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「地域のお客様」と髙島屋泉北店域 」
○泉北ニュータウンは昭和４０年から大阪府により開発が進められた住宅都市。堺市南

区から和泉市にかけて広がる丘陵地に立地。現在１３万人（５.８万世帯）が居住。

○髙島屋泉北店は泉北ニュータウンに立地、大阪市内から１５km～２０km南に位置。

１００店舗を擁するパンジョSCの核テナントとして昭和４９年に開業

〔地元の主な特産・特別な文化等〕〔地元の主な特産 特別な文化等〕

■泉州地方は昔の旧和泉国で、堺市南部から和歌山県境迄の和泉市・岸和田市・

貝塚市・泉佐野市・泉南市迄の地域のことを指す

※泉北地区（堺市南部 和泉市 高石市 泉大津市）※泉南地区（岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市）※泉北地区（堺市南部・和泉市・高石市・泉大津市）※泉南地区（岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市）

（特産）泉州水茄子 泉州たまねぎ 泉州タオル等 （特別な文化）地車（だんじり）

【ご来店のお客様】【ご来店のお客様】
○殆ど毎日から月に２・３回はご来店されるデイリーウイークリーのお客様が80％
○店舗売上シェアは５km商圏内で５５％・１０km商圏内で９０％以上。

まさに『地域のお客様に育てられ、地域社会の発展とともに髙島屋泉北店も成長』

地域社会との共生の必要性が極めて高い店舗

2
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Ⅰ.地元 堺・和泉ＳＷＥＥＴＳ プロジェクト

【主旨 目的】

①①地元 堺・和泉SWEETS プロジェクト設立

【主旨・目的】
昨年の大震災以降、地域との関わり、「絆」への意識が高まる中で、「地域との共
生」を意識した“地域ブランド商品”の企画・販売を消費者を巻き込んだ形で実施
し地域の活性化を図るし地域の活性化を図る

【協力】
髙島屋泉北店・地元和泉商工会議所髙島屋泉北店・地元和泉商工会議所
堺商工会議所・サンケイリビング新聞社
＜地元堺市「堺技衆認定企業」＞

和菓子メーカー「おかよし味匠庵」和菓子メーカー「おかよし味匠庵」
＜地元和泉市「いずみ印」認定商材保有＞

洋菓子メーカー「T.YOKOGAWA」

①プロジ クト設立（24年6月）①プロジェクト設立（24年6月）
②地域の消費者を巻き込む（座談会）（24年6月）
③地域の消費者と企業をつなぐ（24年10月）
④新商品完成（24年11月）④新商品完成（ 年 月）
⑤店頭販売（24年11月）
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【24年6月20日（水）】おかよし味匠庵 にご協力を頂き 応募形式で 名の堺市 和泉市

②‐1地域の消費者を巻き込む
【24年6月20日（水）】おかよし味匠庵・T.YOKOGAWAにご協力を頂き、応募形式で6名の堺市・和泉市

在住の地元ミセスの方と「地域のSWEETS」、「地域ブランド」づくりに向けた座談会を開催
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②‐2座談会における消費者の声座談会における消費者の声

選ぶ楽しさがある
よう、いくつかの味 女性として甘さやカ

やっぱり気軽に買え
るよう、価格は抑え
てほしい！

よう、いくつかの味
をセットしてほしい
！

ロリーは控えてほ
しい！

手土産にした時に地
域 が出来る うな

てほしい！

域のPRが出来るような
ものがいい！

兄弟げんかしないよ
う、一つづつ包装さ

も が

地域の特産品の果
物や野菜を利用した

れたものがいい！

物や野菜を利用した
新しいお菓子を！ 持ちやすく、日持ち

する商品がいい！
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③地域の消費者と企業をつなぐ

【１０月５日（金）】

各工房にて製造現場の視察及び意見交換会を実施

＜Ｔ.ＹＯＫＯＧＡＷＡ＞ ＜おかよし味匠庵＞

各工房にて製造現場の視察及び意見交換会を実施

＜Ｔ.ＹＯＫＯＧＡＷＡ＞
菓子工房を見学

オ ナ シ より新商品 ネ グ

＜おかよし味匠庵＞
菓子工房の見学

和菓子作り体験オーナーシェフより新商品のネーミング
コンセプト、商品説明を受ける

和菓子作り体験

店主より和菓子作りへの思いを聞く

店主より新商品の説明を受ける
試作品を試食と感想

パッケージサンプルの確認

店 り新商品 説明を受

試作品の試食と感想

消費者とのパッケージデザイン、価格、

商品内容についての意見交換
消費者との価格、形状、ネーミングなど
についての意見交換
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＜堺技衆＜堺技衆 おかおかよし味匠庵＞よし味匠庵＞ ＜和泉スイーツ＜和泉スイーツ T YOKOGAWAT YOKOGAWA＞＞

