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株式会社フードナビゲーションジャパン　宛

惣菜売場でのポイントは弁当。弁当類は平
台で展開され、弁当の盛り付けに特に力

を入れているという。百貨店の商品の盛り付け
を目指し、ボリュームを出しつつ、豪華に見得

るように、品
目や色合いな
ども工夫され
ている。

「あゆの塩焼」

「アジフライ」

米　飯

温惣菜

「赤魚の粕漬け弁当」

「季節の彩りはづき弁当」
「季節の味覚御膳」

「豚肉アスパラチーズ巻弁当」

「厚切り鮭弁当」

惣　菜

■ 3.11 以降の変化

　東北エリアを見ていると、3.11 大震災以降の購買
行動が変わってきたように見える。一つは高齢化、年
金、社会保障に関する不安から、1 円でも安くという
節約志向にある。もう一方では、同じ買い物をするの
であれば、商品を吟味して安全・安心など、価値のあ
るものを買うというニーズが一段と高まっており、大
きく二極化してきたといえる。どっちつかずの商品や
サービスは消え行く傾向にあるようだ。自分達のター
ゲットとコンセプトを明確にし、お客様を創造してい
く時代になってきたといえる。さらに、3 つ目に東北
の数字を見ていると、ハレの日のイベントの数字が伸
びていることが分かる。当社でも節分は前年比 120％
であった。普段は節約していても、イベント時は家族
団欒や絆の考え方から、故郷を大事にしようという傾
向が出てきている。
　ベニマルの店舗でもエリア毎で経営環境が全く異
なっている。茨城、栃木、山形など震災の影響が比較
的少なかったエリアでは、経営状況が比較的に厳しい
というのが実態ではなかろうか。それは昨年の備蓄的
買物行動の有無などが影響している。また、震災復興
の補助金や雇用などの影響もエリア毎に違い、これら
の環境の違いが経営状況にも顕著に表れてきている。

■ CVS は好調

　CVS は極めて好調のようだ。「開いてて良かった
…」という時代から変化し、近年では SM 的な機能
を充実させてきている。以前は SM との価格差が
あったが、プライベートブランド（PB）商品の導
入など、最近は差が無くなってきているのが現状。
セブン＆アイグループでは、セブンイレブンがグ
ループの 8 割も利益を出している状況であり、さ
らにグループをけん引していって欲しい。また、我々

も好調なセブンイレブンのマネジメント力などを
もっと学ぶべきであると思っている。

■セブンプレミアム商品について

　セブンプレミアム商品の開発には、明確な目標や
志、コンセプトが必要。これからはカテゴリー毎に
“ コア ” 商品を作らなくては生き残れない。セブン
プレミアムシリーズに関してはリピーターが増えて
おり、特にゴールドシリーズに関しては、月を追う
ごとに増えている。価格は安くはないが支持は高い。
大事なのはベーシックな商品でリピーターをしっか
り作っていくこと。珍しいものを作るより、基本の
商品で多くの支持を集めていくことが大切。

■ SM にとっての PB

　我々の商売の最大のプライベートブランドは野菜
であり、鮮魚であり、精肉であり、デリカテッセン
である。そこにデイリーや加食、セブンプレミアム
セブンプレミアム商品の開発には、明確な目標や志、
コンセプトが必要。これからはカテゴリー毎に “ コ
ア ” 商品を作らなくては生き残れない。セブンプレ
ミアムシリーズに関してはリピーターが増えてお
り、特にゴールドシリーズに関しては、月を追うご
とに増えている。価格は安くはないが支持は高い。
大事なのはベーシックな商品でリピーターをしっか
り作っていくこと。珍しいものを作るより、基本の
商品で多くの支持を集めていくことが大切。
　東北エリアを見ていると、3.11 大震災以降の購買
行動が変わってきたように見える。一つは高齢化、年
金、社会保障に関する不安から、1 円でも安くという
節約志向にある。もう一方では、同じ買い物をするの
であれば、商品を吟味して安全

ヨークベニマル矢野目店オープン当日、㈱

ヨークベニマルの大髙善興社長（代表取

締役社長 兼 COO、セブン＆アイ HLD. 取締役）

は震災後 � 年の東北エリア、自社について次

のようにコメントした。

「
ヤ
オ
コ
ー
川
越
的
場
店
」
オ
ー
プ
ン

　

