
永続する企業の遺伝子

菓子ＴＯＰ
第
37
回

佐
藤
芳
直 セミナー＆クリニック

◆2020年以降の菓業成長戦略
◆成長するブランドと衰退するブランドとは－？
未曾有のブランド淘汰の時代、菓子業界を観続けた
佐藤芳直がこれからの未来を語る3日間－‼

株式会社Ｓ・Ｙワークス
住所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目2-25 仙台NSビル8F
TEL：022-722-2007 FAX：022-722-1770 HP：http://www.syw.jp
担当：牧田良生・久保翔平・佐々木瑛理
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株式会社 虎屋

代表取締役社長 黒川 光博氏



◆◆菓子TOPセミナー(10月8日)の流れ◆◆

時間 講座テーマ 講師

受付 12:00～

第一講座
12:30～13:20

(50分)
圧倒的一番店であり続けるために

株式会社 S・Yワークス
代表取締役
佐藤芳直

第二講座
13:30～14:30

(60分)

激動の時代を迎えた菓子業の動向と
これからの強化事項

株式会社 S・Yワークス
常務取締役
牧田良生

第三講座
14:40～15:45

(65分)
一流企業としての菓子屋における役割とは？

株式会社 S・Yワークス
代表取締役
佐藤芳直

第四講座
16:00～17:20

(80分)
虎屋が目指していること

株式会社 虎屋
代表取締役社長

黒川光博氏

第五講座
17:30～18:30

(60分)

未来へ手渡す菓子業の在るべき姿と
未来戦略を描く

株式会社 S・Yワークス
代表取締役
佐藤芳直

懇親会 18:45～

◆◆菓子TOPセミナー(10月9日)の流れ◆◆

時間 講座テーマ 講師

9:00 集合

とらや赤坂店 店舗視察

第6講座 「とらや赤坂店」のリニューアルについて
株式会社 虎屋
とらや赤坂店

副店長 玉井峰子氏

鎌倉紅谷 八幡宮前本店 視察

第7講座
社長就任11年で売上7倍を実現‼

なぜこの時代に鎌倉紅谷は成長し続けるのか？

株式会社 鎌倉紅谷
代表取締役

有井宏太郎氏

店舗視察

第8講座
横浜の菓子文化を創造したありあけが
これから挑む新たなVISIONとは？

株式会社 ありあけ
代表取締役会長

藤木久三氏

17:30～ 懇親会

時間 講座テーマ 講師

9:00 集合

シュゼット・ホールディングス横浜工場 視察

第9講座 シュゼットが取り組む改善力
株式会社 シュゼット・

ホールディングス
製造本部 本部長 氏平吉彦氏

第10講座 シュゼット品質の向上に向けて
株式会社 シュゼット・

ホールディングス
営業企画部 副部長 駒居崇宏氏

13:00頃 横浜駅 解散(予定)

