
キャッシュ・フローの継続的拡大に向けて

自販機ビジネスモデルの革新にチャレンジ
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●自販機ビジネスモデルの革新
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2016年2014年

省エネ機能付きの
冷却機材を新たに搭載

「フロンティアベンダー」の展開による
環境負荷低減とコスト削減を両立

お客様と自販機の
新たな関わり方を創造

2018年度フリーキャッシュ・フロー

2014年度比  　　 億円以上改善

ダダ
ス

IoT機能を搭載した
「Smile STAND」機
の計画的展開

60

2018年度鉄資源の消費量

・自販機部材の50%以上を
  メンテナンスして再利用

トップ
ライン
成長

廃棄台数削減

リサイクル
・鉄、銅など

適切に廃棄処分
・フロンなど

・新品自販機の投入台数を
維持しつつ、１台当たりの
調達コストを低減

2014年度比 約 　　 %削減25

自販機は、自販機の心臓とも言える冷温機能を司るコンプ
レッサーと、商品を格納・搬出するラックや扉などの金属パー
ツの大きく２つに分けることができます。従来は、消耗が速い
コンプレッサーの寿命に合わせて全てのパーツを分別し、廃
棄していましたが、現在では、再利用できるラックや扉などは
メンテナンスを行った後、新品コンプレッサーや高性能断熱
材が搭載された省エネユニットと組み合わせて、新品同様の
省エネ機能をもった自販機「フロンティアベンダー」として甦ら

せています。この取り組みにより、自販機の使用年数は従来
に比べて約1.5倍に延びることが見込まれ、資源の有効活用
による環境負荷低減とコスト削減の両立を図っています。

環境負荷低減とコスト削減を両立した
「フロンティアベンダー」の展開

私たちはこれまで共存共栄の精神のもと、様々な分野に
おいてお取引先と連携を図ることで、成長を加速させてきま
した。現在もパートナーであるお取引先と共に発展するため、
日々のコミュニケーションに加えて事業戦略説明会などを
開催することで、お取引先の皆様と当社のビジョンや事業戦
略を共有し、相互信頼に基づく、よりよいパートナーシップの
構築に取り組んでいます。
 また、変化の激しい時代において新たな価値を創造する
ためには、自社で培ってきた知見やノウハウとグループ外の
知見や技術を融合させるオープンイノベーションに積極的に
取り組んでいく必要があると考えています。情報発信サービ

新たな価値創造に向けた
幅広いパートナーとの協業

自販機の投入台数は維持しつつ、自販機にかかる固定費を
削減するため、環境負荷低減とコスト削減を両立した「フロン
ティアベンダー」の展開や、購入機種の集約などによる調達コス
トの低減に取り組んでいます。2017年度の国内飲料事業の設
備投資額は約65億円となり、本施策開始前の2014年度の５
分の３程度まで抑制され、今後も同水準で推移する見込みで
す。それに伴い、自販機にかかる減価償却費は加速度的に低減
され、2020年度には2014年度比で約50億円の低減を見込ん
でいます。

自販機ビジネスは、今後さらに進展する少子高齢化の影響
により大きな成長が見込みにくい中、業界各社が不採算先を撤
去する一方で、優良ロケーションの獲得に向けた条件競争が加
速しているほか、ドラッグストア業界の競争激化を背景とした
価格戦略なども相俟って経営環境は厳しさを増しており、自販
機１台当たりの売上低下が大きな課題となっています。また、社
会全体に目を向けると、従来の大量生産・大量消費型の経済
が見直され、循環型エコノミーやシェアリングエコノミーなど
資源を最大限に活用する動きが活発化しているほか、消費形
態はモノからコトへ移行しつつあるなど、経済活動は大きく変
化しています。

コア事業としてグループのさらなる成長の原資を生み出すべ
く、自販機ビジネスモデルの変革を図り、キャッシュ・フロー
の継続的拡大にチャレンジします。自販機チャネルは限界利益
率が高い反面、固定費も高いという収益構造であるため、固定
費を低減し、売上を伸ばすことができれば、利益率の飛躍的な
改善に繋がります。そこで、自販機にかかる固定費構造の抜本
的改革に取り組み、削減できた費用を「攻めのIoT投資」に投じ
て新たな価値を生み出すことで、自販機１台当たりの収益性向
上を図ります。

自販機を新たな価値創造のプラットフォームとすべく、自販
機へのIoT機能搭載を計画的に進めるとともに、「毎日、明日が
楽しみになる。」をコンセプトとしたサービス「Smile STAND」
を展開しています。また、将来の可能性をさらに広げるべく、
2017年９月より、自販機を利用したお客様へ近隣の情報を配
信するサービス「Smile Town Portal」を開始し、自販機を通じ
たプラットフォームビジネスの実現に向けた基盤づくりに取り
組んでいます。

自販機再生のイメージ

中古自販機のパーツ 新しい省エネユニット フロンティアベンダー

メンテナンスした
ラックや扉など

新品コンプレッサー
などを搭載した
省エネユニット

新品同様の
省エネ機能をもった
自販機として再生

ス「Smile Town Portal」は、このような考えのもと、ヘルシ
ンキのデジタルプロダクトのデザインスタジオ「Reaktor」と
の共同開発で生まれました。今後も、自販機ビジネスを持続
的に成長可能なものとするため、オープンイノベーションを通
じて広い視野から自社のビジネスを俯瞰して捉え、変革を起
こすべくチャレンジし続けます。

Reaktorとの打ち合わせ風景

持続的成長への課題 対策

「攻めのIoT投資」による
自販機を通じた新たな価値の創造

「Smile STAND」対応機は非対応機に比べて自販機１台当た
りの売上高が高い傾向にあるなど、一定の効果が現れ始めて
います。今後は、アプリユーザーの購買データを商品開発や自
販機の商品ラインアップ選定に活用することで、多様化するお
客様のニーズを満たし、さらなる売上向上を図ります。
将来的には、全国15万台の自販機をIoT化し、様々な企業がサー

ビスを提供できるオープンプラットフォームへと革新を図ることで、
「お客様と自販機の新たな関わり方」を創造していきます。成熟化と
言われて久しい自販機市場において、既存の枠組みを越えて自販機
ビジネスモデルを革新し、社会インフラとして新たな価値を創造し
ていくことにより、キャッシュ・フローの継続的拡大を図ります。

●国内飲料事業における設備投資と減価償却費の推移
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自販機にかかる固定費構造の抜本的改革
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自販機は、自販機の心臓とも言える冷温機能を司るコンプ
レッサーと、商品を格納・搬出するラックや扉などの金属パー
ツの大きく２つに分けることができます。従来は、消耗が速い
コンプレッサーの寿命に合わせて全てのパーツを分別し、廃
棄していましたが、現在では、再利用できるラックや扉などは
メンテナンスを行った後、新品コンプレッサーや高性能断熱
材が搭載された省エネユニットと組み合わせて、新品同様の
省エネ機能をもった自販機「フロンティアベンダー」として甦ら

