
食商人塾  2013 

食商人塾のご案内 

お申込みはホームページから・・・ 
■お問い合わせ 

おおやかずこ事務所  

Email :  info@oya-kazuko.net 
東京都品川区北品川4-8-33 御殿山ハウス104 

今日のような厳しい時代を乗り越え、顧客から信頼される

ブランド力を身につけるために最も大切な企業財産は、人

（リーダー）ではないでしょうか。 

小手先の新商品開発で売り上げを作ってこれたのは過去の

事です。 

ブランド力の象徴となるロングセラー商品を創造するため

には、安さに負けず、信念を貫いておいしさの革新に取り

組む姿勢が大切です。 

銘品を創っているのは、システムやノウハウではなく、愛

情をもって職人としての志高く生命をかけて「おいしさに

挑戦」している食商人なのです。 

小さな家業であれば、食商人が自ら作って自ら販売するこ

とでお客様に喜ばれる商いが成立します。 

しかし企業となりますと理念に沿って一つの方向に向かっ

て各組織を繋いでゆく人、束ねてゆくリーダーが必要と

なっていきます。 

食品メーカーにとっては、工場、小売り、外食産業にとっ

ては、店頭が経営の生命であり、企業の心臓ともいえま

す。 

工場や現場は、約９割がパートさんによって成り立ってい

ますので、社員さんだけでなくパートさんの一人一人まで

経営理念や商品哲学が浸透し、共鳴共感して働いて頂く事

が大切になるのです。 

パートさんだけでなく、さらにお取引先、生産者の皆様と

のネットワークを大切にできて御支援を頂けるような人間

の魅力が必要だと思います。 

食商人塾では、リーダーになるためのマナー、礼儀、挨

拶、心遣いや食の担い手としての志や基本を学んで頂きた

いと思います。 

また各社から厳選されて食商人塾に集まった方とは、皆さ

んとても有能で素晴らしいチームワークが生まれます。 

塾生同志のネットワークが良い御縁となり、将来の貴社の

リーダー、そして日本の食のリーダーとなって頂けますよ

うに大切に一年お預かりしたいと存じます。 

 

