
あらたん

お店にはお悩みを抱えたお客様がたくさんいらっしゃるので、
安心して頂く為明るく笑顔で接する様に心掛けています。

北海道標津郡
中標津町東15条
株式会社ツルハ
ツルハドラッグ中標津店
まつ  お　 ま な み

松尾 真美 さん

ちこ に はん

宮城県仙台市。
ずんだ餅が好きなので本場でずんだ餅をお腹いっぱい食べたいです。

お店で心掛けていること

ミヤフローラEX錠です！
自分も周りの人たちも愛用中の整腸剤です。お腹の強い味方！

一押し商品は何ですか？

行きたい場所は何処ですか？
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　新年明けまして　おめでとうご
ざいます。
　旧年中は大変お世話になりまし
たことを感謝申し上げますととも
に、本年も変わらぬご愛顧をお願
い申し上げます。皆様におかれま
しては、新しい年を健やかにお過
ごしになり期待を持って迎えられ
たことと存じます。

環境変化
　昨年はコロナ禍における生活も
3 年目となり、感染拡大も年末に
は第 8 波と言われたように、なか
なか収束の兆しが見えていない状
況です。さらにはロシアのウクラ
イナ侵攻により世界中のエネル
ギーや食料、原料の流通が逼迫
するという事態に陥り、世界的な
インフレが発生いたしました。日
本国内においても同様の問題と同
時に円安が加わることで、エネル
ギーや原料、そして建設価格の過
去にない大幅な高騰が、我々流通
業界においても大変なコスト圧力
となりました。総括するとコロナ・
戦争・円安に影響された厳しい 1
年間であったと感じております。
　一方で一昨年に比べると、人々
の暮らしは徐々にコロナ前の状態
に戻りつつあるようです。スポー
ツ観戦やコンサートなどのイベン
トでは、声を発することなどの制
限はあるものの、観戦者数の制限
は解除され、修学旅行や運動会な
ど子供たちの学校行事も従来の形
に戻りつつあります。流通業にとっ
ては、このように人流が復活する
ことは大変喜ばしいことであり、
特に外国人入国者数の制限が解
除されたことは、この先のインバ
ウンド需要への期待が膨らむとこ
ろです。
　今年は卯年ということで、跳ね
るウサギにあやかり景気が好転
し、飛躍の年となる事を期待され

る方が多くおられるのではないで
しょうか。

将来に向かって
　当社グループでは、2030 年を
ゴールとしたありたい姿を描いた
「長期経営ビジョン 2030」を推
進中であります。2030 年までに
3つの中期経営計画を積み重ねて
いく中で、主力である既存の卸事
業に加え、新たな事業領域拡大を
目指した「成長戦略」と、物流・
システム・財務・人材からなる安
定した「経営基盤」構築と、強い
ガバナンス体制やSDGs への貢献
を実現する「サステナブル」な体
質という3つのテーマのもとで具
体的な実現目標を設定して進めて
おります。
　2023 年 3月期は「長期経営ビ
ジョン 2030」における第 1 回目
の中期経営計画の最終年度となり
ます。長期ビジョンを計画した当
初は、コロナや戦争、円安などと
いった出来事はまったくの想定外
ではありましたが、10 年間という
長期戦においては、寧ろ「想定外」
のことが起きるだろうということは
「想定内」であり、残る7 年間を
グループ一丸となって計画実現を
目指してまいる所存です。
　中期経営計画 2023 は、厳しい
環境下ではありましたが、「成長
戦略」においては化粧品事業と
ペット事業における社内集約が完
了し大きな成長につながっており
ます。特に化粧品においては、小
売業様に大変好評をいただいてい
る「アジアンコスメ」やプレミア
ムな「インバスヘアケア」商材な
どで新たな市場創造につながり貢
献できたと自負しております。
　また、海外事業においてベトナ
ムへの進出と中国の衆上集団への
資本提携を実施し、今後の海外
展開の足掛かりとなっております。