せています。この取り組みにより、自販機の使用年数は従来
に比べて約1.5倍に延びることが見込まれ、資源の有効活用
による環境負荷低減とコスト削減の両立を図っています。

環境負荷低減とコスト削減を両立した
「フロンティアベンダー」の展開

私たちはこれまで共存共栄の精神のもと、様々な分野に
おいてお取引先と連携を図ることで、成長を加速させてきま
した。現在もパートナーであるお取引先と共に発展するため、
日々のコミュニケーションに加えて事業戦略説明会などを
開催することで、お取引先の皆様と当社のビジョンや事業戦
略を共有し、相互信頼に基づく、よりよいパートナーシップの
構築に取り組んでいます。
 また、変化の激しい時代において新たな価値を創造する
ためには、自社で培ってきた知見やノウハウとグループ外の
知見や技術を融合させるオープンイノベーションに積極的に
取り組んでいく必要があると考えています。情報発信サービ

新たな価値創造に向けた
幅広いパートナーとの協業

自販機の投入台数は維持しつつ、自販機にかかる固定費を
削減するため、環境負荷低減とコスト削減を両立した「フロン
ティアベンダー」の展開や、購入機種の集約などによる調達コス
トの低減に取り組んでいます。2017年度の国内飲料事業の設
備投資額は約65億円となり、本施策開始前の2014年度の５
分の３程度まで抑制され、今後も同水準で推移する見込みで
す。それに伴い、自販機にかかる減価償却費は加速度的に低減
され、2020年度には2014年度比で約50億円の低減を見込ん
でいます。

自販機ビジネスは、今後さらに進展する少子高齢化の影響
により大きな成長が見込みにくい中、業界各社が不採算先を撤
去する一方で、優良ロケーションの獲得に向けた条件競争が加
速しているほか、ドラッグストア業界の競争激化を背景とした
価格戦略なども相俟って経営環境は厳しさを増しており、自販
機１台当たりの売上低下が大きな課題となっています。また、社
会全体に目を向けると、従来の大量生産・大量消費型の経済
が見直され、循環型エコノミーやシェアリングエコノミーなど
資源を最大限に活用する動きが活発化しているほか、消費形
態はモノからコトへ移行しつつあるなど、経済活動は大きく変
化しています。

コア事業としてグループのさらなる成長の原資を生み出すべ
く、自販機ビジネスモデルの変革を図り、キャッシュ・フロー
の継続的拡大にチャレンジします。自販機チャネルは限界利益
率が高い反面、固定費も高いという収益構造であるため、固定
費を低減し、売上を伸ばすことができれば、利益率の飛躍的な
改善に繋がります。そこで、自販機にかかる固定費構造の抜本
的改革に取り組み、削減できた費用を「攻めのIoT投資」に投じ
て新たな価値を生み出すことで、自販機１台当たりの収益性向
上を図ります。

自販機を新たな価値創造のプラットフォームとすべく、自販
機へのIoT機能搭載を計画的に進めるとともに、「毎日、明日が
楽しみになる。」をコンセプトとしたサービス「Smile STAND」
を展開しています。また、将来の可能性をさらに広げるべく、
2017年９月より、自販機を利用したお客様へ近隣の情報を配
信するサービス「Smile Town Portal」を開始し、自販機を通じ
たプラットフォームビジネスの実現に向けた基盤づくりに取り
組んでいます。

自販機再生のイメージ

中古自販機のパーツ 新しい省エネユニット フロンティアベンダー

メンテナンスした
ラックや扉など

新品コンプレッサー
などを搭載した
省エネユニット

新品同様の
省エネ機能をもった
自販機として再生

ス「Smile Town Portal」は、このような考えのもと、ヘルシ
ンキのデジタルプロダクトのデザインスタジオ「Reaktor」と
の共同開発で生まれました。今後も、自販機ビジネスを持続
的に成長可能なものとするため、オープンイノベーションを通
じて広い視野から自社のビジネスを俯瞰して捉え、変革を起
こすべくチャレンジし続けます。

Reaktorとの打ち合わせ風景

持続的成長への課題 対策

「攻めのIoT投資」による
自販機を通じた新たな価値の創造

「Smile STAND」対応機は非対応機に比べて自販機１台当た
りの売上高が高い傾向にあるなど、一定の効果が現れ始めて
います。今後は、アプリユーザーの購買データを商品開発や自
販機の商品ラインアップ選定に活用することで、多様化するお
客様のニーズを満たし、さらなる売上向上を図ります。
将来的には、全国15万台の自販機をIoT化し、様々な企業がサー

ビスを提供できるオープンプラットフォームへと革新を図ることで、
「お客様と自販機の新たな関わり方」を創造していきます。成熟化と
言われて久しい自販機市場において、既存の枠組みを越えて自販機
ビジネスモデルを革新し、社会インフラとして新たな価値を創造し
ていくことにより、キャッシュ・フローの継続的拡大を図ります。

●国内飲料事業における設備投資と減価償却費の推移
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受託企業としての

圧倒的なポジションの確立にチャレンジ

特 集

医薬品関連事業

既存事業成長へのChallenge

２

大同薬品工業は受託専業企業として安定した供給と設備更
新の両立を図るとともに、競争力を強化し、さらなる受注の拡
大を図るため、2020年初頭の稼働をめざして群馬県館林市に
新工場を建設することとしました。ドリンク剤の消費の中心地
である首都圏に近い拠点からの供給が可能になることで物流

費を低減するとともに、製造工程の省人化による生産性向上に
よってコスト競争力を強化します。さらに、BCP対策の一環とし
て生産のリスク分散としての役割も担うことで、価格以外の面
においても競争力を高めることができます。これまで培ってき
た製造ノウハウや高い製造品質の強みと新工場稼働による供
給力の強化により、さらなる信頼の獲得と成長をめざします。

●工場の概要

名称

建設場所

敷地面積

竣工

年間生産能力

新工場への投資額

第１工場

奈良県葛城市

1991年

第２工場

奈良県葛城市

1999年

関東工場

群馬県館林市

約27,000m2

2019年末（予定）

約１億5千万本

約60億円

生産ライン
３ライン
（20ml・30ml・50ml・75ml・
100ml・120ml）

１ライン
（80ml・100ml・150ml・260ml）

１ライン
（100ml：予定）

約３億５千万本

約33,000m2

ー ー

近年のドリンク剤市場は、栄養ドリンクのコアユーザー層の
高齢化や美容系ドリンクのコアユーザーである女性層のニーズ
の多様化などの影響を受け、市場全体は依然として縮小傾向
にありますが、インバウンド需要を契機として海外向けの美容
系ドリンクの受注が拡大するなど、明るい兆しも見え始めてい
ます。一方、現在稼働している大同薬品工業の奈良の２工場は
設備更新のタイミングを目前に控えながらも、好調な受注を背
景に年間を通じて稼働率が高く、設備更新のために製造を停
止することが難しい状況にあります。

