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4. 参考情報 
4.1. 花き産業の事例 

⽣産者の事例  

カスミソウ栽培農家の例  

福島県のカスミソウ栽培の⽣産者グループは、1984 年に農協に所属しない独⽴した
団体として設⽴。2015 年 12 ⽉に解散し、2016 年に地域の農協部会に加盟した。JA
加盟の理由は、輸送費の⼤幅値上げである。 

• 露地栽培＝地域環境を活かす。「季節感を⼤切にする」その⼟地にあった品種を
⾒極めて⽣産していく・・。 

• 少量多品種で農家は乗り切ることが⼤事〜⼤量単品種での運営は、価格暴落、気
候変動があると対応しきれない。 

• カスミソウでは「周年化」しない、リレー栽培しないという⽅針。季節性を最⼤
限に出すにはこの⽅が良い。 

• 規格の⾒直し、束ね⽅の⾒直し、仕様書の⾒直しは必要。物流効率に⼤きな影響
がある。 

カスミソウにおけるポストハーベスト改善への取り組み〜鮮度保持  

カスミソウはエチレン感受性が⾼く、ポストハーベストの改善によって出荷量が
30%増加することが報告されている。したがって、⽣産者レベルでのポストハーベス
トに対する取り組みは、他の品⽬に⽐べて進んでいると⾔われている。しかし、その
かすみ草でも、ポストハーベストが普及するのは容易なことではなかった。以下に、
その経緯につき、福島県の⽣産者による 2018 年 4 ⽉時点のブログ投稿記事から概要
を引⽤する。 

投稿記事(2018 年 4 ⽉)︓カスミソウにおけるポストハーベスト改善への取り組み 

…この 30 余年、⽇本国内のかすみ草⽣産農家、アフリカ・中南⽶のかすみ草⽣産会社を訪問
して感じたのは、栽培に熱⼼で、採花後管理（ポストハーベスト）に興味を持たない⽇本国内
の⽣産農家の主体性⾃発性の⽋如・無関⼼である。 

そのため 2000 年以降、かすみ草サミットを全国８カ所で⽣産者の主体性で開催し、採花後管
理、つまり前処理技術と保冷輸送、店頭販促のプロモーション（かすみ草フェア）を提案・定
着してきた。 

⼀⽅、花き振興法が施⾏され⽇本政府が花の⽇持ち事業を⾏うにあたり、ＪＦＭＡやＭＰＳ、
ＪＥＬＦＡを通じて⽇本の採花後管理と保冷輸送に⽇本の基準を設けること、他国なみに⽣産
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者の⽔揚げ場所の標準化技術（前処理、容器類の洗浄等）を、業界各者の協⼒で推進してきた。 

かすみ草産地では（中略）ほとんどが花の品質管理技術を標準化装備する認証取得を⾃主的に
⾏い、第３者認証を取得、継続している（団体の場合１⼾３０００円の費⽤、個⼈は１万円／
年間）。 

花の認証ではオランダのＭＰＳが１⼾５万円、2018 年４⽉に⽇本政府が開始した花のＪＡＳ
認証では１⼾１０万円、グローバルＧＡＰではさらに⾼額の年間認証費⽤がかかる。 

花を輸出する場合、ＭＰＳ認証が⼀般的である…。 

政府の助成で制度化された花の品質管理認証では…全部会員の作業場を⾃主的に現地審査し
て、品質保証（⽇持ち保証）ができるような是正勧告も⾃ら部会員通しで⾏ったうえで、認証
を受けた。認証は団体の場合は、全員を現地に審査するのではないので、こうした⽅法を採る
産地が多い。つまり、社会変化に対応して、採花後管理、その作業場の標準化（つまり近代化）
を認識してもらうために、品質管理認証の⼿段を採⽤している産地が多いのである。 

 

⼩売店の先進事例  

⾰新的商品（売り⽅も含めた）があって初めて顧客にニーズが⽣まれる  

マーケティングの世界では、「顕在化した顧客のニーズを汲み取る」のと「潜在的な
顧客のニーズを掘り起こす／作り出す」のでは、アプローチは⼤きく異なるとされて
いる。 

すでに実現している需要層からの意⾒の把握を⽬的としたマーケティング調査は⾮
常に重要かつ有⽤ではあるが、そこからは潜在的な需要は⾒えてこない可能性が⾼い。
他⽅、「全く買わない〜花に魅⼒を感じない」層に花を買ってもらうには、その⼈の
購買優先順位を⼤きく変える必要があり、不可能ではないにしても相当に難しいと考
えられる。嗜好品という花の性格を考えると、花よりも優先順位の⾼い全ての商品と
競争するというのはマーケティング戦略としては効率が悪い。したがって、少なくと
もすでに「花に興味がある／花を買う習慣がある」とする層に、よりたくさんの花を
買ってもらうというのが中⼼課題と想定するのが妥当である。 

今は⾒えていない潜在的な市場を開拓・創造するには、「⾰新的商品（売り⽅も含め
た）があって初めて顧客にニーズが⽣まれる」という考え⽅を取り⼊れる必要がある。
ここでいう「⾰新的商品」とは、先端バイオ技術で「⻘いバラを作る」といった新品
種の開発だけを指すのではなく、より広く、すでにある花であっても、その花の売り
⽅、流通の仕⽅、商品としてのパッケージ化の仕⽅等について斬新な⼿法を開発・導
⼊することも含んでいる。 
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花を買う⼈に「⼼地よい体験」を提供できるか＝「ユーザー・エクスペリエンス」  

⼀般の⼩売業でも次々と新しい「売り⽅」が登場しているように、花業界でも新しい
売り⽅が進められている。特に、2000 年以降の花き産業の低迷の中、注⽬を集めて
いるのが、カジュアルフラワー、サブスクリプション型、インターネット注⽂である。
以下に、カジュアルフラワー、サブスクリプション型、インターネット通販の事例を
挙げる。 