　「事業基盤」構築においては、
グループ内で 2カ所の物流セン
ターの稼働と竣工を迎え生産性の
向上が期待されます。また、今年
度から暫定的に人事制度の改定
を開始し、来年度からの新制度導
入の準備を整えており、長期ビ
ジョン実現に向けて従業員のモチ
ベーション向上と人材育成を進め
ております。
　「サステナブル」の活動におい
ては、監査等委員会設置会社に
移行し、加えて社外取締役の増員
を行い、取締役会による経営の監
査機能強化と取締役会での議論
の活性化が図られております。
　また昨年はあらた設立 20 周年
にあたり、設立当時から受け継が
れている「地域密着」の精神に基
づき、本社や各支社が所在する各
自治体に対して寄付活動を実施い
たしました。これは当初、従業員
に対しての 20 周年の記念品を配
布するという案であったところか
ら、お世話になった各地域の皆様
への寄付に、と社員代表である社
員会長と協議をして決定した活動
でありました。
　「長期経営ビジョン2030」のう
ち、最初の 3カ年の活動の一部
ではありますが、着実なスタート

が切れたと感じております。まだ
まだやらなければならない事は満
載ですが、この計画の達成が「強
く」「正しく」「楽しい」あらたの
実現であり、得意先様、仕入先様
への貢献につながり、従業員の夢
や期待の実現につながることと確
信して邁進してまいります。

　2023 年も昨年から引き継ぐ社
会課題が解決した訳ではなく、な
かなか先の予測が立たない難しい
年ではありますが、あらたグルー
プは得意先様、仕入先様と共に知
恵を出し、共に成長していきたい
と考えております。
　新しい年が皆さまのさらなるご
発展の年となる事を祈念し、また
本年も一層のご指導、ご鞭撻を賜
ります事をお願い申し上げまして、
新年のご挨拶とさせていただきま
す。本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

新年明けまして おめでとうございます。

ライオン株式会社

代表取締役
社長執行役員

須崎 裕明

クリニカクリニカはは予防歯科予防歯科をを一歩前一歩前へへ進める進めるブランドブランド

予防歯科予防歯科33つつののポイントポイント

予防歯科とは、ムシ歯などになってからの治療で
はなく、なる前の予防を大切にすることです。
クリニカは、予防歯科習慣を日本全体に根付か
せるという信念のもと、3つのポイントから予防
歯科の実践をサポートするブランドです。

予防歯科予防歯科とはとは？？

プロケア
歯科医療などの

歯ミガキ指導や予防処置

セルフケア
歯の専門の方に

指導してもらったことを
自分で行うお手入れ

定期的な定期的な
健診健診

©DISNEY

予防歯科実践に向けた商品ラインナップ（一例）

1981年（昭和56年）
『クリニカライオン』

1994年（平成6年）
『PC クリニカライオン』

1985年（昭和60年）
『クリニカ DFC ライオン』

2004年
（平成16年）
『PC クリニカ
  ライオン』

2004年
（平成16年）
『ムシ歯リスクを
  ケアするクリニカ』

2009年（平成21年）
『クリニカ』『クリニカアドバンテージ』

2007年（平成19年）
『クリニカ』『クリニカムシ歯プロテクト』

クリニカ大人用ハミガキ 歴代主要商品クリニカ大人用ハミガキ 歴代主要商品

2022年（令和4年）
『クリニカ PRO』

2019年（平成31年）
『クリニカアドバンテージNEXT STAGE』

14
あらたマンスリーは、CO2 削減事業ならびに東北復興支援型の
カーボンオフセット用紙を使用しています。
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SNSで話題になりやすいテーマ
●靴擦れ（靴の新調）　●寒暖差アレルギー

・目、鼻、耳ケア用品、用具　141.0％
・ティッシュペーパー　127.8％
・ガーゼ　123.7％
・脱脂綿　123.7％
・体温計　123.5％
・トイレットペーパー　120.4％
・防虫剤　119.4％
・靴墨、靴用クリーム　114.4％
・京花紙、ちり紙　113.9％
・口中清涼剤　113.1％
・ライト系洗剤　110.5％
・大人用衛生用品　110.4％
・生理用品、用具　110.1％
・授乳用品、用具　109.5％

