
Ａ ユニーは、よりよい店づくりのために、何よりお客様
のご意見を大切にしています。
各店舗には「お客様の声のポスト」を設置して、お客

様の声に真摯に耳を傾け、速やかな回答と迅速な対応
を心がけています。

お客様の声は、2017年度で
43,484件ありました。

その中にはお褒めやお礼の
言葉もありますが、多くは苦
情やご意見であり、ユニーで
は苦情を減らすために再発防
止に取り組んでいます。

各店舗に「お客様の声ボー
ド」を設置し、お客様の声の
内容やその発生場所について
時系列で記載し、推移が従業員にひと目で分かるように
しています。

管理職も、ひと目で異常に
気付くことができますので、
再発防止が必要な苦情は、再
発防止対策を作成し、全従業
員に再発防止を周知して改善
につなげています。

お客様の声のポストに寄せ
ていただいたお客様の声には
店長が必ず回答し、店舗施設
や商品、サービスに反映させ
ています。

一例ですが、試食用のスティックを「つまようじ」か
らスパゲティーをゆでる前の「乾麺」に変更しましたが、
アレルギーに対するご意見があり、アレルギー対策とし
て地球環境にやさしい穀物でんぷんを使用したものに変
更しています。

Ｑ 本日は、よろしくお願いいたします。
まず、会社の概要などを教えてください。

東海地域で展開している食品関連企業を訪問して、企業活動の中で食品の安全・
安心／消費者の信頼確保に取り組んでいる状況を取材しています。
第6弾は、「アピタ」、「ピアゴ」でおなじみの「ユニー株式会社」にお話を伺いました。

～食の安全・安心／消費者の信頼確保に向けて～ 東海農政局

ユニー株式会社

“「新生活創造小売業」”

Ａ
私どもユニー株式会社（以下「ユニー」という。）は親

会社であるユニー・ファミリーマートホールディングスの
総合小売部門という位置づけです。

設立は1971年ですが、合併して設立した会社なので、創
業という形でさかのぼりますと1912年の履物店からとなり
ます。

社名の「ユニー（UNY)」は、1971年に「西川屋チェン」
（1912年創業）と「ほていや」（1927年創業）との合併に
よりユニーが誕生した際、「マーケティングとマーチャン
ダイジングの接点となるユニークな流通企業」を企業コン
セプトに、“unique” “united” “universal” “unity” “unify”の
５つの英語から「UNY」と命名されました。

マークについては、太陽の暖かさと、昇る太陽の力強い
動きを意味しています。

すべての人々に暖かいこころを届けたいという姿勢を表
現しています。

また、昇る太陽の力強さは、社会のニーズに積極的に対
応していこうとする、柔軟でダイナミックなユニーのこれ
からの動きとエネルギーを象徴しています。

ユニーは、従業員約２万３千人、店舗数191店 で、総
合小売業態のアピタとスーパーマーケット業態のピアゴの
２つの業態を展開しています。

“「お客様の声」がユニーを変えます”

※１ 従業員数、店舗数：2018年2月末日現在

Ｑ 多くの店舗を展開されており、お客様相談等が多そう
ですが。

黒田シニアチーフ
マネージャー

渡辺室長

※１

アピタでは、「日常生活向上店」と
して、お客様の毎日の生活がおしゃれ
で楽しく、新しくなることを提案でき
る店舗を、ピアゴでは、「日常生活便
利店」として毎日楽しくお買い物がで
き、お客様の毎日の生活コストを下げ
られる、身近で心地の良い店舗を目指
しています。

会社ビジョンは「新生活創造小売
業」の実現であり、各出店地域におい
てお客様から身近で信頼されるパート
ナーである小売業をめざし、従業員一
同で取組を行っています。

秘書室渡辺室長、商品・品質管理部前田部長、管理部岡山部長、
お客さまサービス担当黒田シニアチーフマネージャー、CSR部松井
シニアチーフマネージャー、デイジー・ラボ大澤所長に聞きました。



Ａ ユニーは衣食住の総合小売で、食に限らず安全・安心の
提供については最重要事項として取り組んでいます。

品質管理に関する行動指針としてお客様のより豊かな生
活実現のために、「安全・安心」を見続けています。

食品部門のモットーは「新鮮」「安全」「安心」で、安
全であるから安心できるという意味合いで順番をつけ、安
全という土台の上に立った営業ということを念頭において
います。