事例︓⻘⼭フラワーマーケットの「カジュアルフラワー」ビジネスモデル 

2000 年以降の花き産業の低迷の中、圧倒的
な成功を収めているビジネスモデルが⻘⼭
フラワーマーケットである。主に駅ナカ・駅
チカに出店し、2000 年には 14 店舗だった
店舗数も直近では 100 店舗近くまで店舗数
を増やしている（2017 年 6 ⽉現在）。商品
回転率を上げ、ロス率を下げることによっ
て、販売価格は⼀般的な⽣花店の半額、もし
くはそれ以下の低価格を実現している。 

カジュアルフラワーは、テーマを絞った品揃え、⼿頃な価格設定、⾼額な贈答⽤では
なく家庭⽤、安い、種類が多い、切らなくても花瓶にそのまま⼊れられるミニブーケ、
⼿頃な花でもインテリアとして溶け込むデザインセンス、⽣産者を巻き込んだ販売体
制、などを特徴としている。流通構造は、花きでは主流ではない産地直送といった市
場外取引も取り⼊れており、それによって市況に左右されにくい価格設定と鮮度維持
を可能としている。 

 

事例︓⽇⽐⾕花壇の花のサブスクリプション型サービス「ハナノヒ」 

2019 年 6 ⽉ 1 ⽇にスタートしたサブスク
リプション型サービス。ホームユースブラ
ンド Wonder Flower がつくった花の定額
制アプリ。スマホのアプリ上でプランを購
⼊し、店舗で画⾯を⾒せるだけで毎⽉決ま
った分、花を受け取れるサービスである。
花のボリュームや頻度に応じて 4 つのプ
ランが⽤意されている。⽉額 1,187 円から 15,878 円までの 4 種類のコースから選
べる。1,187 円／⽉コースなら「毎⽇」1 本を店頭で受け取ることができる。この新
しいサービスは、花店に⽴ち寄ることを⽇常化してもらおうというネライもある。 
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事例︓花キューピッド〜個別花店のポータル通信販売プラットフォーム 

花キューピッドは、個別の加盟花店の使うインターネット通信販売のポータル・プラ
ットフォームである。花キューピッドが共通の商品リストで注⽂を受け、届け先に近
い加盟個別の花店がそれを届けるというシステム。全国から注⽂を受け付ける、商品
のパッケージ化、安定的な定価の設定、⼤規模な販売キャンペーンの実施、という従
来の個別花店では難しかった事柄を実現している。運営する⼀般社団法⼈ JFTD （ジ
ェイエフティディ）は、⽇本国内における⽣花の通信配達を⽬的とし設⽴された業界
第⼀位規模の法⼈である。 

その起源はネット販売が現れるはるか前の 1953 年で、加盟店 22 店からスタートし
た。もともとは花店が⾃店の客から⾃店では届けられない遠⽅への花の配達を注⽂さ
れた場合、届け先の地域にある別の加盟花店が代わりに届けるというサービスであっ
た。⼩規模な花店が注⽂を受けても、全国に花を届けることができるという画期的な
システムであった。 

その後、取り扱いは⼤きく拡⼤し、現在のインターネット通販システムとなったのは
2005 年。注⽂窓⼝やメニューが全国レベルで⼀本化されていて、写真で⾒て注⽂で
きる、届ける⽇や時間の指定も可能と、利⽤者にとって⾮常に便利で、個別花店の売
り上げベースが停滞する中で、取り扱いを拡⼤してきた。品揃えやフラワーアレンジ
メントのデザインについて、⼤規模な販売データを活⽤し、周期で変化する流⾏のサ
イクルを予測、また、それと連動する経済の動きから流⾏を先取りするといったこと
もなされている。 

その⼀⽅で、ある程度以上に販売⼒があり
⾃店の個性を伸ばしたいと考える花店の
中には、⾃店による受注と配達にシフトし
ようという動きも⾒られる。⼤規模な商品
の画⼀化によって⾃店の個性が⾒えなく
なること、宅配サービスが向上し全般的に
料⾦が低下したことによって個別店でも
配達エリアが⼤きく広がったこと、がその
理由とされている。今後は、⼤規模なポー
タルサイトを通じた注⽂／販売と個別店
舗の独⾃の配達販売が共存しつつ成⻑す
ることが望まれる。 
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花業界の連携によるプロモーション活動  

1 社 1 社では実現困難な花の消費拡⼤・需要喚起に向けて、プロモーションや共通課
題の解決、異業種とのコラボを実現するという動きがある。このような、花業界全体
で連携した取組として「フラワーサミット」が開催されている。横浜での実施を提案
されている園芸博覧会は、「花業界オールジャパン」による国内国外の両⽅に対する
プロモーション・イベントの受け⽫として活⽤することができる。 

事例︓「花の国⽇本協議会」（FJC）によるプロモーション 

花と親和性が⾼い異業種とのコラボ（「ジャ
パン・レストラン・ウィーク」とのタイアッ
プなど飲⾷業界をはじめとする異業種、メジ
ャーな商業施設やメディアとの共同企画）。 

FJC による主なプロモーション事業は以下の
とおり。新しいプレーヤーの参⼊を促す効果
もある。 

• フラワーバレンタイン(2010 年から) 

• WEEKEND FLOWER 

• 地域イベント・販促プランニング 

  

出所︓FJC ホームページ 
FJC によるプロモーション概念

図 
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花き研究シンポジウム〜情報の共有とマーケティングへの応⽤ 
農研機構(国⽴研究開発法⼈ 農業・⾷品産業技術総合研究機構)が開催する花き業界
のためのシンポジウム。⽣産技術から花店の経営まで、幅広く議論され、花き業界の
重要な情報共有の場として多くの参加者を集め、花き業界の活性化に貢献している。 

平成 30 年度のテーマは「花きの需要拡⼤に資する研究開発の現状と社会実装に向け
た連携態勢の構築」。主な内容は、花きの需
要拡⼤に向けた研究開発の現状を紹介する
と同時に、社会実装を推進中あるいは今後の
社会実装が想定される⺠間企業担当者によ
る研究成果の利活⽤に関する講演を⾏い、今
後花きの需要拡⼤に何が必要とされるかを
議論された。 