・ベビー用衛生用品、用具　109.2％
・綿棒　105.4％
・衣料用処理剤　105.3％
・軽失禁用品、用具　105.2％
・ベビー用ヘルスケア　103.8％
・化粧石鹸　103.5％
・入浴剤　102.3％
・バス用洗剤　102.2％
・大人用オムツ　101.6％
・コンタクトレンズ用剤、用具　101.4％
・使い捨て紙クリーナー類　101.3％
・廃油処理剤　101.2％
・飲薬補助用品、用具　100.7％
・ペーパーハンドタオル、用具　100.1％

SNSで話題になりやすいテーマ
●花粉（肌荒れ）
●ネイル剥がれ（新生活による新たな習慣、皿洗い）

SNSで話題になりやすいテーマ
●新学期、新生活準備（ぞうきん）

11週
3／6～12

10週
3／1～5

12週
3／13～19

13週
3／20～26

14週
3／27～31

入試

お花見

春休み・異動・引越し

ひな祭り

花粉症の人にとって辛い時期／春一番・季節の変わり目で、お肌が敏感になる時期

冬物のお洗濯・春物のお手入れ新生活へ向けての準備

 6日　スリムの日
 7日　消防記念日
 8日　ギョーザの日
 9日　ありがとうの日
10日　ミートソースの日

11日　パンダ発見の日
12日　スイーツの日

13日　サンドイッチ
デー

14日　ホワイトデー
15日　オリーブの日
16日　十六団子の日

17日　セントパトリッ
クスデー

18日　精霊の日
19日　ミュージック

の日

20日　日やけ止めの日
21日　春分の日
22日　世界水の日
23日　世界気象の日
24日　マネキン記念日

25日　電気記念日
26日　カチューシャ

の歌の日

27日　さくらの日
28日　三つ葉の日
29日　作業服の日
30日　スポーツ栄養

の日

31日　山菜の日1日　マヨサラダの日
2日　ミニの日
3日　ひな祭り
4日　バウムクーヘン

の日

5日　産後ケアの日

・男性黒髪用カラーリング剤　123.3％
・チークカラー　119.8％
・黒髪用カラーリング剤　116.1％
・化粧下地　115.0％
・コンシーラ　112.5％
・マッサージ、コールドクリーム　112.4％
・UVケア　111.5％
・リップカラー　110.3％
・美容液　110.1％
・フェイスクリーム　109.9％
・男性用メイクアップ　108.3％
・男性用ブロー、スタイリング剤　107.9％
・フェイス用化粧用具　106.3％
・ファンデーション　106.2％

・ネイル用化粧用具　104.3％
・男性用スキンクリーム、ミルク　104.0％
・アイカラー　103.7％
・白髪用カラーリング剤　103.5％
・アイライナー　103.5％
・マスカラ　102.8％
・男性白髪用カラーリング剤　102.3％
・乳液　102.0％
・化粧水　101.2％
・男性用ヘアスプレー、ヘアグロス　100.9％

化粧品
・洗濯仕上げ用品　144.5％
・裁縫、手芸用品　118.6％
・やかん類　117.5％
・ハンガー　116.2％
・線香　116.1％
・洗濯用品　115.7％
・フライパン類　113.2％
・洗面用品　112.3％
・湯呑、急須　111.3％
・荷造り用品　110.7％
・家庭用手袋　110.0％
・ペーパーフィルター　109.7％
・土瓶、鉄瓶　109.7％
・コップ、グラス　108.3％

・流し用品　107.3％
・キッチンペーパー　106.5％
・屑入れ　105.6％
・マッチ　104.4％
・皿　103.6％
・ラッピングフィルム　103.2％
・モップ、雑巾　103.1％
・喫煙用具　102.5％
・ローソク　102.5％
・製菓用品　102.2％
・弁当箱、ウェア　101.4％
・食品調味料容器　101.4％
・調理器物　101.3％

家庭用品日用雑貨

月3

※季節指数は2021年の指数です

お彼岸（3／18～ 24）

卒園・卒業式 入園・入学・入社

購買直前での最適コミュニケーション紐解きの一手に！

第28回
電通プロモーションプラスの

サイネージソリューション情 の 読促 報 先 み販

▶リテール DX サイネージ TM Shelf Motion
商品をリアルタイムに自動認識する「StoreMotion」（注1）AI 映像解析シス
テムと、デジタルサイネージの映像配信システムにより、商品を手に取っ
たタイミングで最適なプロモーションを実現します。