ヤ
オ
コ
ー
進
化
を
象
徴　

新
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
店

・新店・既存店レポート、小売業トップインタビュー、商品レポート、展示会情報他。
・年間サービス利用料：９０，９００円＋税（税込 98,172 円）

■『Food Navigation』サービス内容

■サービスご利用にあたって
※当サービスは当サービス「利用規約」に基づき、申込書の弊社承諾により開始するものとします。
　また、申込希望企業は当サービス「利用規約」を承諾したものとします。
※当媒体は契約企業内のみでの使用が許可され、複製・変更・配布・営業手段としての使用等はできません。
※当サービスの利用可能ブラウザ条件は InternetExplorer ver.9 以上、または GoogleChrome 導入 PC が
　最低条件となります。予めご確認くださいませ。
※利用規約は、次頁をご覧下さい。

◀▲上記記事は過去
掲載記事例です。

Fo    dNavigation
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『Food Navigation』利用規約を承諾し、年間利用に申し込みます。※左空欄にチェックを入れて下さい。

Food Navigation 年間利用会員様 募集のご案内

デリカ・生鮮の
Web 専門媒体 http://www.foodnavigation.com
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利用規約
（2015 年 3 月 1 日改定）

第１章　総則
第１条（規約）
本規約は「株式会社フードナビゲーションジャパン（以下、弊社
という）が提供するインターネット情報閲覧サービス（以下、当
サービスという）」を利用する「第 5 条所定の会員（以下、会員
という）」及び当サービスを利用した会員以外の者に適用するも
のとする。
 
第２条（本規約の範囲）
1. 弊社が会員に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成す
るものとし、会員はこれを承諾するものとする。
2. 弊社が当サービス上で提供する情報の運営は第 6 章の条項と
する。
当サービスの利用上の決まりも、名目の如何に拘わらず本規約の
一部を構成するものとし、会員はこれを承諾するものとする。
 
第３条（本規約の変更）
本規約を変更する場合には、弊社の審議によって決定するものと
する。
 
第４条（弊社からの通知）
前条の場合の他、弊社が必要と判断した場合、弊社は会員に対し
随時必要な事項を通知するものとする。

第２章　会員
第５条（会員）
1. 会員とは、当利用規約を承諾した上で弊社に当サービス利用
の入会を申し込み、弊社がこれを承認した者をいう。
2. 会員は弊社が指定した方法により当サービスを利用するもの
とする。
3. 会員は当サービスを利用するために弊社に協力するものとす
る。
4. 会員は入会の時点で本規約の内容を承諾しているものとみな
す。
 
第６条（入会の承認）
1. 弊社は既定の入会申込書にて入会申込を受け付け、必要な手
続等を経た後に入会を承認するものとする。なお、承認の証明は
当サービスの開始をもって証明とする。
2. 入会申込書は弊社が発表した最新のものを有効とする。
 
第７条（入会の不承認及び承認の取消）
1. 弊社は、入会申込をした企業が以下の何れかの項目に該当す
ることがわかった場合、その企業の入会を承認しないことがある。
 (1) 入会申込をした者が実在しないこと
 (2) 入会申込をした時点で規約違反等により会員資格の停止処分
中であり又は過去に規約違反等で当サービスの除名処分を受けた
ことがあること
 (3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏
れ等があったこと
 (4) 入会申込をした時点で当サービスの利用料金の支払を怠って
いること又は過去に支払を怠ったことがあること
 (5) 弊社が入会を承認することで弊社が不利益を被る恐れのある
企業
 (6) 弊社が提供する情報の収集（取材活動等）に関して非協力な
企業
 (7) 個人での申込の者。ただし、弊社が個人での申込を承諾した
ものは除外する
 (8) 本サービス契約解除歴のある企業
 (9) 会員となる企業従業社員数が 100 名を超える企業であるこ
と。ただし、契約企業内の当サービス利用者数に応じては除外す
る場合がある。
 (10) その他弊社が会員とすることを不適当と判断したこと
2. 弊社は承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当
することが判明した場合、承認を取り消すことができる。
3. 本条により弊社が入会の不承認又は承認の取消を決定するま
での間に、当該入会申込をした者又は当該会員が当サービスを利
用したことにより発生する利用料は、当該入会申込をした者又は
当該会員の負担とし、当該入会申込をした企業または当該会員は
第４章の規定に準じて当該債務を履行するものとする。

第８条 ( 退　会 ) 
1. 会員が退会する場合は更新月初日の 90 日前までに弊社に届け、
届出の確認を得るものとする。弊社は、既に受領した利用料その
他の債務の払い戻し等は一切行わないものとする。
2. 弊社は当該会員の消滅を知り得た時点を以って前項届出があっ
たものとして取り扱うものとする。
3. 本条による退会の場合、当該時点において発生している利用
料その他の債務の履行は本規約第４章に基づきなされるものとす
る。