当社は、医薬品メーカーや健康食品メーカー、化粧品メー
カーなど幅広い業種のブランドオーナーのパートナーとして、
高い品質レベルを維持するとともに、企画・開発段階から製品
づくりに携わっています。
近年はさらなる受注拡大に向けて、それぞれのブランドオー
ナーが抱える課題やニーズを的確に捉え、その解決に向けて、

ドリンク剤市場は今後は大きな成長が見込みづらく、製造ラ
インなどの修理や、新たな設備投資に積極的な姿勢を示すブラ
ンドメーカーは少ない状況にあります。しかしながら、引き続き
消費者からの一定の需要は見込まれることから、今後も新製品
の開発は継続され、受託企業への製造委託機会は拡大すると
考えています。私たちはこの機会をチャンスと捉え、再成長に向
けて、組織的提案営業の強化、新工場の稼働による供給体制と
競争力の強化に取り組みます。これらの取り組みを通じて、受
託企業としての圧倒的なポジションの確立にチャレンジします。

製造品質の礎となるのは、すべてのドリンク剤で使用する
「水」の安全・安心の確保です。大同薬品工業では、１日当た
り約800tの水を使用しています。原材料として使用する水
は、敷地内で汲み上げた良質な地下水を複数の処理を経て
精製水に仕上げていますが、その工程においては、独自の検
査表をもとに品質検査を１日３回実施し、原材料の安全性の
確保に努めています。
また、原材料としての使用以外にビンの洗浄や殺菌にも水

を使用しますが、一部の製品において仕様の見直しを行い、

水の安全性確保と適正利用

品目ごとに製造販売承認を得る必要がある医薬品・医薬部
外品ドリンクの受注拡大に向けては、試作品の製作力とともに
申請ノウハウの強化と迅速化が課題となります。そこで、試験
室・試作室の人員や機材のさらなる拡充に取り組み、従来の2
倍以上の申請点数に対応できる体制整備を進めています。

申請ノウハウの強化と迅速化に向けた体制の整備

対策

第１工場

第2工場

当社が長年培ってきた開発力や製造技術を組み合わせながら
各社の期待を超える企画をご提案し、採用確度の向上を図って
います。今後は、医薬品・医薬部外品を製造できる設備や、液
剤の開発・製造ノウハウといった強みを生かし、社会のニーズ
に対応した新たなカテゴリ―でのご提案を行うことで、受託製
品のカテゴリーを広げ、持続的な成長の実現をめざします。

改善前

改善後

ドリンク剤の製造工場は良質な水の確保を行うために自
然環境に恵まれた郊外に立地していますが、少子高齢化な
どの影響を受け、人財の確保が課題となっています。これま
で充填・検査工程などでは自動化を推進してきましたが、梱
包工程ではシュリンク包装製品など一部の製品において10
名以上の人員を必要とする手作業が発生していました。そこ
で、2016年に梱包工程での手作業を完全自動化し、生産性
の向上を図ると同時に、従業員の作業負荷軽減を実現しま
した。

製造工程の省人化

総作業時間
人員
作業時間

新工場の稼働による供給体制と競争力の強化　

組織的提案営業の強化

144時間／回 
12名
12時間

………………
………………………
…………………

改善前 改善後

３時間／回
１名
３時間

→
→
→

大同薬品工業の歴史の詳細は P 9

DyDoは人と共に。

DyDoは社会と共に。
水を使用しない殺菌方法を採用することで、水の使用量を年
間約14,000t削減しました。そして、工場から出る排水はpH
処理や、温度調整などを適切に行い、下水として放出してい
ます。

持続的成長への課題

ocialS

nvironmentE
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受託企業としての

圧倒的なポジションの確立にチャレンジ

特 集

医薬品関連事業

既存事業成長へのChallenge

２

大同薬品工業は受託専業企業として安定した供給と設備更
新の両立を図るとともに、競争力を強化し、さらなる受注の拡
大を図るため、2020年初頭の稼働をめざして群馬県館林市に
新工場を建設することとしました。ドリンク剤の消費の中心地
である首都圏に近い拠点からの供給が可能になることで物流

費を低減するとともに、製造工程の省人化による生産性向上に
よってコスト競争力を強化します。さらに、BCP対策の一環とし
て生産のリスク分散としての役割も担うことで、価格以外の面
においても競争力を高めることができます。これまで培ってき
た製造ノウハウや高い製造品質の強みと新工場稼働による供
給力の強化により、さらなる信頼の獲得と成長をめざします。

●工場の概要

名称

建設場所

敷地面積

竣工

年間生産能力

新工場への投資額

第１工場

奈良県葛城市

1991年

第２工場

奈良県葛城市

1999年

関東工場

群馬県館林市

約27,000m2

2019年末（予定）

約１億5千万本

約60億円

生産ライン
３ライン
（20ml・30ml・50ml・75ml・
100ml・120ml）

１ライン
（80ml・100ml・150ml・260ml）

１ライン
（100ml：予定）

約３億５千万本

約33,000m2

ー ー

近年のドリンク剤市場は、栄養ドリンクのコアユーザー層の
高齢化や美容系ドリンクのコアユーザーである女性層のニーズ
の多様化などの影響を受け、市場全体は依然として縮小傾向
にありますが、インバウンド需要を契機として海外向けの美容
系ドリンクの受注が拡大するなど、明るい兆しも見え始めてい
ます。一方、現在稼働している大同薬品工業の奈良の２工場は
設備更新のタイミングを目前に控えながらも、好調な受注を背
景に年間を通じて稼働率が高く、設備更新のために製造を停
止することが難しい状況にあります。

当社は、医薬品メーカーや健康食品メーカー、化粧品メー
カーなど幅広い業種のブランドオーナーのパートナーとして、
高い品質レベルを維持するとともに、企画・開発段階から製品
づくりに携わっています。
近年はさらなる受注拡大に向けて、それぞれのブランドオー
ナーが抱える課題やニーズを的確に捉え、その解決に向けて、