取組としては２つあり、一つ目が価値のない商品、お客
様の不満となる「不良品」と呼ばれるものをいかに排除す
るかが、最優先課題です。

そのための仕組みとして「入口」「出口」「情報」の３
つの管理に取り組んでいます。

それぞれ不良品を「仕入れな
い」「作らない、売らない」「拡
散させない」ための取組です。

入口管理では商品部による仕入
前の調査や店舗での検品、出口管
理では店舗での日付管理や適正表
示の確認や巡回指導を含む衛生管
理、情報管理ではPDCA を活用
した体制の確立をしており、衛生

調査や抜き取り検査等については外部の専門機関とも連携
して取り組んでいます。

二つ目の取組として、安全・安心な商品の提供に向けて
商品価値を高めることです。

商品の価値というのは安全・安心以外にも味、値段、鮮
度等いろいろあるわけですが、すべて含めて取り組んでお
り、営業としても重要なことです。

そのための取組として人材育成にも力を入れており、各
部門の担当者が正しい知識を身につけることが重要との考
えで、商品部での食品表示セミナーの実施や、店舗におけ
る勉強会等の実施をしています。

“食品部門不変のモットー「新鮮・安全・安心」”

前田部長

ユニーの食品部門では開発商品を４つのカテゴリーで展
開していますが、安全・安心を最優先にしています。
最近では「食べて健康」というコンセプトで「スタイル

ワンヘルシー」という商品を開発しており、JSH減塩食品
アワード で３年連続して金賞を受賞しました。
また、プライムワンでは飼料から生産環境までこだわり、

安全性や健康・環境にも配慮した食肉の開発等をしていま
す。

※３ JSH減塩食品アワード
特定非営利活動法人・日本高血圧学会（The Japanese Society of
Hypertension＝JSH）の減塩委員会が、減塩化の推進に優れた成
果を挙げた製品に授与しています。

※３

Ｑ いろいろな商品開発をされているようですが、特徴的な
取組がありましたら教えてください。

Ａ

はじまりは会社が作った組
織ではなく、草の根的な集ま
りで、女性社員同士の「こん
なの店頭にあったらいいね。
こんなサービスいいよね。こ
んなの店頭で売ってほしいよ
ね。」という声を会社に対し
て意見していくために、部活
のような形で始まった組織です。

デイジーラボという名前は、デイジーの
花言葉「あなたと同じ気持ちです」から命
名されており、家事や育児、仕事に忙しい
毎日を過ごす女性を応援するための商品・
店舗・情報・サービスを創り出すことを目
的に月２回程度活動しています。

アピタ・ピアゴのお客様は50歳代がメインとなっており、
30～40歳代の女性層がかなり薄くなっていました。

その30～40歳代の女性を取り込むため、デイジーラボの
研究員も30～40歳代をメインとし、同じ年代の女性目線と
いうことで活動しています。

活動内容は商品開発や他社企業とのコラボ、既存商品に
対する評価・改廃提案、店舗の改善提案や情報発信など多
岐にわたります。

情報発信については、30～40歳代女性が日常的に使う媒
体を使って発信しており、利用が高いインターネットの
Webサイトやインスタグラム、ツイッター、フェイスブッ
ク等のSNSも活用しています。

2017年には、お歳暮という社会慣
習が薄れつつあることに対し、慣例
的なお歳暮ギフトから脱却した自分
用の「お取り寄せ」という切り口で
オリジナルのテーマ性をもったグル
メ特集を考え、他社との差別化企画
として展開しました。

30～40歳代の多くの女性の興味や
関心をひく美容に効くグルメをテー
マに、ただおいしいだけではなく、
ただ見た目が綺麗なだけではない、美容や美肌に効く食
材を使ったグルメ展開で企画しました。

“女性の声を活かした開発商品”

お歳暮の取組結果としては、商品を厳選したことにより
対象商品の売上は減少しましたが、お歳暮全体は前年比
102.9％と伸長し、新規客の取組策として貢献しました。

大澤所長

※２

※２ PDCA（PDCAサイクル）
多くの分野で用いられる管理手法の一つ。
Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）のステップを繰り
返し、つねに不都合を改善しながら次の計画に周期ごとの成果を反
映させて、業務の質を継続的に向上させていくことが特徴です。