④消費者の声から生まれた新商品完成！
＜堺技衆＜堺技衆 おかおかよし味匠庵＞よし味匠庵＞

【商品名】 ： 利休の堺こよみ（仮称）
【販売価格】：１個 １８９円（税込）
（１箱（５個入） １ ０５０円（税込）

＜和泉スイ ツ＜和泉スイ ツ T.YOKOGAWAT.YOKOGAWA＞＞

【商品名】 ： 和泉太鼓（仮称）
【販売価格】：１箱（８個入） 1，０５０円（税込）
【商品内容】：地元で新しい文化芸能として広（１箱（５個入） １，０５０円（税込）

【商品内容】：堺出身の茶人 千利休にちなんだ堺の
茶店の抹茶と北海道産手亡豆で作った甘さ控えめ
の白餡を合わせた抹茶餡を求肥とあわせ、１枚１枚
焼 も が ブ

【商品内容】：地元で新しい文化芸能として広
がりつつある“和泉太鼓”をモチーフに食べや
すいサイズのガレットでレーズン入れたバター
クリームをはさみこみました。

手焼きの温もりが伝わる優しい味わいのブッセ生地
で挟みました。
【お客様の声を踏まえ】抹茶を使い、甘さを控え、お
一つから気軽にお買い上げがいただけるよう価格を

【お客様の声を踏まえ】：地元土産として話題
性を活かし、個包装等取り分け易く、子供にも
食べやすく、価格も抑えました。

つから気軽にお買い上げがいただけるよう価格を
抑え、合わせて日持ちを考慮しました。
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⑤百貨店食料品売場店頭販売【平成24年11月7日（水）～11月13日（火）】

消費者のご意見から生まれたスイーツが地元企業の力をお借りして店頭に並びます！！消費者のご意見から生まれたスイーツが地元企業の力をお借りして店頭に並びます！！
髙島屋泉北店の開店記念プロモーション開催週「サンクスフェスティバル」において、地域のお客様の
声を活かし「商品化」したコラボレーションスイーツとして店頭での先行販売を実施予定。
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【【地元和泉ブランド地元和泉ブランド 「いずみ印」「いずみ印」】】
参考

○平成23年から、地元和泉市と和泉商工会議所が、街の活性化に向け、和泉市
の資源特性等を活かし、「和泉らしさ、和泉の良さ、和泉ならでは」といった個性と
魅力をもった産品を「いずみ印」と認定して消費者に推奨を開始魅力をもった産品を「いずみ印」と認定して消費者に推奨を開始

○和泉市ブランド認定会へは副委員長として髙島屋泉北店の副店長とストアバ
イヤーが認定会へ参画イヤ が認定会 参画

○23年度は洋菓子など13品目が認定（24年度は11月に選定会を予定）

【【地元堺ブランド地元堺ブランド 「堺技衆」「堺技衆」】】
○平成18年、堺市が政令指定都市への移行に合わせ、地元堺市と堺商工会議

所が、優れた技術力や製品をエンドユーザーに商品として届ける力を高めること
や、知名度を高め、地域産業の活性化に繋げるために「堺技衆」を設立や、知名度を高め、地域産業の活性化に繋げるために 堺技衆」を設立

○伝統の堺打刃物製造をはじめ、各種機械・部品・調味料等食品など幅広い製
造技術に対して、原則、１業種１社で現在100以上の企業を認定
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Ⅱ.地域循環型社会への取り組みⅡ.地域循環型社会への取り組み

【大阪府立農芸高等学校】（所在地：堺市美原区）
大阪府内 公立高校 は最も広 約 平方メ ト 敷地面積 中に・大阪府内の公立高校では最も広い、約９万平方メートルの敷地面積で中に

農場、果樹園、花園、ハウス、牛舎、鶏舎、豚舎、加工場などがある。

・ハイテク農芸科、資源動物科、食品加工科の3科があり、全校生徒数600名イテク農芸科、資源動物科、食品加 科の3科があり、全校生徒数600名
ハイテク農芸科では植物栽培について、資源動物科では、畜産や動物飼育に

ついて、食品加工科では食品加工技術を学ぶ

高校写真 高校集合写真
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【地域循環型社会への取り組み】 通常リサイクル 新たな取り組みその① 新たな取り組みその②