▶デジタルサイネージの店頭有効活用

▶デジタルサイネージの課題

■店頭プロモーションに求められること

■店内の購買行動

多様性＋即時性×商品＋サービス＋情報訴求

▶日本国内における BtoC 商材の EC 化率

株式会社電通プロモーションプラス
リテール＆コマース事業部
ユニットリーダー

伊東 英男
株式会社電通プロモーションプラス　https://www.dentsu-pmp.co.jp/

【資料ダウンロード先】https://www.dentsu-pmp.co.jp/download/

出典：経済産業省　電子商取引に関する市場調査

日本国内の EC 化率は、8％台で残り 90％以上はリアル店舗で商品が購
入されております。

しかし、店頭プロモーション領域において、そのリアル店舗の棚前で
どんなコミュニケーションが最適なのか？そもそもどんなお客様がど
んな購買行動を取っているのか？が、小売り／メーカーは把握できて
ない現状があります。

店頭プロモーションでは鮮度が大事と昔から言われてきました。
しかし、近年ではそこに多様性と更なる即時性が求められるようになりました。

そんな課題解決の一つとして、クラウド配信のデジタルサイネージの
導入が近年また加速しており、購買時点に一番近いメディアとして
パーソナライズした提案を行う店づくり／売場作りに欠かせないソ
リューションになってきています。

一般的なサイネー
ジでは、購買行動
全てのフェーズに
効果を発 揮させ
るのが難しい。

そこで電通プロモーションプラスでは、デジタルサイネージ× AI カ
メラによって対象棚にある個々の商品を認識し、棚前での生活者の
Motion（商品の出し・戻し）をトリガーに、瞬時にそれぞれの商品
に合わせたコンテンツを投影する「リテール DX サイネージ TM Shelf 
Motion」を開発しました。このサービスにより、棚前の行動分析を
可能とし、購入直前での最適な 1to1 訴求を可能としました。

※イメージ

■「リテールDXサイネージ TM Shelf Motion」導入に関して
現在、このソリューション導入については様々なメーカー様向け販売・レ
ンタルモデル、そして小売り流通様との協業モデルを検討中です。店舗
棚有効活用による収益と購買促進で売上拡大を同時に叶えるサービスと
なっておりますのでお気軽にご相談ください。

■棚前行動データが取得可能

このシステムを導入・活用することで、「どのような（性年代）生活者が」
「いつ」「どこのお店で」「何を」「棚のどこから商品を取ったか（戻したか）」
という属性とタッチ＆トライデータ取得が可能です。これらリアル店舗
の棚前にて様々なマーケティング施策検証とその検証データの取得分析
は、POS や EC・アプリからでは見えない新たな発見により非常に大き
な価値に繋がると考えています。

データ取得イメージ

出し戻しを可視化 ダッシュボード

顔認識カメラ

顔認識カメラを追加
設置すると性別・年
代を取得可能です。
当社では個人情報に
配 慮できる機 器を
扱っております。

（注1）「StoreMotion」は、キヤノン IT ソリューションズ株式会社の登録商標です。

UGC 活用
「ユーザー視点の最大化をはかる」

クロスマーチャンダイジング
「一品でも多く購入いただけるように」

キャンペーン訴求
「オンラインキャンペーンなど偶発的な出会いを創出」

商品スペック訴求
「知りたい瞬間に寄り添い、購買最後のひと押し」

32
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SNSで話題になりやすいテーマ
●靴擦れ（靴の新調）　●寒暖差アレルギー

・目、鼻、耳ケア用品、用具　141.0％
・ティッシュペーパー　127.8％
・ガーゼ　123.7％
・脱脂綿　123.7％
・体温計　123.5％
・トイレットペーパー　120.4％
・防虫剤　119.4％
・靴墨、靴用クリーム　114.4％
・京花紙、ちり紙　113.9％
・口中清涼剤　113.1％
・ライト系洗剤　110.5％
・大人用衛生用品　110.4％
・生理用品、用具　110.1％
・授乳用品、用具　109.5％