Ｑ 食の安全・安心に対して、どのような取組をされている
のか教えてください。

ユニー独自の取組として「デイジーラボ」があります。
デイジーラボとは所属部門の垣根をこえて2014年９月に

結成した研究所で、ユニーで働く女性社員が研究員となっ
ています。



Ｑ 食品ロス削減の取組などに注目が高まっていますが、
どのような取組をされているのか教えてください。

Ａ
ユニーは、環境への取組における小売業界のトップラン

ナーとして、2008年から環境大臣とエコ・ファーストの約
束を交わしており、総合小売業
としては、唯一、エコ・ファー
スト企業として環境大臣から認
定を受けています。

消費者や生産者、地域行政と
一緒に環境問題解決に取り組み、
持続可能な社会構築を推進する
ことを約束しています。

特に食品廃棄物に関わる問題
や地球温暖化対策など、エコラ
イフスタイルを提案し推進する

ことがユニーのエコ・ファーストです。

ユニーでは全店舗に廃棄物計量システムを導入し、直営
売り場だけでなく専門店や共有部分から排出される廃棄物
ごとに、排出場所を19種類に分別し計量しています。

ゴミを計量し、数値化することで、廃棄物の発生抑制や
リサイクルの推進に貢献しています。

ユニーは2007年１月に全国初の「再生利用事業計画」の
認定を、環境大臣・農林水産大臣・経済産業大臣から受け
て以来、各地で再生利用事業者・農業生産者とのパート
ナーシップを基に、食品リサイクルループの継続的運営と
新たな構築を進めています。

例えば、ユニーが排出した生ゴミから再生利用事業者が
有効的、継続的に堆肥を作り、その堆肥を使って地元農家
が農産物を生産し、ユニーが地産地消の安全な野菜を販売
しており、とれたて野菜は品質が良いと好評を得ています。

良い堆肥を作るためには、分別の徹底が大切で、生ゴミ
を排出する場合には、ビニールや紙などの異物を絶対に混
入させない等の努力をしています。

また、製造された堆肥は全量農家に買い取ってもらうことで
有効的に取り扱うようにしています。

“消費者目線の情報発信へ期待”※３

Ｑ 最後に、行政への要望や、提案があればぜひお聞かせ
ください。

Ａ ユニーにはデイジー・ラボという組織がありますが、各
地域の他企業との交流やコラボレートについて、ご支援を
いただけると何かいろいろな活動ができると考えています。

また、お客様、いわゆる消費者の安全・安心に対する意
識はこれからも続くと考えていますが、高齢化が進むと、
高齢者にとっての安全・安心は、
質が少し違ってくると思います
ので、行政だから、小売りだか
らという事でなく、生産現場も
含めて一体となった取組が非常
に重要になると思います。

品質管理のための温度管理や
異物混入、賞味期限等は小売り
の立場として全力で対応します
が、行政にお願いしたいのは、
表示について、消費者にとっての目線でもっと分かりやす
くしていただき、安全・安心なんだと理解しやすいものを
お願いできないかと思います。

ごくまれに、法律解釈の中で細かな、複雑な基準となっ
ており、わかりづらいものとなっているので、もう少しや
わらかな視点での対応をお願いできないかと考えています。

また、その普及については、パンフレット等を頂いてい
ますが、ビデオや消費者にわかりやすい刊行物にしていた
だけると、店頭での放映や配布等、連携して普及すること
にもっと貢献できると思います。

最近、輸入メロンにリステリア菌が付着していた事件が
ありました。

当社は対象品の取扱がなく、比較的早期に安全宣言を出
せたわけですが、食の安全に対するお客様の関心は非常に
高いので、行政からの情報も、どこのロットの何がという
出荷側の情報について、もう少し詳細に早く提供してほし
いと思います。

情報が早ければ、調査結果を早く消費者まで情報提供が
でき、安心に貢献できると考えています。

《取材場所 ユニー株式会社本社（愛知県稲沢市）》

ユニー株式会社 Webサイトはこちら
http://www.uny.co.jp/

“食品リサイクルループ＝命をつなぐ環”

“地球にやさしいお買い物”

松井シニアチーフ
マネージャー

岡山部長

（本社事務所）

（本社受付）