中⼼課題としては、「⽇本国内の花き⽣産と
消費は今から 20 年ほど前にピークに達した
後、年々減少が続いた。ここ数年は下げ⽌ま
りの傾向も⾒られているが、かつての勢いを
取り戻すには⾄っていない。農研機構野菜花
き部⾨では、花きの新たな需要を創出するた
め遺伝⼦組換えによる、開発に関する研究成
果を創出してきた。これらの成果の社会実装
を図るため、実需者である⺠間企業との連携
を推進が必要。」との認識があった。 
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4.2. BOX 記事 

4.2.1. 花き産業全般に関する事柄  
 

BOX 1: 「⽇本の花き産業はいま、史上最⼤の危機に〜その緊急の解決策は」 

法政⼤学⼩川孔輔教授 Day Watch | 2017.05.04 Thursday 投稿記事より抜粋 

花業界の関係者が嘆いているのは、⼀様に「価格低迷の理由がよくわからない」ということだ。
K さんのコメントが、きちんとその理由を説明している。 

・「…新規商品を毎⽉投⼊していかなければ、消費者にも⽣花店にも卸にもあきられる、とい
う。そのため売り場での陳列⽅法や取り扱い⽅法、価格、Ｐ Ｏ Ｐを含め産地が MD（マーチャ
ンダイジング、商品政策）を作って提⽰しなければならない」 

・「輸送費値上げで旬を演出してきた草花類が無くなり、⼩売店店頭に魅⼒が無くなり、消費
者が買わなくなった」 

以上の⼆点である。⽰唆に富む指摘である。しかし、誰かが解決⽅法を提⽰しないと、花の業界
が沈没してしまう。このままだと、⽇本から旬の花が消えてしまう。その危機が⽬の前に迫っ
ている。 

かつては、JFTD のキャンペーン（⺟の⽇など）、「花の国⽇本協議会」を中⼼とした「フラワ
ーバレンタイン」「ウイークエンドフラワー」、⽇⽐⾕花壇発の取り組み（「いい夫婦の⽇」な
ど）など、業界をあげてのプロモーションは実施してきた。しかし、それと連動した店頭マーケ
ティング（マーチャンダイジング）は、実のところはほとんど⼿が付けられていない。 

個別の企業（⻘⼭フラワーマーケット）は、旬の花の演出で新しい顧客を開拓し、全国に店舗網
を増やしてきた。ところが、⼀般の顧客の関⼼を引き付けるには、花の業界として、どのような
花をプロモートすべきかの仕掛けが必要である。 

JFS（ジャパン・フラワー・セレクション）や FOY（フラワー・オブ・ザ・イヤー）で顕彰され
る品種がビジネスの舞台には上がっていない。商売ネタになっていないことが問題なのだ。海
外では、その逆である。社会的に選別された花は、業界あげてプロモートしてもらえる。だか
ら、「姿形が美しい花」が優先されるのではなくて、下品な⾔い⽅ではあるが、「⾦になる売れ
る花」を育種する。 

物⽇のキャンペーンはもうこれ以上はいらない。必要なのは、商品開発を起点にした⽇常のプ
ロモーションである。新品種のシステマティックなデビューと、新しいカテゴリー創造とその
市場への集中的な認知作戦である。 

そうこうしているうちに、後継者不在（供給の先細り）と物流費⾼騰（輸送⼿段のはく奪）で、
地⽅の切り花が都市部の市場までに運べなくなった。その結果、連続的な品⽬の投⼊で旬を演
出する⼿段が、都会の花屋さん（花売り場）から消えようとしている。 
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4.2.2. 花き産業のサプライチェーンに参考となる他の業界の経験  
 

BOX 2︓コーヒーと⽣鮮果物の経験〜嗜好品の成⻑戦略 

嗜好品であるコーヒーはどうやって成⻑してきたのか︖ 

コーヒーは、戦後の⾷⽣活の洋⾵化（特に朝⾷）の定着により、⼀貫して家での消費が最⼤。⾼
度成⻑とインスタント・コーヒーで家庭での消費が普及する⼀⽅で、喫茶店⽂化が⾼級品のイ
メージを広げた。その後の波は、インスタント・コーヒーからレギュラーコーヒーへのシフト
であった。レギュラーコーヒーは「産地ブランド」、プレーヤーの多様化（スターバックスやド
トール）が進展、さらに成⻑を続けた。 

ブランド価値による付加価値〜ロブスタ種からアラビカ種、その中でも産地ブランド 

インスタント・コーヒーの原料は多収量で病気にも強く標⾼の低い温暖な⼟地で⽣産するロブ
スタ種。ブランド性のない典型的な「コモデティ」で単価が安いがインスタント・コーヒーのた
めの⼯業原料として安定需要がある。⽣産者としては⽐較的安全な作物である。ベトナムのコ
ーヒー⾖⽣産量はブラジルに次いで世界第⼆位だが、その 96%がロブスタ種である。ロブスタ
種はインスタントコーヒーや⽸コーヒーの原料となっているため、ベトナム産のコーヒーとし
て意識されることがない。 

他⽅、レギュラーコーヒーで使われるのは低収量で冷涼な⾼地で⽣産するアラビカ種。味は格
段に優れ、プレミアム扱いで⾼価格である。だが産地ブランドが確⽴していないと⽣産者価格
がロブスタ種の 2 倍程度であり、ロブスタ種との収量の差を超えるほどは儲からない。同じよ
うに品質が良いアラビカ種でも産地ブランドが確⽴することによって初めて⾼価格販売が可能
となる。したがって、⾼原で栽培されていても、産地ブランドがない⽣産地ではロブスタ種が
メインになりがちである。 

最近は中進国市場での所得の上昇とレギュラーコーヒー需要の拡⼤によって、従来からある有
名産地ブランド以外に、新しい産地ブランドを作ろうとする動きが世界中で⾒られる。キーコ
ーヒー社によるインドネシア、南スラウェシ州の⾼原トラジャ地⽅におけるコーヒー栽培事業
によって 1973 年から 10 年以上かけて確⽴された「トラジャ」ブランドは、⽇本企業によるコ
ーヒーの地域ブランドづくりの先駆けであった。 

 