ドリンク剤市場は今後は大きな成長が見込みづらく、製造ラ
インなどの修理や、新たな設備投資に積極的な姿勢を示すブラ
ンドメーカーは少ない状況にあります。しかしながら、引き続き
消費者からの一定の需要は見込まれることから、今後も新製品
の開発は継続され、受託企業への製造委託機会は拡大すると
考えています。私たちはこの機会をチャンスと捉え、再成長に向
けて、組織的提案営業の強化、新工場の稼働による供給体制と
競争力の強化に取り組みます。これらの取り組みを通じて、受
託企業としての圧倒的なポジションの確立にチャレンジします。

製造品質の礎となるのは、すべてのドリンク剤で使用する
「水」の安全・安心の確保です。大同薬品工業では、１日当た
り約800tの水を使用しています。原材料として使用する水
は、敷地内で汲み上げた良質な地下水を複数の処理を経て
精製水に仕上げていますが、その工程においては、独自の検
査表をもとに品質検査を１日３回実施し、原材料の安全性の
確保に努めています。
また、原材料としての使用以外にビンの洗浄や殺菌にも水

を使用しますが、一部の製品において仕様の見直しを行い、

水の安全性確保と適正利用

品目ごとに製造販売承認を得る必要がある医薬品・医薬部
外品ドリンクの受注拡大に向けては、試作品の製作力とともに
申請ノウハウの強化と迅速化が課題となります。そこで、試験
室・試作室の人員や機材のさらなる拡充に取り組み、従来の2
倍以上の申請点数に対応できる体制整備を進めています。

申請ノウハウの強化と迅速化に向けた体制の整備

対策

第１工場

第2工場

当社が長年培ってきた開発力や製造技術を組み合わせながら
各社の期待を超える企画をご提案し、採用確度の向上を図って
います。今後は、医薬品・医薬部外品を製造できる設備や、液
剤の開発・製造ノウハウといった強みを生かし、社会のニーズ
に対応した新たなカテゴリ―でのご提案を行うことで、受託製
品のカテゴリーを広げ、持続的な成長の実現をめざします。

改善前

改善後

ドリンク剤の製造工場は良質な水の確保を行うために自
然環境に恵まれた郊外に立地していますが、少子高齢化な
どの影響を受け、人財の確保が課題となっています。これま
で充填・検査工程などでは自動化を推進してきましたが、梱
包工程ではシュリンク包装製品など一部の製品において10
名以上の人員を必要とする手作業が発生していました。そこ
で、2016年に梱包工程での手作業を完全自動化し、生産性
の向上を図ると同時に、従業員の作業負荷軽減を実現しま
した。

製造工程の省人化

総作業時間
人員
作業時間

新工場の稼働による供給体制と競争力の強化　

組織的提案営業の強化

144時間／回 
12名
12時間

………………
………………………
…………………

改善前 改善後

３時間／回
１名
３時間

→
→
→

大同薬品工業の歴史の詳細は P 9

DyDoは人と共に。

DyDoは社会と共に。
水を使用しない殺菌方法を採用することで、水の使用量を年
間約14,000t削減しました。そして、工場から出る排水はpH
処理や、温度調整などを適切に行い、下水として放出してい
ます。

持続的成長への課題

ocialS

nvironmentE
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お客様ニーズの多様化に対応し、

「オンリーDyDo」のおいしさと健康のお届けにチャレンジ

特 集

国内飲料事業

商品力強化へのChallenge

3

「ダイドーブレンド」は、世界各国からコーヒー豆を厳選調
達し、ブレンドすることで、お客様の求める味わいを追求し
ています。原材料の調達にあたってはお客様に安全・安心を
お届けするために、商品の企画段階から原材料に目を向け、
法令や残留農薬、アレルギー物質など安全・安心に関わる
情報を確認しています。そうした基準を満たした原材料を信
頼できるサプライヤーから調達するとともに、主要な輸入原
材料については担当者が産地や加工工場を定期的に訪問

近年、人口動態やライフスタイルの急速な変化とともに、お
客様の価値観や消費行動はさらに多様化し、「おいしさ」や「健
康」に対するニーズも多様化しています。コーヒー市場ではコン
ビニエンスストアのカウンターコーヒーやカフェチェーンの台頭
によってコーヒーの飲用機会が拡大し、お客様の味覚や缶コー
ヒーに対するニーズに変化をもたらしています。このような価
値観の多様化に対応し、お客様の共感を得る商品をお届けし
ていくことが課題となっています。

当社は、1975年の「ダイドーブレンドコーヒー」の発売以来、コー
ヒー飲料には香料を一切使用せず、厳選した高い品質の豆をブレ
ンドすることで、お客様の求めるコーヒー本来の味わいをお届けし
てきました。今後も「おいしさ」の根幹をなす品質の維持・向上に努
め、「ダイドーブレンド」ブランドのさらなる強化に取り組みます。
また、販売チャネルの特性に応じた商品ラインアップの最適化に

取り組むとともに、多様な人材を活用し、健康トレンドに対応した
商品や差別性の高い商品の開発により、高い品質にいつもサプラ
イズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届
けしていきます。

自販機での売上比率が高いダイドードリンコでは、これまで
自販機チャネルで販売する商品を他のチャネルでも展開してお
り、全チャネルの取り扱い商品は共通化していました。しかし、

自販機チャネルにおいては、設置場所によって利用されるお
客様の年齢や性別などが異なるため、それぞれの自販機で好
まれる商品も異なります。そこで、ダイドードリンコは、販売
データをもとに自販機をグループ分けし、それぞれの特性に応
じた商品を陳列することで、多様なお客様のニーズに合った品
揃えを実現しています。また、自販機における商品ラインアップ
の強化策の一環として、従来より展開しているキリンビバレッジ
（株）の「キリン 午後の紅茶」ブランド２品に加え、2018年３月
よりアサヒ飲料（株）の「三ツ矢サイダー」「カルピスウォーター」
の販売を開始しています。アサヒ飲料（株）のトップブランドを
自販機にセットすることで、当社自販機の売上増をめざします。

流通チャネルへの営業活動の強化によって小売店とのコミュ
ニケーションは深化しており、多様なお客様ニーズを捉える確
度が高まっています。そうした情報をもとに、近年の健康志向
の高まりに対しては、（株）ファンケルと共同開発した機能性表
示食品「大人のカロリミット®」茶シリーズの拡販に取り組むと
ともに、「ダイドーブレンド」「miu」ブランドからも新たに機能性
表示食品を投入します。また、“炭酸ゼリーとナタデココを
振って飲む”新感覚炭酸飲料「ぷるっシュ！！ ゼリー×スパー
クリング」ブランドを新たに展開するなど、イノベーティブな商
品開発に取り組み、付加価値の高い商品の提案ができる体制
とすることで、伸長余地のある流通チャネルにおける拡販を
図っています。