第９条（譲渡の禁止）
会員は当サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡若しく
は使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供
する等の行為はできないものとする。また、企業吸収合併などに
よる当該サービス権利の譲渡も禁止の対象とする。なお、婚姻に
よる姓の変更等、弊社が承認した場合を除き、登録した氏名を変
更できないものとする。

第１０条 ( 設備等 ) 
会員は、当サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェ
ア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の
費用と責任において準備するものとし、当サービスのスムーズな
提供に関して協力するものとする。又、自己の責任で当サービス
に接続するものとする。

第３章　会員の義務
第１１条（自己責任の原則）
1. 会員は当サービス上でなされた一切の行為およびその結果に
ついて、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負うもの
とする。
2. 会員が当サービスの利用にあたり、第三者に対して損害を与
えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、弊社に迷惑
を掛け或は損害を与えることのないものとする。
3. 弊社は当サービスの利用により発生した会員の損害全てに対
し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする
義務はないものとする。
4. 会員が本条に違反して弊社に損害を与えた場合、弊社は当該
会員に対して被った損害の賠償を第８章に定めた通り請求でき、
当該会員は直ちにその請求に応じるものとする。
 
第１２条 ( 会員情報の管理責任 )
1. 会員は、自己のメールアドレス、ＩＤ、パスワード、ＩＰア
ドレス等の会員情報の使用及び管理について一切の責任を持つも
のとします。
2. 弊社は会員情報が他の第三者に使用されたことによって当該
会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わら
ず一切の責任を負わないものとする。又、当該会員は利用料その
他の債務の一切を負担するものとする。なお、会員は当会員の会
員情報を失念した場合は直ちに弊社に申し出るものとし、弊社の
指示に従うものとする。 

第１３条（会員以外の当サービス利用の禁止）
1. 会員は、弊社が承認した場合（当該情報に関して権利を持つ
第三者がいる場合には、弊社を通じ当該第三者の承認を取得する
ことを含みます）を除き当サービスを通じて入手したいかなる情
報をも複製、変更、転送、販売、出版、譲渡等をすることができ
ないものとする。
2. 会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできない
ものとする。
 
第１４条 ( 営業活動の禁止 )
1. 会員は、弊社が承認した場合を除き、当サービスを使用して
の営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利
用をすることはできないものとする。
2. 会員は、不特定多数或は弊社の承諾のない者または企業に対
して、電子メールを送りそれを読むこと或はアンケートに答える
こと等を強要する行為は、送信者に営利の目的があると否とを問
わず、これを営業行為とみなし禁止する。
 
第１５条（その他の禁止事項）
前ニ条の他、会員は当サービス上で以下の行為をできないものと
する。
 (1) 公序良俗に反する行為
 (2) 犯罪的行為に結びつく行為
 (3) 著作権を侵害する行為
 (4) 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
 (5) 他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
 (6) その他、法律に反する行為
 (7) 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
 (8) 当サービスの運営を妨げ、或は弊社の信頼を毀損するような
行為
 (9) 会員は退会後も第１３条、第１４条、本条を厳守するものと
する。
 
第４章　利用料
第１６条（当サービスの利用料）
当サービスの利用料、算定方法、請求方法等は、弊社が定めると
おりとする。また、消費税などの税率は日本国政府が定める率に
従うものとする。
 
第１７条 ( 決済手段 ) 
会員は利用料を各会員ごとに弊社が定める方法により支払を履行
するものとする。なお、支払いに関する手数料等は各会員の負担
とする。
 
第１８条（決済）
弊社は毎年契約月１日をもって当サービスの利用について発生す
る利用料を集計するものとする。
 
第１９条（延滞利息）
会員が利用料を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は
支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、利息制限法の
範囲内で弊社が定める利率で計算される金額を延滞利息として、
利用料その他の債務と一括して弊社が指定した日までに指定する
方法で支払うものとする。

第５章　更新
第２０条（会員の当サービス利用の更新）
1. 会員は、当サービスの利用契約を更新する場合、契約更新開
始月前日までに弊社が請求する本サービス利用料を支払うことに
より、当サービスの契約更新が完了したものとする。なお、当サー
ビス利用契約の更新は自動更新となっており、会員が第８条にあ
る退会手続きを行わなかった場合、当サービスの利用を引き続き
更新するものとみなす。
2. 会員への「更新期日の事前案内」や「更新意思の確認」など、
当サービス利用料請求書送付以外の事前連絡は基本的に行わない
ものとする。