BOX 3︓⽣鮮果物の経験〜贅沢品の販売戦略 

ビッグプレーヤーによる寡占化 

かつては果物は贅沢品であった。その⼤衆化と⼤量販売が戦後の⾼度成⻑期の流れであった。
その過程で流通⾰命が進み、販売チャンネルの中⼼は、いわゆる⻘果店からスーパーへと移⾏
した。淘汰が進み、地域販売の寡占化が急速に進んだ。また、そもそも⼩規模⼩売店から多くの
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スーパーが⽣まれているので、⼤規模店⾃体が、⼩規模店舗の進化系と考えられる。そして淘
汰が進み、ビッグプレーヤーによる寡占化が進んだ。 

果物屋はどこへ⾏ったか︖〜⾼級路線と対⾯販売に特化した専⾨店に… 

しかし⼩売専⾨店は消滅したわけではなく、ターゲットを絞った販売に特化して⽣き残ってい
る。⼀つは、店舗での⼩売ではなく地域の飲⾷店への仲卸的な販売に重点を置く店である。も
はや「町の⻘果店」ではなく、B to B ビジネスモデルである。 

⼆つ⽬は、対⾯販売の強さに特化した専⾨店として⽣き残っている店である。これには⼆種類
あって、⾼級専⾨店と⼤衆専⾨店である。贈答品需要を掴んでいる⾼級店は、その店で売って
いるものというだけでブランド価値がある。もう⼀⽅の専⾨店は「繁盛する⻘果店」である。そ
の特徴は、対⾯販売の強さに集中していることである。その⽇に仕⼊れた果物のうんちくを語
り、顧客に売り込む能⼒は⾼い。その対⾯販売能⼒に⾃信のある⻘果店は、わざわざスーパー
の隣に出店するほどで、それを「コバンザメ型⼋百屋」と評する向きもある。集客はスーパーが
やってくれるし駐⾞場もいらない。⼝コミで「ついで買い」客が⽴ち寄れば、対⾯販売⼒で勝負
できるという判断なのである。 

このような対⾯販売のメリットを⽬の当たりにして、逆に、セルフ販売のスーパーが対⾯販売
の要素を取り⼊れることも⾒られるようになった。例えば、⼣⾷の献⽴の提案によって、その
素材の販売を押し上げるという戦略である。これは、⻘果に限らず、精⾁や鮮⿂売り場におい
ても進んでいる。 

この⻘果店業界の分化と進化の過程から⾒ると、花業界は「周回遅れ」の段階にある。 

 

BOX 4︓鮮⿂販売の変遷〜⼆極化する花店業界の将来を予⾒させる事例 

ビッグプレーヤーによる寡占化 

鮮⿂販売は、⻘果店や精⾁店と同様に、いわゆる街の鮮⿂店からスーパーへと移⾏、そして淘
汰が進み、ビッグプレーヤーによる寡占化が進んだ。 

しかし⼩売店は消滅したわけではなく対⾯販売の強さに特化した専⾨店として⽣き残っている
（⾼級専⾨店＋繁盛する鮮⿂店、仲買からのチェーン展開等）。 

そのような専⾨店をインストアとして売り場に呼び込むことによって、セルフ販売のスーパー
が対⾯販売の要素を取り⼊れる動きもある。例えば、最近、多くのスーパーの鮮⿂売り場では、
パッケージに包装されたセルフ売りの⿂と同時に、平置きの冷蔵庫に丸のままの⿂介を並べ、
威勢のいい掛け声でオススメの⿂の紹介と呼び込みをする「鮮⿂店」と同じ対⾯販売の要素を
取り⼊れた売り場が増えつつある。⼀括⼤量需要で単純化した市場を再び多様化して、潜在的
な需要の掘り起こしと取り込みが進んでいると考えられる。多様化した需要を掘り起こすため
に、鮮⿂の産地ブランド化も進んだ。 
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鮮⿂向けコールドチェーン輸送の進化・発達〜対⾯販売回帰と多様化や産地ブランド化 

この動きをインフラとして⽀えているのが鮮⿂のコールドチェーン輸送の進化／発達である。
⽣鮮⾷品のど真ん中を⽀えている⽔産品の物流インフラの発展はずば抜けている。 

花産業も⽣鮮品であるにもかかわらず、そのコールドチェーンが完備しているのは、垂直統合
の進んだ⼀部のネットワークに限られる。国内産地での出荷時の管理は、契約⽣産などによっ
て⼀貫した品質管理システムが導⼊されている場合を除き、弱体である。収穫するまでの花の
品質が良くても、そこから先での劣化が問題となる。それに⽐較して、輸⼊品は、外国産地での
収穫から箱詰め、保冷コンテナ輸送が普及し、卸売市場に⼊るまでのコールドチェーンが完備
していることが⼀般的になっている。「輸⼊」の⽅が「確実に鮮度保持がなされている」という
関係者も少なくなかった。国内産地からのコールドチェーンの不備や出荷時の処理の不徹底（物
流品質の低さ）が、国産花きの競争⼒を下げているとの声が多く聞かれた。これは、⼩売レベル
でも不徹底である（多くの⼩売店は MPS 認証を受けていない）。 

 

BOX 5︓ ⽔産業〜フーディソンの経験（2017 年 06 ⽉ 06 ⽇に FastGrow で公開された記
事からの抜粋） 

⽔産流通を EC 化し業界慣習を塗り変える 

フーディソン代表取締役の⼭本によると、「インターネットの台頭によって店舗が EC 化する流
れというのは感じていましたし、いまフーディソンのミッションとなっている”世界の⾷を楽し
く”を実現するため、将来的には、国内外問わず、また⽔産業だけではなく⾷の業界全般に関わ
ることを決めていました。そんな中、様々な業界を⾒ている中で、⽔産業の⾮効率性が⽬に留
まりました。全国に多様な市場が存在しているのですが、今後は集約されていく流れが起きる
のでは、と確信したため、その流れをリードしていきたいと思ったんです。」 

…⽔産業は、過去 20 年の歴史の中で⼤きく構造を変えていた。1990 年代には⼤⼿量販店の台
頭により圧倒的な利便性を消費者に提供した結果、いわゆる街の⿂屋さんが相次いで倒産。 