し、農産物の栽培状況や製造工程、工場の衛生管理などを
自らの目で確認し、原材料の安全性確保に努めています。
また、コーヒー豆は作柄の影響を受けるほか、国際市況商

品でもあることから、
信頼できるサプライ
ヤーと連携し、調達
の安定化を図ってい
ます。

対策

販売チャネルの特性に応じた
商品ラインアップの最適化

ダイドードリンコはファブレス企業ならではの品質管理体制を
構築し、食の安全性確保に向けた取り組みを推進しています。製
造は外部の協力工場に委託していますが、協力工場での品質管
理・保証に加え、協力工場で製造されたすべての商品は自社の品
質管理部門でサンプル品をダブルチェックし、検査に合格した商
品のみを出荷しています。また、協力工場へは定期的に品質保証

素材のみならず、技術や人など様々なブレンドを通じて新たな
おいしさを創造し、その価値をお客様に訴求していくことで「ダイ
ドーブレンド」ブランドのさらなる強化を図っています。
商品開発においては、世界一のバリスタ※1とタッグを組み、素

材やノウハウのブレンドを通じて飲用シーンに合った味わいをお届
けする「世界一のバリスタ※1監修」シリーズをリニューアルしたほ
か、2018年春に、若年層を中心とするビジネスパーソンをメイン
ターゲットに「グッドワークブレンド」シリーズを発売しました。
また、お客様から選ばれるブランドであり続けるためには、商品

価値そのものを高めることに加えて、お客様とのエンゲージメント
を高めることが重要です。当社では、2012年よりすべての缶コー

「ダイドーブレンド」ブランドのさらなる強化 ヒーを「ダイドーブレンド」ブランドに一本化し、現在は、“「おいし
い！」は、ブレンドで進化する”というキャンペーンコピーのもと、
ブレンドだからこそ生み出せる価値や魅力を様々な媒体を通じて
継続して訴求してきました。その結果、「ダイドーブレンド」ブランド
の購入意向は2014年に比べて約1.3倍※2にまで上昇しています。
※１ ワールドバリスタチャンピオンシップ 第14代チャンピオン ピート・リカータ氏
※２ ダイドードリンコ調べ

※ワールドバリスタチャンピオンシップ 第14代チャンピオン ピート・リカータ氏
　（監修の範囲に、機能性表示食品の届出表示は含まれていません）
■本品は、国の許可を受けたものではありません。
■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

近年は人口動態やライフスタイルの急速な変化に伴い、お客様
の価値観や消費行動は多様化しています。こうした状況を受
け、多様な人財を活用した商品開発体制によりお客様ニーズを
捉えることで、販売チャネルや自販機設置場所の特性に応じた
商品ラインアップの最適化を図っています。

● 品質保証監査の結果報告
● １年間の主なトラブル事例とその原因と対策の紹介
● 協力工場の担当者による品質向上に向けた取り組み事例の紹介

品質保証会議でのテーマ

■ 自販機チャネル ■ 流通チャネル

飲用シーンに合わせた味わいを
最適な容器・容量でお届けする
「世界一のバリスタ※1監修」シリーズ

若年層を中心とする
ビジネスパーソンを応援する
「グッドワークブレンド」シリーズ

お客様に安全安心な商品をお届けするための取り組み

安全・安心な原材料の調達

●それぞれの自販機の購買層に合わせ、
　多様な商品からきめ細かに選定

パターンA

パターンB

パターンC

miu 炭酸水プラスダイドーブレンド
スマートブレンドブラック 
世界一のバリスタ※監修

「大人のカロリミット®」茶
シリーズ

持続的成長への課題

DyDoはお客様と共に。

DyDoはお客様と共に。 ocialS

ocialS

監査を実施するとともに、すべての協力工場を対象とした品質保
証会議を開催し、ノウハウの共有を通じた品質のさらなる向上
と、建設的な対話による信頼関係の強化に取り組んでいます。

コーヒー豆の選別の様子
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お客様ニーズの多様化に対応し、

「オンリーDyDo」のおいしさと健康のお届けにチャレンジ

特 集

国内飲料事業

商品力強化へのChallenge

3

「ダイドーブレンド」は、世界各国からコーヒー豆を厳選調
達し、ブレンドすることで、お客様の求める味わいを追求し
ています。原材料の調達にあたってはお客様に安全・安心を
お届けするために、商品の企画段階から原材料に目を向け、
法令や残留農薬、アレルギー物質など安全・安心に関わる
情報を確認しています。そうした基準を満たした原材料を信
頼できるサプライヤーから調達するとともに、主要な輸入原
材料については担当者が産地や加工工場を定期的に訪問

近年、人口動態やライフスタイルの急速な変化とともに、お
客様の価値観や消費行動はさらに多様化し、「おいしさ」や「健
康」に対するニーズも多様化しています。コーヒー市場ではコン
ビニエンスストアのカウンターコーヒーやカフェチェーンの台頭
によってコーヒーの飲用機会が拡大し、お客様の味覚や缶コー
ヒーに対するニーズに変化をもたらしています。このような価
値観の多様化に対応し、お客様の共感を得る商品をお届けし
ていくことが課題となっています。

当社は、1975年の「ダイドーブレンドコーヒー」の発売以来、コー
ヒー飲料には香料を一切使用せず、厳選した高い品質の豆をブレ
ンドすることで、お客様の求めるコーヒー本来の味わいをお届けし
てきました。今後も「おいしさ」の根幹をなす品質の維持・向上に努
め、「ダイドーブレンド」ブランドのさらなる強化に取り組みます。
また、販売チャネルの特性に応じた商品ラインアップの最適化に

取り組むとともに、多様な人材を活用し、健康トレンドに対応した
商品や差別性の高い商品の開発により、高い品質にいつもサプラ
イズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届
けしていきます。

自販機での売上比率が高いダイドードリンコでは、これまで
自販機チャネルで販売する商品を他のチャネルでも展開してお
り、全チャネルの取り扱い商品は共通化していました。しかし、

自販機チャネルにおいては、設置場所によって利用されるお
客様の年齢や性別などが異なるため、それぞれの自販機で好
まれる商品も異なります。そこで、ダイドードリンコは、販売
データをもとに自販機をグループ分けし、それぞれの特性に応
じた商品を陳列することで、多様なお客様のニーズに合った品
揃えを実現しています。また、自販機における商品ラインアップ
の強化策の一環として、従来より展開しているキリンビバレッジ
（株）の「キリン 午後の紅茶」ブランド２品に加え、2018年３月
よりアサヒ飲料（株）の「三ツ矢サイダー」「カルピスウォーター」
の販売を開始しています。アサヒ飲料（株）のトップブランドを
自販機にセットすることで、当社自販機の売上増をめざします。