第６章　運営
第２１条（情報等の削除）
1. 弊社がサーバーなどにアップロードした情報は、会員に事前
に通知することなく削除する場合がある。
2. 会員が当サービスに登録した SNS などの情報及び文章等が弊
社が定める所定の期間又はシステム許容量を超えた場合、弊社は

会員に事前に通知することなく削除する場合がある。又当サービ
スの運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知すること
なく、会員が当サービスに登録した情報及び文章等を削除するこ
とがある。

第２２条（サービスの一時的な中断）
1. 弊社は以下の何れかが起こった場合には、会員に事前に通知
することなく、一時的に当サービスを中断することがある。
 (1) 当サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
 (2) 火災、停電等により当サービスの提供ができなくなった場合
 (3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により当サービスの提供が
できなくなった場合 
 (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により当サービスの提
供ができなくなった場合
 (5) その他、運用上或は技術上弊社が当サービスの一時的な中断
が必要と判断した場合
2. 弊社は、前項各号の場合以外の事由により当サービスの提供
の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は
他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものと
する。

第２３条（当サービスの提供の中止）
1. 弊社は 3 １日以上の予告期間を以って会員に通知の上、当サー
ビスの提供を中止することができるものとする。
2. 前項通知は当サービスの中止まで 30 日を表示した時点で全て
の会員が了承したものとみなすものとする。
3. 弊社は当サービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、
中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものと
します。

第２４条（除名処分等） 
1. 会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、弊社は当該会
員に事前に何等通知又は催告することなく除名処分、或は当サー
ビスの使用を一時停止することができるものとする。 
 (1) 入会時に虚偽の申告をした場合
 (2) 入力されている情報の改竄を行った場合
 (3) メールアドレス、ＩＤ、パスワード、ＩＰアドレス等を不正
に使用した場合
 (4) 当サービスの運営を妨害した場合
 (5) 当サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または
支払を拒否した場合
 (6) 本規約の何れかに違反した場合
 (7) 弊社の名誉を著しく毀損した場合
 (8) その他弊社が会員として不適当と判断した場合
2. 前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生し
ている利用料その他の債務等弊社に対して負担する債務の一切を
一括して履行するものとする。
3. 会員が本条第１項各号の何れかに該当することで弊社が損害
を被った場合、弊社は除名処分又は当該ＩＤ等の一時停止の有無
に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとする。

第７章　サービス
第２５条（電子メール）
1. 弊社及び会員は、電子メールを信書として使用するものとする。
2. 弊社が必要に応じて会員に割り当てるＩＤ及びその数は弊社
が別途定める通りとする。
3. ＩＤの登録は、入会希望者から所定の登録申込書を弊社に申
請し、登録されるものとする。会員の希望する電子メールアドレ
スに同一アドレスの希望があった場合、確認後先行登録を優先と
する。
4. ＩＤの変更は弊社が承認した場合を除き、原則的に禁止します。
 
第２６条 ( インターネット）
1. 会員は、当サービスにアクセスするときは当利用規約を遵守し、
弊社に一切の迷惑を掛けないものとする。
2. 当サービスは、インターネットにおいてはあくまでも通信手
段として機能するものとする。
3. 弊社は、会員のインターネット接続に関し、会員に対しいか
なる責任を負わないものとする。
4. 会員が当サービスを経由してインターネットにアクセスした
場合であっても、当該会員と他ネットの主宰者、当該他ネットの
会員、又はその他の第三者との間に発生したトラブル等について
弊社は責任を負わないものとする。
5. 前項トラブルに起因して弊社が損害を被った場合、弊社は会
員に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
 
第２７条（その他のサービス）
会員が本章に規定のないその他のサービスを利用する場合には、
弊社で審議を行い可・不可の決定を行うものとする。これに基づ
き会員は弊社と利用の交渉を行うものとする。
 
第８章　罰則
第２８条（会員の不正利用）
会員は当利用規約に反する行為を行い弊社に損害を与えた場合、
弊社が定める不正利用料を直ちに支払うものとする。不正利用料
は 1 件の確認につき当サービス年間利用料に 1,000 パーセント
を乗じた額を弊社の定める方法で弊社に支払うものとする。また、
会員の不正利用に関して、弊社ホームページにて公表する場合が
ある。

第２９条（会員以外の不正利用）
弊社が承認する会員以外の者が無断で当サービスを利用した場
合、或いは当サービスを利用して得られた情報や印刷物等を使用
し当規約に反する行為があった場合、当該利用者は弊社が定める
不正利用料を直ちに支払うものとする。不正利用料は 1 件の確
認につき当サービス年間利用料と同等額を弊社の定める方法で弊
社に支払うものとする。

（以下余白）