続く 2000 年代には、さらなる利便性提供を⽬指して⼤⼿量販店主導で四定条件（多くの消費
者に均質的・安定的に商品の販売を⾏うため、⽣産者や卸売業者に、⼀定の時間に、⼀定の品
質・規格のものを、⼀定の価格で、⼀定量供給すること）の徹底が叫ばれるようになった。 

その結果、何が起こったか︖我々の⾷卓に並ぶ⿂の種類が限定されてしまったのである。 

四定条件を満たす⿂の種類はかなり少なく、⼤量に⽔揚げされて、季節も問わないものになっ
てしまう。代表的なものだと、養殖⿂やアジ、イワシなどが挙げられる。 

⼭本︓四定条件を突き詰めると、旅⾏先で⾷べた“現地でしか⾷べられない美味しい⿂”を
東京では買えない、⾷べられない、といった事態が起こる。消費者ニーズは多様化してい
るのに、業界が追いついていない。このような状況を我々は解消したいのです。 
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改善ポイントは業務体験から 

旧態依然とした業界を、フーディソンはどういった事業を展開し、変⾰しようとしているのだ
ろうか。冒頭でも述べたように、創業者の⼭本には⽔産業のキャリアはない。 

⼭本︓フーディソンには、IT ありきではなく、アナログオペレーションを通じて⾜元で収益
をあげながら、業界構造を把握し、勝ち筋を⾒定め、IT 化が顕在化しやすい箇所から順次 IT
化していくという基本的な考え⽅が根底にあるんです。 

現状の業界慣習・構造を理解するため、まずは⾃分たちがプレーヤーとなって成果をあげるこ
とを決めた。⼭本が創業直後に⾏ったことは、仲卸業の⼈が ⽇々⾏っていることと同様だ。朝
早く⾃ら市場に出向いて⿂を調達し、電 話で飲⾷店に売る。受注を受けたら FAX で受付をし、
エクセルで管理する。 

そうした⽇々の業務を積み重ね、約 600 店舗とアナログで取引をするうち に、どこに⾮効率
が発⽣しているかを理解した。その業界理解をもとに、改善インパクトが⼤きくかつ IT 化を進
められそうなポイントを⾒極めたうえで、IT 化推進の中枢を担うシステム開発を進める計画だ。 

⼭本︓例えば、現在個⼈に依存している作業に⿂の⽬利きがありますが、どのような技術を
使って、どんなシステムを作ればその⽬利きをシステム 化できるかは、おおよそ仮説はあり
ます。 

同社は現在、複数の事業を運営しているが、主⼒サービスは『⿂ポチ』という飲⾷店向けの EC
サイトである。おおよそ 1,500 種もの⿂を取り扱い、⼀尾からでも注⽂可能。その利便性が顧
客を呼び、現在では 7,500 店を超 える飲⾷店の利⽤があるという。 

実店舗としては、都内 4 ヶ所に展開する『sakana bacca』というブランドの鮮⿂⼩売店に加
え、『おかしらや』という未加⼯の⿂⼀匹そのままを、圧倒的安値で販売する丸⿂専⾨店も都内
で 3 店舗運営している。 

飲⾷店向け EC サイトとリアルな⼩売店舗の双⽅を通じて、まずは⽔産業 の中でもプレーヤー
として知⾒を蓄積し、効率化を進めようとしているわ けである。 

⼭本︓卸に関する情報を蓄積することで、必要な量の⿂を、必要な売り場に 効率よく卸す
ことができるようになる状況を⽬指しています。 

2023 年、⽔産流通のプラットフォーマーへ 

最近では、築地の仲卸業者が⼿書きで⾏っていた買付作業の伝票を IT 化した。 

主⼒サービスである『⿂ポチ』が軌道に乗ってきたこともあり、消費者向 けのプライベートブ
ランド⽴ち上げや、消費者に対する⿂リテラシーの向上の為の『sakana bacca cooking 
school』、⿂を加⼯する技術に特化し た⼈材紹介、派遣事業である『さかな⼈材バンク』まで、
急速に事業領域を拡⼤しているフーディソン。 

業界のノウハウも何もない状況で始めて、今や 120 名体制。2023 年には⽔ 産流通のプラット
フォーマーを⽬指す。これまで、そしてこれからも蓄積 し続けるデータやノウハウをフル活⽤
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して、どのように⽔産業界を再構築していくのか。今後もフーディソンの動向から⽬が離せな
い。 

 

4.2.3. 花き産業のサプライチェーン改⾰に関わる事柄  
 

BOX 6:「⼤⽥花き」の提供する OLIVE+は販売先情報を共有する貴重な存在。 

OLIVE+システムの概要（同社ホームページより） 

■買参⼈向け 

セリ場と同じ画⾯でリアルタイムに⾃宅や店舗からせりに参加することができる。 

（⼤⽥花きと売買契約を結んでいる買参⼈限定のサービス） 

■産地向け「⾒るだけ会員」 

どのように⾃分の商品がせりで売られているのか⾒ることできる。 

(⼤⽥花きに出荷している産地限定のサービス) 

■カードリーダー（オークションカード読み取り機） 

・カードリーダー(オークションカード読取機)はお申込時に１台提供。 ・追加で⼊⽤の際は同
社で 3,000 円＋消費税をお⽀払い頂くか、家電量販店などでもご購⼊いただけます。  (Sony
社製 RC-S380 相当) ・「在宅せり⽤パソコン」本体はお客様にご⽤意いただく必要がありま
す。 ・「オークションカード 1 枚につき 1 ログイン」となります。パソコン⾃体は何台ご⽤意
いただいてもかまいませんが、  同時に利⽤できる⼈数はあくまでカード枚数分となります。 

⼤⽥花き⼀社では業界全体の動きはわからない（⽣産関係者へのヒアリング） 

OLIVE+は、⽣産者にとって、何がいくらで誰に売れているのかをリアルタイムでフォローす
る上で⾮常に重要な情報源だが、メインは出荷価格情報で、最終的に消費者にはどうやって売
れていったのかという販売情報ではない。消費者マーケットの売れ筋をフォローして商品企画
に結びつけるには情報精度が不⼗分。 

 

BOX 7︓花店と POS システム〜導⼊のメリットは︖ 

花店⽤の POS システム 
⽣花店⽤の POS は数社存在する。最近ではタブレットを使ったクラウドベースのものもある。
以下に⽣花店⽤の POS システムを導⼊した事例紹介につき紹介する。 
 