流通チャネルへの営業活動の強化によって小売店とのコミュ
ニケーションは深化しており、多様なお客様ニーズを捉える確
度が高まっています。そうした情報をもとに、近年の健康志向
の高まりに対しては、（株）ファンケルと共同開発した機能性表
示食品「大人のカロリミット®」茶シリーズの拡販に取り組むと
ともに、「ダイドーブレンド」「miu」ブランドからも新たに機能性
表示食品を投入します。また、“炭酸ゼリーとナタデココを
振って飲む”新感覚炭酸飲料「ぷるっシュ！！ ゼリー×スパー
クリング」ブランドを新たに展開するなど、イノベーティブな商
品開発に取り組み、付加価値の高い商品の提案ができる体制
とすることで、伸長余地のある流通チャネルにおける拡販を
図っています。

し、農産物の栽培状況や製造工程、工場の衛生管理などを
自らの目で確認し、原材料の安全性確保に努めています。
また、コーヒー豆は作柄の影響を受けるほか、国際市況商
品でもあることから、
信頼できるサプライ
ヤーと連携し、調達
の安定化を図ってい
ます。

対策

販売チャネルの特性に応じた
商品ラインアップの最適化

ダイドードリンコはファブレス企業ならではの品質管理体制を
構築し、食の安全性確保に向けた取り組みを推進しています。製
造は外部の協力工場に委託していますが、協力工場での品質管
理・保証に加え、協力工場で製造されたすべての商品は自社の品
質管理部門でサンプル品をダブルチェックし、検査に合格した商
品のみを出荷しています。また、協力工場へは定期的に品質保証

素材のみならず、技術や人など様々なブレンドを通じて新たな
おいしさを創造し、その価値をお客様に訴求していくことで「ダイ
ドーブレンド」ブランドのさらなる強化を図っています。
商品開発においては、世界一のバリスタ※1とタッグを組み、素

材やノウハウのブレンドを通じて飲用シーンに合った味わいをお届
けする「世界一のバリスタ※1監修」シリーズをリニューアルしたほ
か、2018年春に、若年層を中心とするビジネスパーソンをメイン
ターゲットに「グッドワークブレンド」シリーズを発売しました。
また、お客様から選ばれるブランドであり続けるためには、商品

価値そのものを高めることに加えて、お客様とのエンゲージメント
を高めることが重要です。当社では、2012年よりすべての缶コー

「ダイドーブレンド」ブランドのさらなる強化 ヒーを「ダイドーブレンド」ブランドに一本化し、現在は、“「おいし
い！」は、ブレンドで進化する”というキャンペーンコピーのもと、
ブレンドだからこそ生み出せる価値や魅力を様々な媒体を通じて
継続して訴求してきました。その結果、「ダイドーブレンド」ブランド
の購入意向は2014年に比べて約1.3倍※2にまで上昇しています。
※１ ワールドバリスタチャンピオンシップ 第14代チャンピオン ピート・リカータ氏
※２ ダイドードリンコ調べ

※ワールドバリスタチャンピオンシップ 第14代チャンピオン ピート・リカータ氏
　（監修の範囲に、機能性表示食品の届出表示は含まれていません）
■本品は、国の許可を受けたものではありません。
■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

近年は人口動態やライフスタイルの急速な変化に伴い、お客様
の価値観や消費行動は多様化しています。こうした状況を受
け、多様な人財を活用した商品開発体制によりお客様ニーズを
捉えることで、販売チャネルや自販機設置場所の特性に応じた
商品ラインアップの最適化を図っています。

● 品質保証監査の結果報告
● １年間の主なトラブル事例とその原因と対策の紹介
● 協力工場の担当者による品質向上に向けた取り組み事例の紹介

品質保証会議でのテーマ

■ 自販機チャネル ■ 流通チャネル

飲用シーンに合わせた味わいを
最適な容器・容量でお届けする
「世界一のバリスタ※1監修」シリーズ

若年層を中心とする
ビジネスパーソンを応援する
「グッドワークブレンド」シリーズ

お客様に安全安心な商品をお届けするための取り組み

安全・安心な原材料の調達

●それぞれの自販機の購買層に合わせ、
　多様な商品からきめ細かに選定

パターンA

パターンB

パターンC

miu 炭酸水プラスダイドーブレンド
スマートブレンドブラック 
世界一のバリスタ※監修

「大人のカロリミット®」茶
シリーズ

持続的成長への課題

DyDoはお客様と共に。

DyDoはお客様と共に。 ocialS

ocialS

監査を実施するとともに、すべての協力工場を対象とした品質保
証会議を開催し、ノウハウの共有を通じた品質のさらなる向上
と、建設的な対話による信頼関係の強化に取り組んでいます。

コーヒー豆の選別の様子
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国内飲料事業と海外飲料事業のシナジーを発揮させ、

次代に向けて「DyDoスタンダード」の創造にチャレンジ

特 集

海外飲料事業
海外飲料事業海外展開へのChallenge

４

当社はグループとしての競争力を高めるため、グローバルでの交
流機会を設け、マーケティングや商品開発に関するノウハウを共有
しています。2017年夏には、日本、トルコ、マレーシアの各拠点で
働く従業員を対象とした合同研修「1st GLOBAL MEETING of 
DyDo GROUP HOLDINGS」をインドネシアで開催しました。そ
れぞれの国における飲料市場の動向や自社のビジネスモデル、今
後の事業戦略について共有したほか、日本DyDoが強みをもつ
「コーヒー」について学ぶため、コーヒー農園や精選工場を視察し

海外飲料事業で大きなウエイトを占めるトルコ飲料事業では、
バリューチェーンの強化によるビジネスモデルの再構築を図った
ほか、健康志向の潮流を背景にミネラルウォーター「Saka（サ
カ）」の販売が好調に推移し、トップラインの成長を牽引しまし
た。一方、リラ安進行の影響を受け、輸入原材料の価格が高騰し
ているほか、2018年１月からはミネラルウォーターと100%果汁
飲料を除く清涼飲料を対象に10%が課税される特別消費税が
導入されるなど、収益環境は厳しさを増しています。また、マレー
シア・ロシア・中国においては市場環境の大きな変化や法令・制
度の変更などの影響を受け、事業基盤の整備に時間を要してお
り、将来の発展に向けた改革が課題となっています。

トルコ飲料事業では厳しい収益環境においても事業基盤の
強化を進め、トップラインの飛躍的成長を実現すべく、重点ブ
ランドの強化と輸出ビジネスの拡大に取り組みます。また、特
別消費税導入や健康志向の高まりを背景に、ミネラルウォー
ターへの需要がさらに高まることが予測されることから、ミネ
ラルウォーターの生産能力の強化に注力します。
お客様の健康志向は、グローバルで高まりをみせており、日
本で培った製品開発ノウハウと、各地域における現地のマーケ
ティングに関する知見を融合させることでイノベーションを起
こし、加速する健康志向の高まりに対応した高い品質のライン
アップの強化・拡充を図ります。