・ベビー用衛生用品、用具　109.2％
・綿棒　105.4％
・衣料用処理剤　105.3％
・軽失禁用品、用具　105.2％
・ベビー用ヘルスケア　103.8％
・化粧石鹸　103.5％
・入浴剤　102.3％
・バス用洗剤　102.2％
・大人用オムツ　101.6％
・コンタクトレンズ用剤、用具　101.4％
・使い捨て紙クリーナー類　101.3％
・廃油処理剤　101.2％
・飲薬補助用品、用具　100.7％
・ペーパーハンドタオル、用具　100.1％

SNSで話題になりやすいテーマ
●花粉（肌荒れ）
●ネイル剥がれ（新生活による新たな習慣、皿洗い）

SNSで話題になりやすいテーマ
●新学期、新生活準備（ぞうきん）

11週
3／6～12

10週
3／1～5

12週
3／13～19

13週
3／20～26

14週
3／27～31

入試

お花見

春休み・異動・引越し

ひな祭り

花粉症の人にとって辛い時期／春一番・季節の変わり目で、お肌が敏感になる時期

冬物のお洗濯・春物のお手入れ新生活へ向けての準備

 6日　スリムの日
 7日　消防記念日
 8日　ギョーザの日
 9日　ありがとうの日
10日　ミートソースの日

11日　パンダ発見の日
12日　スイーツの日

13日　サンドイッチ
デー

14日　ホワイトデー
15日　オリーブの日
16日　十六団子の日

17日　セントパトリッ
クスデー

18日　精霊の日
19日　ミュージック

の日

20日　日やけ止めの日
21日　春分の日
22日　世界水の日
23日　世界気象の日
24日　マネキン記念日

25日　電気記念日
26日　カチューシャ

の歌の日

27日　さくらの日
28日　三つ葉の日
29日　作業服の日
30日　スポーツ栄養

の日

31日　山菜の日1日　マヨサラダの日
2日　ミニの日
3日　ひな祭り
4日　バウムクーヘン

の日

5日　産後ケアの日

・男性黒髪用カラーリング剤　123.3％
・チークカラー　119.8％
・黒髪用カラーリング剤　116.1％
・化粧下地　115.0％
・コンシーラ　112.5％
・マッサージ、コールドクリーム　112.4％
・UVケア　111.5％
・リップカラー　110.3％
・美容液　110.1％
・フェイスクリーム　109.9％
・男性用メイクアップ　108.3％
・男性用ブロー、スタイリング剤　107.9％
・フェイス用化粧用具　106.3％
・ファンデーション　106.2％

・ネイル用化粧用具　104.3％
・男性用スキンクリーム、ミルク　104.0％
・アイカラー　103.7％
・白髪用カラーリング剤　103.5％
・アイライナー　103.5％
・マスカラ　102.8％
・男性白髪用カラーリング剤　102.3％
・乳液　102.0％
・化粧水　101.2％
・男性用ヘアスプレー、ヘアグロス　100.9％

化粧品
・洗濯仕上げ用品　144.5％
・裁縫、手芸用品　118.6％
・やかん類　117.5％
・ハンガー　116.2％
・線香　116.1％
・洗濯用品　115.7％
・フライパン類　113.2％
・洗面用品　112.3％
・湯呑、急須　111.3％
・荷造り用品　110.7％
・家庭用手袋　110.0％
・ペーパーフィルター　109.7％
・土瓶、鉄瓶　109.7％
・コップ、グラス　108.3％

・流し用品　107.3％
・キッチンペーパー　106.5％
・屑入れ　105.6％
・マッチ　104.4％
・皿　103.6％
・ラッピングフィルム　103.2％
・モップ、雑巾　103.1％
・喫煙用具　102.5％
・ローソク　102.5％
・製菓用品　102.2％
・弁当箱、ウェア　101.4％
・食品調味料容器　101.4％
・調理器物　101.3％