導⼊のきっかけやメリットは︖ 
導⼊の実例紹介から抜粋（Q&A 形式） 
https://www.f-next.jp/interview/hanaka.php 
Q. 導⼊のきっかけは何でしたか︖ 

A. 顧客⼀⼈⼀⼈の「カルテ」を花店経営に活かすこと。 

法⼈中⼼の営業展開を⾏っていたため、法⼈顧客の管理は⾏っていたが、来店される顧客管理
はまったく出来ていなかった。しかし、地域の花店として成⻑するには、来店する個⼈客への
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サービスが求められることを痛感していた。そこで以前から美容室の「カルテ」と同様の内容
の顧客管理が花店には必要と感じていた。 

尊敬するフラワーデザイナーと、これからの花店経営について話したところ、その⽅はすでに
お店で実践されている事実を聞かされて、まったくそんな事をしているとは思っていなかった
だけにある意味ショックだったと同時に導⼊のきっかけになった。 

Q. 最終的に数社ある花店システムの中で、「エフネクスト」を導⼊した決め⼿は何でしたか︖ 

A. POS レジだけなら導⼊はしなかったと思います。 

POS レジだけだと導⼊はしなかったと思います。システムの⾦額と⽐例して花店に POS レジ
が必要かと考えると「NO」です。花店にとって POS レジはあれば便利かもしれないが、花店
の⼀⽇の売上を考慮すると費⽤対効果は合わないと思います。 

導⼊の決め⼿は、エフネクストは【システム】＋【ツール】の組み合わせがしっかり出来ている
ことです。システムで情報管理した顧客へのフォロー体制のフローと、それに合わせたツール
(カタログをはじめお礼はがき・バースデーはがきなど)の組み合わせがしっかり出来ているこ
とが決め⼿でした。 

システムだけでは売上を向上させることは出来ないし、逆にツールだけがあっても、対象とな
る顧客情報が無いので顧客満⾜は図れないので、⼀連の流れが仕組化できていることが⼀番の
ポイントです。 

Q. 導⼊以前の課題についてお聞かせ下さい。 

A. 来店されるお客様への⼼のこもったサービスを提供したかった。 

法⼈顧客と来店顧客へのサービスの違いがあったことと来店のお客様情報を取れていなかった
ことです。 法⼈のお客様は電話注⽂がほとんどだったのですが割引をしており、来店のお客様
はわざわざ⾜を運んでくださっているのにサービスができていなかった。またイベント時など
に DM を出したくても情報の整理ができていないため⼆の⾜を踏んでしまうジレンマがありま
した。 

顧客情報を美容室は当たり前のように取得するのに対して、花屋の場合はなぜかできないこと
も課題でした。ただ美容室に出来て花屋にできないわけがないと思います。もしかしたら最初
から“出来ない”と思いこんでいる感覚がおかしかったのかもしれません。 

Q. 導⼊後の効果についてお聞かせ下さい。 

A. 導⼊４週間でスタッフの接客に変化があらわれました。 

まず導⼊に関して最初はスタッフの反対がかなりありました。店頭でのスタッフの業務はスピ
ードが問われるのに業務が少しでも増えることへの不安等があったのだと思います。しかし導
⼊前の課題のことや、これからの花店のサービスを⾒つめなおして話をして納得をしてもらっ
たのが事実です。 

導⼊後１週間は操作を覚えなくてはならず少し⼾惑いました。 

でも変化が現れたのは２週間⽬位から、意外と覚えればシステムの操作が簡単になってきたこ
とと、バーコードで会計する事のかっこよさと⾯⽩み、みたいなものをちょっと感じて、４週
間⽬位から、会員になっていただいたお客様が再来店したときに、今までは名前すら分からな
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かったけど、お客様の名前が分かり、名前でお呼びすることができるようになって、さらに前
回購⼊した履歴が分かるので「この前のバラはいかがでしたか?」という会話が増え始めました。 

今までであればこのような会話は全くできていなかったのが、お客様へ前回の購⼊品に対して
聞くということ⾃体が、アフターフォローになって⾃然と会話になってきてお客様との信頼関
係の構築が店頭で⾏えるような基盤ができました。 

４週間でこの基盤ができて、今は３か⽉⽬ですけど、すっかり会員さんは名前でお呼びするよ
うになって、お客さんとの信頼関係は向上しています。何よりスタッフ⾃⾝が店頭でのお客様
との信頼関係の作り⽅を⾃覚してきたことが⼀番⼤きいですね。 

また顧客情報の分析をスタッフと⼀緒にするようにしていて、システムではいろいろな分析が
できるのですが、最初に⾏ったのが顧客のエリア分析です。お客さんがどこからいらっしゃっ
ていただけているのか今までは全く分からなかったのが、隣町のエリアは少なくて、少し離れ
た所からいらっしゃっていただいている事実をスタッフが⾃ら分析するようになってきていま
す。 

あと販売の時間帯や曜⽇なども分析して、効率化につなげています。 

Q. 今後の計画をお聞かせ下さい。 

A. スタッフが “⾃ら気づき” “考える” 輝きのある花店を⽬指します。 

エフネクストのシステムとツールを利⽤することで、⽇常の営業活動の中で効率的な販促が⾏
えると思っています。例えば配達時など普段の営業活動で今までは出来ていなかった販促を場
⾯に合わせてエフネクストのツールを活⽤し効果的に⾏っていきたいと思います。 

販促で⼀番効果的なタイミングはお花をお届けしたタイミングだと思うのですが、この場⾯で
お渡しできるツールであるとか、ご年配の⽅であれば簡単に注⽂できるカタログなど、普段活
動している場⾯で⾏えることがたくさんあると思います。 

それと、来店されたお客様の情報はすでに⾃然と取得できるようになっていますが、スタッフ
が“⾃ら気づき、考える”事を強化していきたいと思います。たとえばエリア分析後、なぜ隣町な
のに顧客数が少ないのかを考え販促できるサイクル化を⾏っていきたいと思います。また⾃店
の特徴をさらに強化しつつ、エフネクストを利⽤した⼼のこもったサービスや接客を出来る花
店にしたいと思っています。 