トルコ飲料事業では、これまで国内北部に位置する製造工場
１ヶ所でSakaブランドのミネラルウォーターの製造を行ってい
ましたが、健康志向の高まりとSakaブランドの認知度の向上
などから、販売が大幅に伸長し、フル稼働に近い状態が続いて
います。そうした状況や、今後さらに高まることが予測される
需要に対応するため、2017年12月に国内南西部にミネラル
ウォーターの製造工場を所有するMerpez社（現:Mavidağ
（マーヴィダ）社）を子会社化しました。これにより、生産能力は
約２倍に強化され、継続的な成長に対応できる生産体制を整
備しました。また、地理的に補完性のあるエリアに製造工場と
水源を確保したことで、物流の効率化を図ります。

ました。参加者は、DyDoグループの一員としての意識が高まり、
交流で得られた知見を活かした商品開発への強い意欲をみせるな
ど、グループ各社が“One Team”として次代に向けた「DyDoスタ
ンダード」の創造にチャレンジする素地が形成されています。

対策

2016年にトルコの大手食品グループから新たに当社グ
ループの一員になった子会社において、これまで大切にして
きたものやこれからの成長のために必要なもの、そして、
DyDoグループの理念・ビジョンに基づいて、トルコ飲料事
業におけるミッションや共有すべき価値観を新たに定義しま
した。そして、全従業員を対象にしたイベントなどを通じてそ
の浸透を図ったことにより、チャレンジする集団へと着実に
進化しています。

トルコにおいては、今後、高い成長が見込める「Saka」や高単
価の炭酸飲料「Maltana（モルタナ）」、売上寄与の大きい
「ÇAMLICA（チャムリジャ）」に経営資源を集中させ、ブランド
の強化を図ります。「Saka」ブランドでは、利益率の高いHOD
チャネル（Home & Office Delivery）と輸出チャネルに注力す
るほか、ブランド価値の上昇に合わせ価格設定を行い、利益率
の改善を図りながら販売数量の拡大に取り組みます。
また、リラ安の進行は、トルコ国内では輸入原材料の高騰に

繋がる一方、輸出ビジネスにとっては追い風となります。そこ

重点ブランドの強化と輸出ビジネスの拡大

ミネラルウォーターの生産能力の強化

近年、健康志向の高まりは世界的な広がりをみせており、当
社グループが飲料事業を展開するトルコやマレーシアにおいて
も、炭酸飲料の販売が減少に転じるなど、市場環境が大きく変
化しています。当社はこのような変化をチャンスと捉え、加速す
る健康志向の高まりに対応する高品質な新商品の開発・拡販に
取り組んでいます。日本DyDoから現地へのスタッフ派遣やグ
ローバルでのノウハウの共有を通じて、日本において培った「お
いしさ」と「健康」に関する知見・技術・ノウハウを、海外飲料事
業子会社の持つ現地マーケ
ティングに関する知見や製造
技術などと融合させることで、
イノベーションを起こし、飛躍
的な成長を実現していきます。で、従来から展開しているヨーロッパ圏への輸出拡大に取り組

むとともに、人員体制を強化し、アラビア語圏へも輸出拡大を
図ります。アラビア語圏はイスラム教徒が多く、戒律により飲
酒が禁じられているため、モルト炭酸飲料「Maltana」への引き
合いが高く、拡販のポテンシャルは高いと考えています。

モルト炭酸飲料
「Maltana」

高い知名度を誇る
透明炭酸飲料
「ÇAMLICA」

日本DyDoの
ノウハウを活かして
マレーシア現地で
企画・開発した
「ヨービック」

合同研修の様子

加速する健康志向の高まりに対応した
高い品質のラインアップの強化・拡充

ロシアにおいては自販機展開を通じて商品の拡販を図ってい
ますが、2018年7月より義務化される自販機オンライン納税へ
の対応に伴い事業の見直しが必要な状況となっています。今後に
ついては自販機ロケーションの大幅な見直しや自販機オペレー
ションレベルのさらなる向上など、改革を実行していきます。

自販機ロケーションの大幅な見直しと
自販機オペレーションレベルのさらなる向上

高いpHというユニーク
な特徴を持つミネラル
ウォーター「Saka」

所在地

2,000千トルコリラ（日本円換算※：62百万円）

23,400千トルコリラ（日本円換算※：725百万円）

Mavidağ Gıda Pazarlama Sanayi ve 
Ticaret İthalat İhracat A.Ş.社名

ミネラルウォーターの製造販売業事業内容

資本金

総投資額（予定）

トルコ共和国Muğla Province(ムーラ県)

※株式取得時のレート １トルコリラ＝31円として換算

イベントの集合写真
従業員が着用しているTシャツの色
は、コアバリュー全6項目の中から
それぞれが業務の中で最も大切に
したいと思う項目を表しています。

コアバリュー
■ Customer First(お客様第一)
■ Challenge(チャレンジ)
■ Collaboration(コラボレーション)
■ High Quality Standard
　 (高い品質基準)
■ Uniqueness(ユニーク)
■ First Mover(他社に先駆けて取り組む)

Sakaraya県
（既存の水製造工場）

Muğla県
（新たに取得した南西部の水製造工場）

持続的成長への課題

トルコ

トルコ マレーシア

ロシア

グローバルでの交流機会を通じた一体感の醸成

DyDoは次代と共に。

トルコ飲料事業におけるミッション・価値観の定義

DyDoは人と共に。

●Mavidağ社の概要

ocialS ocialS
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国内飲料事業と海外飲料事業のシナジーを発揮させ、

次代に向けて「DyDoスタンダード」の創造にチャレンジ

特 集

海外飲料事業
海外飲料事業海外展開へのChallenge

４

当社はグループとしての競争力を高めるため、グローバルでの交
流機会を設け、マーケティングや商品開発に関するノウハウを共有
しています。2017年夏には、日本、トルコ、マレーシアの各拠点で
働く従業員を対象とした合同研修「1st GLOBAL MEETING of 
DyDo GROUP HOLDINGS」をインドネシアで開催しました。そ
れぞれの国における飲料市場の動向や自社のビジネスモデル、今
後の事業戦略について共有したほか、日本DyDoが強みをもつ
「コーヒー」について学ぶため、コーヒー農園や精選工場を視察し