家庭用品日用雑貨

月3

※季節指数は2021年の指数です

お彼岸（3／18～ 24）

卒園・卒業式 入園・入学・入社

購買直前での最適コミュニケーション紐解きの一手に！

第28回
電通プロモーションプラスの

サイネージソリューション情 の 読促 報 先 み販

▶リテール DX サイネージ TM Shelf Motion
商品をリアルタイムに自動認識する「StoreMotion」（注1）AI 映像解析シス
テムと、デジタルサイネージの映像配信システムにより、商品を手に取っ
たタイミングで最適なプロモーションを実現します。

▶デジタルサイネージの店頭有効活用

▶デジタルサイネージの課題

■店頭プロモーションに求められること

■店内の購買行動

多様性＋即時性×商品＋サービス＋情報訴求

▶日本国内における BtoC 商材の EC 化率

株式会社電通プロモーションプラス
リテール＆コマース事業部
ユニットリーダー

伊東 英男
株式会社電通プロモーションプラス　https://www.dentsu-pmp.co.jp/

【資料ダウンロード先】https://www.dentsu-pmp.co.jp/download/

出典：経済産業省　電子商取引に関する市場調査

日本国内の EC 化率は、8％台で残り 90％以上はリアル店舗で商品が購
入されております。

しかし、店頭プロモーション領域において、そのリアル店舗の棚前で
どんなコミュニケーションが最適なのか？そもそもどんなお客様がど
んな購買行動を取っているのか？が、小売り／メーカーは把握できて
ない現状があります。

店頭プロモーションでは鮮度が大事と昔から言われてきました。
しかし、近年ではそこに多様性と更なる即時性が求められるようになりました。

そんな課題解決の一つとして、クラウド配信のデジタルサイネージの
導入が近年また加速しており、購買時点に一番近いメディアとして
パーソナライズした提案を行う店づくり／売場作りに欠かせないソ
リューションになってきています。

一般的なサイネー
ジでは、購買行動
全てのフェーズに
効果を発 揮させ
るのが難しい。

そこで電通プロモーションプラスでは、デジタルサイネージ× AI カ
メラによって対象棚にある個々の商品を認識し、棚前での生活者の
Motion（商品の出し・戻し）をトリガーに、瞬時にそれぞれの商品
に合わせたコンテンツを投影する「リテール DX サイネージ TM Shelf 
Motion」を開発しました。このサービスにより、棚前の行動分析を
可能とし、購入直前での最適な 1to1 訴求を可能としました。

※イメージ

■「リテールDXサイネージ TM Shelf Motion」導入に関して
現在、このソリューション導入については様々なメーカー様向け販売・レ
ンタルモデル、そして小売り流通様との協業モデルを検討中です。店舗
棚有効活用による収益と購買促進で売上拡大を同時に叶えるサービスと
なっておりますのでお気軽にご相談ください。

■棚前行動データが取得可能

このシステムを導入・活用することで、「どのような（性年代）生活者が」
「いつ」「どこのお店で」「何を」「棚のどこから商品を取ったか（戻したか）」
という属性とタッチ＆トライデータ取得が可能です。これらリアル店舗
の棚前にて様々なマーケティング施策検証とその検証データの取得分析
は、POS や EC・アプリからでは見えない新たな発見により非常に大き
な価値に繋がると考えています。

データ取得イメージ

出し戻しを可視化 ダッシュボード

顔認識カメラ

顔認識カメラを追加
設置すると性別・年
代を取得可能です。
当社では個人情報に
配 慮できる機 器を
扱っております。

（注1）「StoreMotion」は、キヤノン IT ソリューションズ株式会社の登録商標です。

UGC 活用
「ユーザー視点の最大化をはかる」

クロスマーチャンダイジング
「一品でも多く購入いただけるように」

キャンペーン訴求
「オンラインキャンペーンなど偶発的な出会いを創出」

商品スペック訴求
「知りたい瞬間に寄り添い、購買最後のひと押し」
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あらたん