◆◆菓子TOPセミナー(10月10日)の流れ◆◆

3日間の全体スケジュール

Guest Speaker

Guest Speaker

Guest Speaker

Guest Speaker

Guest Speaker

Guest Speaker



2018年10月１日にリニューアルオープンした、

「とらや赤坂店」。お客様にとって居心地の良い

空間作りのために9階のビルから木を基調とした

4階建ての低層建物へと生まれ変わり、

より和菓子に特化したお店になりました。

1階では、エントランスと予約品受け渡し場としての

機能を備え、2階の売り場には和菓子が

並んでいます。その中には、お客様にご要望を

お聞きしながら特別な和菓子を作ることのできる

「和菓子オートクチュール」を設えています。

3階には喫茶、菓子製造場も併設しています。

当日は赤坂店をご案内していただきます！

虎屋が目指していること。
令和元年菓子TOPセミナーでは、ゲスト講師として、創業500年という歴史を守りながら、

「今」の時代に合わせ、商いを続けてきた虎屋の17代当主であり代表取締役社長の

黒川光博氏にご登壇頂きます。

「おいしい和菓子を喜んで召し上がって頂く」
この経営理念に、新しいことだけが価値ではないと気づかされます。

どのような激動の時代であろうと常に今やるべきことに真摯に向き合ってきた虎屋の姿勢。

一方で、500年の歴史から生まれる、“虎屋らしさ”とは―？

セミナー1日を通して、菓子屋としての在るべき姿を考える時間といたしましょう！

菓子TOPセミナー(10月8日)第4講座登壇‼

虎屋ブランドの今と未来。
ここから新しい物語が始まる。
菓子TOPクリニック(10月9日)に

店舗視察＆座学講座‼

株式会社 虎屋 代表取締役社長 黒川光博氏



菓子TOPクリニック(10月9日)第7講座登壇‼

クリニック1日目で訪問する鎌倉紅谷様は、2度のブランド

リニューアルを通して、今、神奈川を代表する菓子企業へと

成長しています。鎌倉紅谷様の圧倒的ブランディング戦略

そして、ブランドを創る基盤となる企業文化創造と人財育成。

今最も成長している菓子企業が、今そして未来に目指して

いるものとは－？その強さの秘密を学びましょう！

株式会社 鎌倉紅谷
代表取締役

有井宏太郎氏

「お客様の『おいしい』の先にある気持ちを一番大切にしてこそ、お菓子の価値を提供できます。」と語る

有井社長は、今でこそ多くのお客様から愛される菓子メーカーへと成長を遂げていますが、28歳の

社長就任当時はよく言えばアットホーム。しかし企業体制としては、まだまだ組織化されていなかった

そうです。社長就任後今日まで商品ブランディングのみならず、インナーブランディングにも丁寧に

注力し、組織をここまで育て上げてこられました。その徹底力が、多くのお客様に評価されている要因と

言えます。今、最も注目されている菓子メーカー「鎌倉紅谷」の全貌をお話し頂きます！

鎌倉紅谷の
ここが凄い‼

★ 圧倒的ブランディング戦略で商品を育成

★ SNS戦略で、ファン客創造が大成功！

★ 強い企業文化を根づかせるための取り組み

未曾有のブランド淘汰の危機！
強いブランドを創り上げた

鎌倉紅谷スピリットとは？

社長就任11年で売上7倍を実現‼

なぜ⁈この時代に鎌倉紅谷は

成長し続けるのか⁈



菓子TOPクリニック(10月9日)第8講座登壇‼

株式会社 ありあけ
代表取締役会長

藤木久三氏

横浜の菓子文化を創造した“ありあけ”が
これから挑む新たなVISIONとは？

「お客様第一を念頭に置くことによって感動を生み

出す。その結果、事業として成功し、従業員の心も

給料も豊かになります。感動創造業でまずは横浜一、

そして日本一を目指し、全国に発信していきたい」と

藤木会長はおっしゃいます。

利益ばかりを追求するのではなく、関わるすべての

人が幸せになることを目指す。その結果、感動を

生み出し、利益もついてくる。モノの時代が終わりを

迎える今、こうした経営理念が企業に求められます。

港町・横浜を代表する銘菓“ありあけのハーバー”が代表的ですが、

ありあけではその他に4つのブランドを展開しています。「旬風」、「HanaSYUMPOO」、

「ママン・ラト―ナ」、「レザンジュ」です。今回はクリニック2日目に店舗視察に伺い、

“ブランド創造”、“永続する企業体制へ向けて…”藤木会長より特別ご講話を頂きます。

幾多の困難を乗り越え、一つの地域銘菓を創造したトップ経営者は今、何を語るのか⁈

ありあけハーバーを復活させた

トップ経営者が語る‼



菓子TOPクリニック(10月10日)横浜工場視察‼

生産現場の品質強化が義務付けられる近未来。
絶対に見て頂きたいスタジオシュゼットの品質基準‼

横浜工場視察＆シュゼットの品質・改善力の

実践策をご講話頂く“まるごとシュゼット”‼

これが業界を代表する

ブランドを支える製造現場の在り方

アンリ・シャルパンティエ、シーキューブ

業界を代表するブランドを支える

製造現場の品質力とは⁈

初の横浜工場潜入。

工場視察＆責任者様からの特別講話‼
シュゼットのヒミツをまるごと学ぶ。

シュゼットの品質を支えるカイゼンを

力強く推進される製造部部長である

氏平氏と、シュゼットの美味しさを根底

から支え、2017年クープ・デュ・モンド・

ドゥ・ラ・パティスリー日本代表選手にも

選ばれた駒居氏より、シュゼット品質の

本質を伺ってまいります。

これぞ圧倒的品質を支える工場の姿‼

株式会社 ｼｭｾﾞｯﾄ・
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

営業企画部 副部長

駒居崇宏氏

株式会社 ｼｭｾﾞｯﾄ・
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

製造本部 本部長

氏平吉彦氏



<菓子ＴＯＰセミナー＆クリニック2019 開催要項>

◆開催日:2019年10月8日(火)～10日(木)◆
■セミナー

10月8日 ： 12：30～18：30（受付開始 12：00） / 会場 ： 学士会館（東京）

■クリニック視察エリア

10月9日 ： 東京～鎌倉・横浜エリア / 10月10日 ： 横浜エリア

◆ご参加料金 セミナー＆クリニック◆

■全日程 お一人様 ： 260,000円（税抜）

■セミナーのみ（10月8日）ご参加 お一人様 ： 80,000円（税抜）

10月8日(火)菓子ＴＯＰセミナー勉強会・懇親会の会場について

懇親会：『パレスホテル東京』

株式会社Ｓ・Ｙワークス
住所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目2-25 仙台NSビル8F
TEL：022-722-2007 FAX：022-722-1770 HP：http://www.syw.jp
担当：牧田良生・久保翔平・佐々木瑛理

※懇親会費1日目・2日目：各21,000円（税抜）
※ホテルに関しては1日目（8日泊）は東京駅近のホテルを各自手配お願いいたします。

2日目の横浜泊(9日泊)は弊社で手配いたします。（上記料金に含まれています。）
※シングル希望の方は別途料金：10,000円（税抜）を追加でいただきます。

2名様パック ： 140,000円（税抜） 3名様パック : 200,000円（税抜）

セミナー会場：『学士会館』
■住所：千代田区神田錦町3-28
■TEL： 03-3292-5936

【会場へのご案内について】
・都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線

「神保町」駅下車A9出口から徒歩1分
・東京メトロ東西線「竹橋」駅下車３a出口から徒歩5分
・JR中央線／総武線「御茶ノ水」駅下車御茶ノ水橋口から徒歩15分
・「東京」駅 丸の内北口からタクシーで10分

【会場へのご案内について】
・JR「東京駅」丸の内北口より徒歩8分。
「東京駅」より地下通路もご利用いただけます。

■住所：千代田区丸の内１丁目１−１
■TEL： 03-3211-5211

<学び合う共同体として>
今回のクリニックの中では、株式会社シュゼット・ホールディングス様の工場内を視察させて頂きます。私たちは共に
学び合い、共に成長していく「共同体発想」を大切にしています。そのため今回ご参加頂く企業様は、シュゼット・
ホールディングス様から工場視察の要望があった際、承諾をお願いしたく存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。