当社の理念として「お客様の笑顔が私たちの仕事です」と ⾔う考え⽅を中⼼に活動しています。
とにかくすべてのお客様が花佳に来てくれてドアを開けて帰えられる時には笑顔になって帰っ
ていただきたいという気持ちを強く持っています。 

どんなご⽤途のお客様でも、笑顔が取り戻せたり、笑顔がさらに笑顔になったりしていただけ
るようなお店を⽬指していきます。 
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BOX 8︓花店と POS システム〜導⼊のメリットは︖ 

花店⽤の POS システム(2)︓⽣産レベルでのバーコード貼り付けはできるのか︖ 

ソースマーキングの事例︓「花き物流システム⾼度化・転換実証⽀援事業」（平成 30 年度⾷品
物流改⾰⾼度化事業）花き卸売市場協会 https://www.jfma.jp/report.html 

POS システムの威⼒を最⼤限に発揮するためには、本来、出荷の時点で商品コード（JAN コー
ド）をつけるのが良い。これが「ソースマーキング」であり、サプライチェーンの川上のメーカ
ーなどが⽣産、出荷段階で商品包装や容器に、川下が利⽤できる商品コードを付与または印刷
することを指す。流通過程の商品管理から、最終的には POS システム／顧客データに紐付けさ
れて、販売データに基づくマーケット分析や商品企画に活⽤されている。 

花き業界においては、全く普及していない。H30 年に台⾞の規格統⼀の⼀貫として実証実験が
⾏われた。実証事業対象となったのは、流通の途中で花束などに加⼯されることがなく出荷時
と同じ形で最終的な商品となる鉢物。⽣産者の段階でバーコードをつけて共通仕様の台⾞を⼀
貫利⽤することで効率化の効果をみた。コードと共通台⾞を利⽤することによってもっとも省
⼒化／効率化したのは、卸売市場という結果が出ている。その⼀⽅で、⽣産者側では、⼿間をか
けてバーコードを貼ることについて「直接の利益」がない。バーコードを貼って出荷したもの
については、市場の⼿数料が割引になるなどのインセンティブがあると普及しやすいかもしれ
ない。 

契約栽培であれば、製品規格が買い取り（販売店）側との契約時点で決まっているので、品番な
どのコードはすでにできているということになる。 

「2017 年は⼈⼿不⾜が本格化した年であった。特に不⾜していたのは運送店、産地、卸売市場
である。結局、サプライチェーン上のコストアップに繋がっている。共通パレット、共通規格箱
の展開だけでなく、産地から⼩売りまで、コードを統⼀して使えるようにする⼯夫が必要だ。
各社がインストアコードを使⽤していても、クラウドコンピューティングでコード変換すれば、
あまりコストをかけずに出来るのではないだろうか。⼤⽥花き社⻑コラム 2017.12.25」 

4.2.4. 海外⽣産地関連  
 

BOX 9: コロンビアの花き産業－安定供給、⾼い品質、安価 

コロンビアの花の主⼒はバラであり、その次にカーネーションやキクが続く。⽣産拠点は、1980
年代以降に⽶国資本によって開発された。1991 年に、コロンビアやエクアドルからの⿇薬の
密輸撲滅（⿇薬から他の作物への転作を促すこと）を⽬的としたアンデス諸国との関税優遇法
（ATPA）が批准されたことによって、⽶国向けの切り花の⽣産が急増した。 

輸出品の構成は 50 種類以上に及び輸出品の多様性、品質の⾼さの他、最⼤の市場である⽶国
との距離が近いこと、⽶国やカナダとの FTA（⾃由貿易協定）によりゼロ関税であることが市
場に⼊り易く競争⼒を⾼めている。 

コロンビアで⽣産された 95％の花は輸出され、国内消費は 5％に過ぎない。産業振興により 13
万⼈の直接的な雇⽤を創出し、内、25％は⼥性となっている。⽶国の卸売、⼩売の花の 60％は
コロンビアからの輸⼊品となっている。クリスマス、⺟の⽇、バレンタインデーが需要のピー
クに、⽣産の約 80％が⽶国やカナダ向けに輸出される。 

出所：ITC http://www.intracen.org/blog/Valentines-Day-2016-marked-record-for-Colombian-flower-industry/ 
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BOX 10: ケニアの切りバラ⽣産・輸出の拡⼤とオランダ資本の⽅針転換・ケニア進出の歴史 

岐⾩⼤学福井教授の投稿記事を抜粋要約したもの。 
https://www1.gifu-u.ac.jp/~fukui/03-kenya-rose01.htm 

ケニアの切花⽣産拡⼤の経緯〜英国資本 

ケニアでの切花⽣産は 1970 年代に Naivasha 湖周辺で恵まれた気象条件と低賃⾦の労働⼒を
活⽤してカーネーションの⽣産が始まったことが契機となった。1980 年代になると，バラの⽣
産が急速に増加し始め，1990 年代半ばにはカーネーションを抜いて主要切花⽣産品⽬となっ
た。本格的なケニアでのバラ⽣産は，EU からの補助⾦を⽤いて，EU の指導の基で 1987 年に
開始された。 

当初は宗主国であったイギリス資本が投⼊され，1987〜1993 年の 7 年間でバラ⽣産⾯積は
100ha に達し，⽣産された切りバラはイギリスのスーパーに輸出された。この間の投資は主に
イギリスとケニア国内の政治家が関与しており，バラに限らずカーネーションなどの⽣産も増
加し，積極的にイギリスを初めとするヨーロッパ市場に輸出され始めた。1993 年のケニアの切
花⾯積は 100ha 程度だったが，その後急速に⽣産⾯積が増加し，1995 年には 400ha，2001
年には 750ha，2003 年には 1,300ha となり，2004 年には 1500ha に達しました。2010 年
には 2,000ha を超えた。 