販売体験や
①高島屋
から
生ゴミ排出

　高島屋で豚肉や野菜を販売

親子農業
体験

販売体験や
販売実習①’野菜くず

やパンの耳
を分別回収

②生ゴミを生ゴ
ミ処理機により

髙島屋が提供した
パンの耳や野菜くずの
一部を高校内の豚の
飼育用の餌として活用

体験

機
一次加工

③一次加工 髙島屋が提供した生成物を

新たに髙島屋内から
排出されたパンの耳
や野菜くずの一部を③’一次加工

後、生成物
を取り出し

髙島屋が提供した生成物を
堆肥化した上で、高校内の
農作物を栽培・育成に活用

や野菜くずの 部を
農芸高校の
資源動物科へ提供

③
後、生成物
を取り出し

④一次加工後
の生成物を堆
肥工場へ運搬 大阪府立農芸高校との取り組み

一時加工後の生成物を
農芸高校のハイテク農芸科
へ提供

⑤他企業を含め
た生成物を二次
発酵させ、リサイ
クル堆肥として農クル堆肥として農
家や
園芸店へ販売
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Ⅱ-①生ゴミリサイクルⅡ ①生 ミリサイクル

【主旨】泉北店から排出される生ゴミ（１日1.2ｔ 年間440ｔ）のリサイクルの過程において、
一定の工程を経てでた生成物を 農芸高校の野菜の栽培や家畜の飼育の餌に循環させ定の工程を経てでた生成物を、農芸高校の野菜の栽培や家畜の飼育の餌に循環させ
ることで、店として新たに循環型社会への貢献を果たす

【協力】大阪農芸高校・米田工機・RTコーポレーション（有久場）・パスコ・ドンク

【内容】

○通常は店内食料品から出た生ゴミは パンジ SCから出た生ゴミとともに 生ゴミ処理○通常は店内食料品から出た生ゴミは、パンジョSCから出た生ゴミとともに、生ゴミ処理
機により一時加工（有機物が多い）、さらにその生成物をリサイクルの委託会社に運搬し、
二次加工を行った上で、リサイクル堆肥として農家や園芸店へ販売

【新たな試み】

○（その１）一時加工前に有久場から出される生ゴミや店内のパン売場から出されるパン
の耳等を分別し 農芸高校に提供し 豚の飼育の餌に利用する 新たなリサイクルの仕の耳等を分別し、農芸高校に提供し、豚の飼育の餌に利用する、新たなリサイクルの仕
組みを構築

○（その2）一時加工後の生成物を新たに農芸高校に提供し、野菜の栽培の堆肥に利用
する、新たなリサイクルの仕組みを構築

13



【生ごみリサイクルにおける新た取り組み その1】
①店内（髙島屋・パンジョ）にて生鮮野菜・パンの耳等を中心に毎日生ゴミを回収

②パンジョ館内で一次発酵（60日間）を行い生成物を取り出し（排出量は3.2ｔ）

③④堆肥化工場（米田工機㈱）へ運搬した上で、二次発酵を行い（4～6カ月）リサイクル堆肥を生成

⑤リサイクル堆肥として農家や園芸店へ販売

②①

③④⑤ 【新たな取り組み】

１次加工前に分別回収し 有久１次加工前に分別回収し、有久
場や店内自営野菜売場の野菜
くず、店内のパンの耳等を農芸
高校の豚の飼育用として１回80
キロ分を提供キロ分を提供
（週に2回 月・木の廃棄分を火
・金にお渡し）
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【生ごみリサイクルにおける新た取り組み その2】
①店内（髙島屋・パンジョ）にて生鮮野菜・魚を中心に毎日生ゴミを回収

②パンジョ館内で一次発酵（60日間）を行い生成物を取り出し（排出量は3.2ｔ）

③④堆肥化工場（米田工機㈱）へ運搬した上で、二次発酵を行い（4～6カ月）リサイクル堆肥を生成

⑤リサイクル堆肥として農家や園芸店へ販売

① ②

③④⑤ ③④⑤

【新たな取り組み】
１次加工後の生成物を農芸高
校の野菜の栽培用の肥料の元
として提供（本年は卒業研究として提供（本年は卒業研究
として試験的に20キロ提供）
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Ⅱ-②地元農芸高校の販売体験実習Ⅱ ②地元農芸高校の販売体験実習

【主旨】泉北店は地産地消や環境重視の観点から、また学校は農業振興や消費者との関
わりを持つことで教育の場として、さらに消費者には食の安全・安心に対する要求を満たす
企画として、高校敷地内で生徒さんが育てた豚肉や野菜を販売
【会場】泉北店１F食料品売場ローズマルシェ
【協力】農芸高校 資源動物科 / イ ク農芸科【協力】農芸高校 資源動物科 / ハイテク農芸科

【開催内容】

［生徒の皆さんが育てた豚（肉）と野菜を泉北店食料品売場で販売]

○豚肉の特徴は、一般的には通常１８０日間の飼育を経て出荷される豚を、特別に２００
日間の飼育期間を経ること また餌も校内の畑で採れるサツマイモやキャベツの規格外日間の飼育期間を経ること、また餌も校内の畑で採れるサツマイモやキャベツの規格外
のものを活用、頭数を制限してのびのびと育てることで、栄養をたっぷりと吸収した、甘味
のある肉厚な豚肉へと成長させ販売 （通常年間100頭程度飼育）

