこだわり」について説明しまし

た。特に国産野菜を重視しているＳＥＪの方針を強調しましたが、このことは消費者だけ
でなく生産者にも意外と知られていないだけに興味深く聴いてもらえたようです。 加工

用というコトバは青果用にならない下級品という昔ながらの認識や「加工用野菜＝輸入
野菜」という イメージが生産者に根強くあるだけに、ＮＤＦ向け生産者には禁句として
「業務用野菜」と統一するように日ごろから産地を指導しています。

写真③ デイリーメーカーより説明

・ホウレンソウのユーザーであるわらべや日洋の山本さんに、ご挨拶をお願いしました。
セブン商品はデーリーメーカーが製造していることを認識していないので実需者の顔

を生産者に見せることは栽培意欲を高めるとともに責任感を意識付けする上でも大事
なことです。

【写真①】

【写真②】

【写真③】



品質維持の取り組み

サラダや調理パンに利用する野菜を、産地から店舗まで一貫して最適な温度（非加熱調理する葉物類は
10℃、果菜類は15℃以下）で運ぶことができるコールチェーン体制を、2005年春に確立しました。これに対応
するべく中継のプロセスセンターには冷蔵施設が必ず配備されています。



横浜丸中青果（＝ＰＣ）について

○本社所在地
（横浜市中央卸売市場本場）

〒221－0054
神奈川県横浜市神奈川区山内町1
TEL 045－461－6161
○南部支社所在地
（横浜市中央卸売市場南部市場）

〒236－0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町1－1
TEL 045－779－2126

○代表者 代表取締役社長 原田 篤
資本金 2億1120万円
創立 昭和22年9月9日
取扱高 730億円（平成18年度）
社員数 261名
主要取引銀行 横浜銀行、三井住友銀行

【横浜市中央卸売市場青果棟】

昭和22年創業、売上高は業界４位（Ｈ18年度）