海外飲料事業で大きなウエイトを占めるトルコ飲料事業では、
バリューチェーンの強化によるビジネスモデルの再構築を図った
ほか、健康志向の潮流を背景にミネラルウォーター「Saka（サ
カ）」の販売が好調に推移し、トップラインの成長を牽引しまし
た。一方、リラ安進行の影響を受け、輸入原材料の価格が高騰し
ているほか、2018年１月からはミネラルウォーターと100%果汁
飲料を除く清涼飲料を対象に10%が課税される特別消費税が
導入されるなど、収益環境は厳しさを増しています。また、マレー
シア・ロシア・中国においては市場環境の大きな変化や法令・制
度の変更などの影響を受け、事業基盤の整備に時間を要してお
り、将来の発展に向けた改革が課題となっています。

トルコ飲料事業では厳しい収益環境においても事業基盤の
強化を進め、トップラインの飛躍的成長を実現すべく、重点ブ
ランドの強化と輸出ビジネスの拡大に取り組みます。また、特
別消費税導入や健康志向の高まりを背景に、ミネラルウォー
ターへの需要がさらに高まることが予測されることから、ミネ
ラルウォーターの生産能力の強化に注力します。
お客様の健康志向は、グローバルで高まりをみせており、日
本で培った製品開発ノウハウと、各地域における現地のマーケ
ティングに関する知見を融合させることでイノベーションを起
こし、加速する健康志向の高まりに対応した高い品質のライン
アップの強化・拡充を図ります。

トルコ飲料事業では、これまで国内北部に位置する製造工場
１ヶ所でSakaブランドのミネラルウォーターの製造を行ってい
ましたが、健康志向の高まりとSakaブランドの認知度の向上
などから、販売が大幅に伸長し、フル稼働に近い状態が続いて
います。そうした状況や、今後さらに高まることが予測される
需要に対応するため、2017年12月に国内南西部にミネラル
ウォーターの製造工場を所有するMerpez社（現:Mavidağ
（マーヴィダ）社）を子会社化しました。これにより、生産能力は
約２倍に強化され、継続的な成長に対応できる生産体制を整
備しました。また、地理的に補完性のあるエリアに製造工場と
水源を確保したことで、物流の効率化を図ります。

ました。参加者は、DyDoグループの一員としての意識が高まり、
交流で得られた知見を活かした商品開発への強い意欲をみせるな
ど、グループ各社が“One Team”として次代に向けた「DyDoスタ
ンダード」の創造にチャレンジする素地が形成されています。

対策

2016年にトルコの大手食品グループから新たに当社グ
ループの一員になった子会社において、これまで大切にして
きたものやこれからの成長のために必要なもの、そして、
DyDoグループの理念・ビジョンに基づいて、トルコ飲料事
業におけるミッションや共有すべき価値観を新たに定義しま
した。そして、全従業員を対象にしたイベントなどを通じてそ
の浸透を図ったことにより、チャレンジする集団へと着実に
進化しています。

トルコにおいては、今後、高い成長が見込める「Saka」や高単
価の炭酸飲料「Maltana（モルタナ）」、売上寄与の大きい
「ÇAMLICA（チャムリジャ）」に経営資源を集中させ、ブランド
の強化を図ります。「Saka」ブランドでは、利益率の高いHOD
チャネル（Home & Office Delivery）と輸出チャネルに注力す
るほか、ブランド価値の上昇に合わせ価格設定を行い、利益率
の改善を図りながら販売数量の拡大に取り組みます。
また、リラ安の進行は、トルコ国内では輸入原材料の高騰に

繋がる一方、輸出ビジネスにとっては追い風となります。そこ

重点ブランドの強化と輸出ビジネスの拡大

ミネラルウォーターの生産能力の強化

近年、健康志向の高まりは世界的な広がりをみせており、当
社グループが飲料事業を展開するトルコやマレーシアにおいて
も、炭酸飲料の販売が減少に転じるなど、市場環境が大きく変
化しています。当社はこのような変化をチャンスと捉え、加速す
る健康志向の高まりに対応する高品質な新商品の開発・拡販に
取り組んでいます。日本DyDoから現地へのスタッフ派遣やグ
ローバルでのノウハウの共有を通じて、日本において培った「お
いしさ」と「健康」に関する知見・技術・ノウハウを、海外飲料事
業子会社の持つ現地マーケ
ティングに関する知見や製造
技術などと融合させることで、
イノベーションを起こし、飛躍
的な成長を実現していきます。で、従来から展開しているヨーロッパ圏への輸出拡大に取り組

むとともに、人員体制を強化し、アラビア語圏へも輸出拡大を
図ります。アラビア語圏はイスラム教徒が多く、戒律により飲
酒が禁じられているため、モルト炭酸飲料「Maltana」への引き
合いが高く、拡販のポテンシャルは高いと考えています。

モルト炭酸飲料
「Maltana」

高い知名度を誇る
透明炭酸飲料
「ÇAMLICA」

日本DyDoの
ノウハウを活かして
マレーシア現地で
企画・開発した
「ヨービック」

合同研修の様子

加速する健康志向の高まりに対応した
高い品質のラインアップの強化・拡充

ロシアにおいては自販機展開を通じて商品の拡販を図ってい
ますが、2018年7月より義務化される自販機オンライン納税へ
の対応に伴い事業の見直しが必要な状況となっています。今後に
ついては自販機ロケーションの大幅な見直しや自販機オペレー
ションレベルのさらなる向上など、改革を実行していきます。

自販機ロケーションの大幅な見直しと
自販機オペレーションレベルのさらなる向上

高いpHというユニーク
な特徴を持つミネラル
ウォーター「Saka」

所在地

2,000千トルコリラ（日本円換算※：62百万円）

23,400千トルコリラ（日本円換算※：725百万円）

Mavidağ Gıda Pazarlama Sanayi ve 
Ticaret İthalat İhracat A.Ş.社名

ミネラルウォーターの製造販売業事業内容

資本金

総投資額（予定）

トルコ共和国Muğla Province(ムーラ県)

※株式取得時のレート １トルコリラ＝31円として換算

イベントの集合写真
従業員が着用しているTシャツの色
は、コアバリュー全6項目の中から
それぞれが業務の中で最も大切に
したいと思う項目を表しています。

コアバリュー
■ Customer First(お客様第一)
■ Challenge(チャレンジ)
■ Collaboration(コラボレーション)
■ High Quality Standard
　 (高い品質基準)
■ Uniqueness(ユニーク)
■ First Mover(他社に先駆けて取り組む)

Sakaraya県
（既存の水製造工場）

Muğla県
（新たに取得した南西部の水製造工場）

持続的成長への課題

トルコ

トルコ マレーシア

ロシア

グローバルでの交流機会を通じた一体感の醸成

DyDoは次代と共に。

トルコ飲料事業におけるミッション・価値観の定義

DyDoは人と共に。

●Mavidağ社の概要
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