ケニア以外の東アフリカ諸国における切花⽣産は 1994 年以降に始まり，ケニアでの切花⽣産
の成功事例を参考に，ザンビア，ジンバブエ，タンザニアなどの国でも切花⽣産を始め，東アフ
リカ全体で 2400ha に達している。⽣産品⽬の内訳を⾒ると，バラ 1800ha，カーネーション
150ha，ヒペリカム 200ha などで，バラが突出している。東アフリカのバラ⽣産会社数は 150
以上といわれており，平均⽣産⾯積は 15ha 程度。なかには Sher Agencies 社のように 300ha
を超える⽣産会社も存在する。 

英国市場の飽和と欧州全⼟への輸出の模索〜オランダとのせめぎ合い 

ケニアでのバラの⽣産量が増加するに従って，その⽣産量がイギリス国内での販売量を超え始
めたため，オランダのアールスメール花き市場(註)への出荷が始まり，オランダ国内のバラ⽣
産会社との競合が始まった。アールスメール花き市場は，オランダの⽣産者の出資によって維
持されている花き市場であるため，アールスメール花き市場に出荷できる⽣産者は市場の株を
持つ必要があり，アフリカ諸国の⽣産会社に株の購⼊権を与えるかどうかで⼤きな問題となっ
た。当時⾊々な論議が⾏われたが，結局アフリカ諸国の⽣産会社は株を購⼊することができず，
アールスメール市場は 1994 年 9 ⽉にケニア産切花の市場出荷量の制限を開始した。 

しかし，毎年 40％程度の⽣産量の増加を⽰していたケニアは，イギリス以外のヨーロッパ市場
での販路拡⼤を⽬指していたため，遅れて切花⽣産を開始し始めたザンビアやジンバブエなど
の東アフリカ諸国と共に，1995 年 3 ⽉に独⾃のコンピュータによるセリシステム TFA (Tele 
Flower Auction)をアールスメール花き市場に隣接して開設し，アールスメール花き市場と正⾯
から対抗する⽅策を取り始めた。 

オランダの⽅針転換〜主導権を握るための⼤胆な戦略転換 

英国資本主導の別市場の開設によって，アールスメール花き市場のケニア防御戦略は不調に終
わることになり，それまで宗主国であったイギリス資本によるケニアでのバラ⽣産に対して，
オランダ資本の投⼊が本格的に始まることとなった。すなわち，他国主導の戦略によって⾃国
の⻑期戦略に基づく花き流通が攪乱されることを嫌うオランダが，⻑期戦略の⽅向転換をして



 144 

も敢えてケニアに投資することで，東アフリカ諸国の⽣産体制をオランダの管理下に置こうと
する戦略転換ともいえる⼤きな変化であった。 

1999 年以降になると，それまでの投資国であったイギリスに替わってオランダ資本が積極的
に投⼊され始め，2003 年の全体投資額の 10％程度をオランダが担うようになった。オランダ
の投資会社のほとんどは切りバラ⽣産会社，あるいはバラ育種会社で，ケニアで⽣産された切
りバラをオランダ国内に輸⼊し，アールスメール花き市場を通じて⾃社ブランドで販売するシ
ステムを取っている。 

オランダ経由で世界に輸出されるケニア産切りバラ 

ケニアで⽣産されたバラの現在の輸出先は，オランダ 50％，イギリス 30％，ドイツ 10％など
となっているが，オランダに輸出されたバラのほとんどはアールスメール花き市場を経由して
ヨーロッパ諸国や⽇本へも再輸出されている。オランダから⽇本に輸出されているバラの 40％
はケニア産といわれており，オランダ産という名前でかなりのケニア産の切りバラが⽇本に輸
出されているといわれている。従ってケニアからの切りバラ輸⼊量は，植物検疫統計上は 254
万本（2004 年において全輸⼊量の 3.2％）といわれ，インド，韓国，オランダ，ベトナム，エ
クアドルに次ぐ 6 番⽬の輸出国だが，オランダの 472 万本のうちの 40％，すなわち 189 万本
を加えた 443 万本がケニア産に相当すると推定され，実際はインド，韓国に次ぐ第 3 位の輸出
国となっているものと考えられる。 

註記︓アールスメール花市場は約 51 万 m2 の屋内に置かれ、約 2000 万本/⽇の取引がある。
オランダは世界の花市場の 6 割強を占めていて、中でもアールスメールの占有率はおよそ 4 割
に上る。世界の花の価格はアールスメールで決まるといわれている。多くの花は、市場から⾞
で 20 分の距離に位置するアムステルダム・スキポール空港を通じて世界中に出荷される。 
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4.3. ヒアリング調査訪問先 
本事業では、花き産業関係者を対象として幅広くヒアリング調査を⾏ない、貴重な情
報・ご意⾒をいただいた。ご多忙中にもかかわらず、快くヒアリング調査にご協⼒い
ただいた。訪問先は、以下に挙げる通りである。（順不同） 

地方公共団体関係 

 愛知県農業⽔産局農政部園芸農産課 
 ⾜利市産業観光部農政課 
 ⾹川県農政⽔産部農業⽣産流通課 
 静岡県経済産業部農業局農芸振興課 
 ⻑野県農政部園芸畜産課 
 練⾺区環境部みどり推進課花とみどりの相談所 
 三重県農林⽔産部農産園芸課 
 
JA 関係 
 JA あいち経済連 
 JA 上伊那 
 JA ふかや 
 JA 富⼠市 
 
流通・⼩売 
 株式会社 ⼤⽥花き 
 豊明花き株式会社 
 株式会社 オザキフラワーパーク 
 株式会社 クラシック 
 コーナン商事株式会社 
 株式会社 ヤオコー 
 株式会社 ユー花園 
 
⽣産者・⽣産組合関係等 
 農事組合法⼈ ⾹花園 
 ナカイローズファーム 株式会社バラの学校 東京⽀店 
 ⽇本花き球根輸出⼊協会 
 前橋バラ組合 
 松⽥清松園 
 有限会社 ⽔⾕農園 
 株式会社 ミヨシグループ ⼋ヶ岳管理センター 
 Rose Farm KEIJI 
 
花き振興・普及関連団体 
 アイバルブ・ジャパン 
 公益社団法⼈ 千葉県園芸協会 
 ⼀般財団法⼈ 花の国⽇本協議会 
 ⼀般財団法⼈ ⽇本フローラルマーケティング協会 