お店にはお悩みを抱えたお客様がたくさんいらっしゃるので、
安心して頂く為明るく笑顔で接する様に心掛けています。

北海道標津郡
中標津町東15条
株式会社ツルハ
ツルハドラッグ中標津店
まつ  お　 ま な み

松尾 真美 さん

ちこ に はん

宮城県仙台市。
ずんだ餅が好きなので本場でずんだ餅をお腹いっぱい食べたいです。

お店で心掛けていること

ミヤフローラEX錠です！
自分も周りの人たちも愛用中の整腸剤です。お腹の強い味方！

一押し商品は何ですか？

行きたい場所は何処ですか？

〒135-0016 
東京都江東区東陽6丁目3番2号　イースト21タワー
TEL 03-5635-2800 FAX 03-5635-2845

月刊 通巻第226号
令和5年1月1日発行［あらたマンスリー］

本  社 226PUBLIC 
RELATION 
ARATA

■北海道支社
■東北支社
■首都圏支社
■中部支社
■関西支社
■中四国支社
■九州支社

ジャぺル㈱
ジャペルパートナーシップサービス㈱
ペットライブラリー㈱
モビィ㈱
㈱ベッツ・チョイス・ジャパン
㈱インストアマーケティング

㈱リビングあらた
㈱D-Neeコスメティック
凱饒泰（上海）貿易有限公司
JAPELL (HONG KONG) Co.,LTD.
ARATA (THAILAND) Co.,LTD
SIAM ARATA Co.,LTD.
ARATA VIETNAM COMPANY LIMITED

グループ会社ブランドヒストリー

　新年明けまして　おめでとうご
ざいます。
　旧年中は大変お世話になりまし
たことを感謝申し上げますととも
に、本年も変わらぬご愛顧をお願
い申し上げます。皆様におかれま
しては、新しい年を健やかにお過
ごしになり期待を持って迎えられ
たことと存じます。

環境変化
　昨年はコロナ禍における生活も
3 年目となり、感染拡大も年末に
は第 8 波と言われたように、なか
なか収束の兆しが見えていない状
況です。さらにはロシアのウクラ
イナ侵攻により世界中のエネル
ギーや食料、原料の流通が逼迫
するという事態に陥り、世界的な
インフレが発生いたしました。日
本国内においても同様の問題と同
時に円安が加わることで、エネル
ギーや原料、そして建設価格の過
去にない大幅な高騰が、我々流通
業界においても大変なコスト圧力
となりました。総括するとコロナ・
戦争・円安に影響された厳しい 1
年間であったと感じております。
　一方で一昨年に比べると、人々
の暮らしは徐々にコロナ前の状態
に戻りつつあるようです。スポー
ツ観戦やコンサートなどのイベン
トでは、声を発することなどの制
限はあるものの、観戦者数の制限
は解除され、修学旅行や運動会な
ど子供たちの学校行事も従来の形
に戻りつつあります。流通業にとっ
ては、このように人流が復活する
ことは大変喜ばしいことであり、
特に外国人入国者数の制限が解
除されたことは、この先のインバ
ウンド需要への期待が膨らむとこ
ろです。
　今年は卯年ということで、跳ね
るウサギにあやかり景気が好転
し、飛躍の年となる事を期待され

る方が多くおられるのではないで
しょうか。

将来に向かって
　当社グループでは、2030 年を
ゴールとしたありたい姿を描いた
「長期経営ビジョン 2030」を推
進中であります。2030 年までに
3つの中期経営計画を積み重ねて
いく中で、主力である既存の卸事
業に加え、新たな事業領域拡大を
目指した「成長戦略」と、物流・
システム・財務・人材からなる安
定した「経営基盤」構築と、強い
ガバナンス体制やSDGs への貢献
を実現する「サステナブル」な体
質という3つのテーマのもとで具
体的な実現目標を設定して進めて
おります。
　2023 年 3月期は「長期経営ビ
ジョン 2030」における第 1 回目
の中期経営計画の最終年度となり
ます。長期ビジョンを計画した当
初は、コロナや戦争、円安などと
いった出来事はまったくの想定外
ではありましたが、10 年間という
長期戦においては、寧ろ「想定外」
のことが起きるだろうということは
「想定内」であり、残る7 年間を
グループ一丸となって計画実現を
目指してまいる所存です。
　中期経営計画 2023 は、厳しい
環境下ではありましたが、「成長
戦略」においては化粧品事業と
ペット事業における社内集約が完
了し大きな成長につながっており
ます。特に化粧品においては、小
売業様に大変好評をいただいてい
る「アジアンコスメ」やプレミア
ムな「インバスヘアケア」商材な
どで新たな市場創造につながり貢
献できたと自負しております。
　また、海外事業においてベトナ
ムへの進出と中国の衆上集団への
資本提携を実施し、今後の海外
展開の足掛かりとなっております。