○野菜の特徴は、安全性への拘りとして生産工程の大半を生徒が手作業で実施、また同
高の資源動物科で飼育している牛糞堆肥や野菜の残渣を土壌に使用する等、循環型農
業を実践し栽培

※生徒さん自ら店頭で生産者としてPR
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店内豚肉販売 店内野菜販売

生徒さんの姿が見えなくなる程、盛況です！

豚肉は『農芸ポーク』として
商標登録（22年10月）されています！

平成23年度（前年度）の開催内容

【期間中売上】豚肉：昨年7月・12月開催（各7日間） 各1,500千円 400キロ（豚10頭分）

野菜：昨年7月・12月開催（各1日間） 各200千円野菜：昨年7月 12月開催（各1日間） 各200千円

【顧客の声】 地元の学生さんが育てられた豚肉・野菜と聞いて、是非賞味したかった

豚肉は非常に甘く、おいしく頂き、もう一度買いに来ました こうした機会を続けて欲しい

【生徒さんの声】 自ら育てた豚肉や野菜を、直接、販売する機会に参加させて頂き、お客様から【 徒さ の声】 自ら育てた豚肉や野菜を、直接、販売する機会 参加さ て頂き、お客様 ら

暖かい声援や気遣いに感動した お客様の声を聞いてこれからも頑張ろうという気が強く沸いてきた

★平成24年度 本年も7月開催・12月に開催予定
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Ⅱ-③親子ふれあい農業体験Ⅱ ③親子ふれあい農業体験
【主旨】震災以降、改めて「家族や地域との絆や思いやる心」への関心が高まっている。

泉北店は地域との共生の観点から、学校側は人に教えることを体験することで生徒の成泉北店は地域との共生の観点から、学校側は人に教えることを体験することで生徒の成
長へ繋げる。住民の皆さんには、ご家族との大切な時間や空間をともに使うことで家族の
絆を強めることへと繋げて頂く、地域社会への新たな貢献企画として開催

【会場】農芸高校敷地内農場【会場】農芸高校敷地内農場

【協力】農芸高校ハイテク農芸科

【前年開催内容】【前年開催内容】

[８組３０名のご家族が参加］学生さんのアドバイスの下、高校敷地内のビニールハウス
農園にて、種蒔きから収穫までの一連の作業をご家族毎の菜園区画を設けて農業体験農 、種 穫 設 農 体
を開催

○平成23年10月23日（日） 学校農場見学・種蒔き体験

○平成23年11月12日（土） 生育過程の観察と施肥・中耕・除草等の農作業

○平成23年12月10日（土） 収穫と家庭菜園や農業等に関するミニ講義

★好評を得ており平成24年度 本年は10月28日・11月17日・12月8日の計画で開催予定
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（前年度） 第１回 10月23日（日） 生徒さんアドバイスのもと【苗の植付・種蒔】

【作業開始！！】
当日は好天に恵まれました。
参加は8家族、参加されたご家族の方
々を始め先生 生徒さんとも初対面で々を始め先生、生徒さんとも初対面で
すので緊張しながら、作業段取りの説
明開始です。

今回は2 月後の収穫のた今回は2ヵ月後の収穫のた
めの苗の植え付けと種蒔き
内容はキャベツ・レタス・
サンチュ・ほうれん草・サンチュ ほうれん草
大根・かぶ・水菜など☆☆

子供達も楽しく、高校生
のお兄さん、お姉さんの説
明を聞きながら 生懸命明を聞きながら、一生懸命
植えました★★
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（前年度）第2回 11月12日（土） 生徒さんアドバイスのもと【除草・間引き・追肥】

レタス類は苗の状態で植えましたのでレタス類は苗の状態で植えましたので
今回収穫できるまで育ってました！
種を蒔いた大根やかぶ等は大きく育つ
ように間引きます。雑草も採って追肥
をあた ま たをあたえました！

お兄さん、お姉さん
★★★ありがとう★★★
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（前年度） 第３回 12月10日（土） 生徒さんアドバイスのもと【収穫】

【お客様の声】
○種蒔きから収穫まで学べてとても良かった
○親子で共通の体験が出来たことで、日頃か

らの共通話題ができとても良かった
○食べ物への興味を子供達が持つようになり

食べ物を大切にするようになった
○今回のような企画を 是非これからも開催○今回のような企画を、是非これからも開催

して欲しい（また参加したい）
【高校側・生徒さんの声】
○一般の人とふれ合うことで、自分達も社会

勉強が出来た
○卒業論文にも活かし自身の成長に繋げたい
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