おおやかずこ 

※12月10日(月)から申込みを受付けます 

2013年2月～2014年1月 / 計12回 

≪食商人塾コンセプト≫ 

食の担い手としての姿勢と 

商品づくりの哲学・原理原則を学ぶ 

  対象者 

貴社のリーダーと期待する男女 

一年間月一回もお休みなく、出席できるようにお願い致しま

す。

  タイムスケジュール 

午前のクラス ········· 10:00～13:30 

午後のクラス ········· 14:00～17:30    いずれか 

  参加費用 

 全12回 500,000円（消費税込）/1名様 

  会場 

 Riva degli Etruschi （東京・南青山） 

  宿題とテスト 

 塾生は、教科書として「おいしさの教科書」を読んで第1

回目に感想文を書いて提出。その他、期間中に課題図

書3冊程読んで頂き感想文を提出。 

 宿題レポートは、食商人塾予定日3日前までにメールで

送って頂きます。 

 当日の宿題発表は、レポートを見ずに1人3分スピーチ

で要点のみ発表して頂きます。（中間発表会、卒業発

表会は5分スピーチです。パワーポイントは使用せずに発

表し、思いを訴える練習をします。） 

 宿題レポートには、おおやが1人1人チェックし、コメントを

書きます。 

 毎月ピカイチレポートを選んで皆で学びます。 

 12月は卒業テストがあります。 

  企業訪問 

10月は、山形セゾンファクトリーさんを全員一緒に（PTA参

加）訪問します。 

  発表会 

7月 中間発表会とランチ＆懇親会 

1月 卒業発表会と懇親会（PTA参加） 

 1年間のノート提出、論文作成 



カリキュラム＆スケジュール 

第1回 2013年 

A：2/5(火) 10:00～13：30 

B：2/5(火) 14:00～17：30 

C：2/6(水) 10:00～13：30 

D：2/13(水) 10:00～13：30 

『食の担い手としての姿勢と志』 
 挨拶、名刺交換、身だしなみ、整理整頓の基本を学びます  

 塾生同志の自己紹介  

【宿題発表テーマ】 「おいしさの教科書」を読んで感想文の発表  

第2回 A：3/5(火) 10:00～13：30 

B：3/5(火) 14:00～17：30 

C：3/6(水) 10:00～13：30 

D：3/13(水) 10:00～13：30 

『時代の変化・食トレンド』 

【宿題発表テーマ】 「食の担い手としての心構えと志」 ß自社商品のプレゼンテーション  

第3回 A：4/2(火) 10:00～13：30 

B：4/2(火) 14:00～17：30 

C：4/3(水) 10:00～13：30 

D：4/10(水) 10:00～13：30 

『おいしさがブランド』  

『真のブランド創造するために』 

【宿題発表テーマ】 私の感じる時代の変化と食のトレンド  ß街で見つけたトレンド商品の試食  

第4回 A：5/7(火) 10:00～13：30 

B：5/7(火) 14:00～17：30 

C：5/8(水) 14:00～17：30※ 

D：5/8(水) 10:00～13：30 

『お客様にとっての良き品揃えと悪い品揃え』  

『値ごろ感をつかむ』 

【宿題発表テーマ】 「ブランドのロングセラー商品を検証する」  ß我が社のロングセラー商品試食  

第5回 A：6/4(火) 10:00～13：30 

B：6/4(火) 14:00～17：30 

C：6/5(水) 10:00～13：30 

D：6/12(水) 10:00～13：30 

『定番商品が企業力』 

【宿題発表テーマ】 「良い品揃えを実現するために」  ß値ごろ感のある商品を試食  

第6回 ※：7/9(火) 10:00～16：00 

  A,B,C,D 合同 
 ≪中間発表会≫ 

発表テーマ 『我が社の定番商品』 
 塾生の中間発表会(1人5分間のスピーチ)  

 塾生のランチと懇親会  

第7回 A：8/6(火) 10:00～13：30 

B：8/6(火) 14:00～17：30 

C：8/7(水) 10:00～13：30 

D：8/7(水) 14:00～17：30※ 

『マーケットリサーチ の方法』 

【宿題発表テーマ】 「未定―中間発表会での理解度によってテーマを考えます」  

  ß各社商品プレゼンテーション 

第8回  A：9/3(火) 10:00～13：30 

B：9/3(火) 14:00～17：30 

C：9/4(水) 10:00～13：30 

D：9/11(水) 10:00～13：30 

『我が社の商品憲法をつくろう』  

『現場に理念を徹底させるには』 

【宿題発表テーマ】 「マーケットリサーチ報告」  

第9回 ※：10/1(火) 終日 

  A,B,C,D 合同 
≪山形セゾンファクトリーさん訪問≫ 

『本物のブランドを学ぶ』 
 工場見学、 齋藤社長のスピーチ・試食会  

 野外での芋煮会パーティー 、 各チーム余興発表 

第10回 A：11/5(火) 10:00～13：30 

B：11/5(火) 14:00～17：30 

C：11/6(水) 10:00～13：30 

D：11/13(水) 10:00～13：30 

『新価値定番商品を創造しよう』  

『定番商品年表をつくる』 

【宿題発表テーマ】 「我が社の理念徹底、基本の徹底のために」  ß各社試食プレゼンテーション 

第11回 A：12/3(火) 10:00～13：30 

B：12/3(火) 14:00～17：30 

C：12/4(水) 10:00～13：30 

D：12/11(水) 10:00～13：30 

『おいしさの価値伝達』 

『チームワークこそ購買力』  
 食商人塾卒業テスト  

第12回 2014年 

※1/7(火) 10:00～16：00 

  A,B,C,D 合同 

≪卒業発表会≫ 

卒業発表テーマ 『食商人塾で学んで 我が社に求められる改革』 
 卒業論文発表会 1人5分間のスピーチ  

 PTA参加の懇親会とパーティー  

 1年間のレポートを1冊にまとめる  

 1年間のノートをまとめる  

■クラス毎の基本的な日程 

Aクラス：第1火曜 10:00～13:30  

Bクラス：第1火曜 14:00～17:30  

Cクラス：第1水曜 10:00～13:30  

Dクラス：第2水曜 10:00～13:30  

但し、上表の※は例外日程（合同開催、休日など） 

■タイムテーブル 

<午前のクラス> 

10:00～11:00 宿題・レポート発表 

11:00～11:30 ディスカッション 

11:30～12:30 ランチタイム 

12:30～13:30 おおや講話 

<午後のクラス> 

14:00～15:00 ランチタイム 

15:00～16:00 宿題・レポート発表 

16:00～16:30 ディスカッション 

16:30～17:30 おおや講話 

※ランチタイムは塾生同士の懇親と、おおやからの話し（食商人としての姿勢やマナーについて） 