　「事業基盤」構築においては、
グループ内で 2カ所の物流セン
ターの稼働と竣工を迎え生産性の
向上が期待されます。また、今年
度から暫定的に人事制度の改定
を開始し、来年度からの新制度導
入の準備を整えており、長期ビ
ジョン実現に向けて従業員のモチ
ベーション向上と人材育成を進め
ております。
　「サステナブル」の活動におい
ては、監査等委員会設置会社に
移行し、加えて社外取締役の増員
を行い、取締役会による経営の監
査機能強化と取締役会での議論
の活性化が図られております。
　また昨年はあらた設立 20 周年
にあたり、設立当時から受け継が
れている「地域密着」の精神に基
づき、本社や各支社が所在する各
自治体に対して寄付活動を実施い
たしました。これは当初、従業員
に対しての 20 周年の記念品を配
布するという案であったところか
ら、お世話になった各地域の皆様
への寄付に、と社員代表である社
員会長と協議をして決定した活動
でありました。
　「長期経営ビジョン2030」のう
ち、最初の 3カ年の活動の一部
ではありますが、着実なスタート

が切れたと感じております。まだ
まだやらなければならない事は満
載ですが、この計画の達成が「強
く」「正しく」「楽しい」あらたの
実現であり、得意先様、仕入先様
への貢献につながり、従業員の夢
や期待の実現につながることと確
信して邁進してまいります。

　2023 年も昨年から引き継ぐ社
会課題が解決した訳ではなく、な
かなか先の予測が立たない難しい
年ではありますが、あらたグルー
プは得意先様、仕入先様と共に知
恵を出し、共に成長していきたい
と考えております。
　新しい年が皆さまのさらなるご
発展の年となる事を祈念し、また
本年も一層のご指導、ご鞭撻を賜
ります事をお願い申し上げまして、
新年のご挨拶とさせていただきま
す。本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

新年明けまして おめでとうございます。

ライオン株式会社

代表取締役
社長執行役員

須崎 裕明

クリニカクリニカはは予防歯科予防歯科をを一歩前一歩前へへ進める進めるブランドブランド

予防歯科予防歯科33つつののポイントポイント

予防歯科とは、ムシ歯などになってからの治療で
はなく、なる前の予防を大切にすることです。
クリニカは、予防歯科習慣を日本全体に根付か
せるという信念のもと、3つのポイントから予防
歯科の実践をサポートするブランドです。

予防歯科予防歯科とはとは？？

プロケア
歯科医療などの

歯ミガキ指導や予防処置

セルフケア
歯の専門の方に

指導してもらったことを
自分で行うお手入れ

定期的な定期的な
健診健診

©DISNEY

予防歯科実践に向けた商品ラインナップ（一例）

1981年（昭和56年）
『クリニカライオン』

1994年（平成6年）
『PC クリニカライオン』

1985年（昭和60年）
『クリニカ DFC ライオン』

2004年
（平成16年）
『PC クリニカ
  ライオン』

2004年
（平成16年）
『ムシ歯リスクを
  ケアするクリニカ』

2009年（平成21年）
『クリニカ』『クリニカアドバンテージ』

2007年（平成19年）
『クリニカ』『クリニカムシ歯プロテクト』

クリニカ大人用ハミガキ 歴代主要商品クリニカ大人用ハミガキ 歴代主要商品

2022年（令和4年）
『クリニカ PRO』

2019年（平成31年）
『クリニカアドバンテージNEXT STAGE』

14
あらたマンスリーは、CO2 削減事業ならびに東北復興支援型の
カーボンオフセット用紙を使用しています。


