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　国内飲料事業はダイドードリンコとその傘下のグループ会社
が担っています。自販機を主力販路とし、商品の製造は外部に
委託し、自社の経営資源はお客様と直接関わる部分へ集中する
という独自のビジネスモデルを構築しています。グループの
成長原資を生み出すコア事業であり続けるため、自販機市場
における圧倒的な優位性の確立に取り組んでいます。

　国内飲料事業は自社ブランドを展開する飲料メーカーの面
もありますが、そのビジネスモデルは小売業です。自社ブラン
ドの量産・拡販によって収益を得る一般的な飲料メーカーに
対して、当社グループでは、高い収益を見込める場所に自販
機という販路を確保し、最適な品揃えにより１台当たりの売上
高を拡大することで収益を獲得しています。そうした事業方針
から、飲料メーカーにとって自販機がコンビニエンスストアや
スーパー、ドラッグストアなどと同じ販路のひとつであるのに

対して、当社グループでは自販機を自社の「大切な店舗」と
考えています。
　こうしたビジネスモデルの根底には、配置薬業を営んでい
た創業時から受け継がれる「お客様の身近な場所で、お客様
の求める商品を販売する」という考え方があります。この考え方
こそが事業環境が大きく変化する中でも守るべきものであり、
業態が変わっても新たな価値を創造し続ける強みです。

強みと特徴 1  小売業の発想に基づく新たな価値の創造

販売比率
80％以上※2

一般的な「飲料メーカー」の考え方
ブランドを開発し、拡販する

当社グループの考え方
利便性の高い場所でお客様の求める商品を最適に陳列する

自販機

商品A 商品B 商品C 商品D

販売比率
約20％※1

ブランドA

コンビニエンスストア ドラッグストアスーパー 自販機

ブランドB ブランドC

※1  全国清涼飲料連合会「清涼飲料水関係統計資料」 ※2  国内飲料事業の売上高に占める自販機チャネルの割合（2019年度）

【事業会社】 
ダイドードリンコ株式会社
ダイドービバレッジサービス株式会社
など

国内飲料事業

各事業セグメントのビジネスモデル

企画・開発 製造 物流 営業 販売
バリューチェーン

外部委託 外部委託

自販機の製造

多様な商品

独自の自販機
の企画

企画・開発

原材料
資材

協力工場

自販機メーカー

商品化

経営資源はお客様と直接関わる自販機の設置場所の開発・
オペレーションと商品の企画開発へ集中

物流の効率化 質の高い自販機
オペレーション

自販機

※当社特約オペレーター（当社商品を取り扱う自販機運営企業）

コンビニエンス
ストア、量販店

飲料の製造 配送
センター

ダイドー
ドリンコ

共栄会※

ダイドー
ビバレッジサービス
グループ販売会社

企業価値創造のビジネスモデル
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　国内飲料事業では、その経営資源をお客様と直接接点を
持つ「商品」「店舗（場所）」、つまり商品の企画・開発と、自販
機の設置場所の開発、オペレーションへ集中しています。製造

強みと特徴 2   ステークホルダーとの信頼関係に基づく事業運営

や物流、また直販では行きわたらない販売の一部は協力会社
に委託しています。ステークホルダーとの共存共栄のもと、
当社グループのビジネスは成り立っています。

　自販機での売上比率が高い国内飲料事業では、自販機一台
一台の売上の積み上げにより全体の売上が構成されています。
そのため、設置場所に応じて品揃えを最適化するとともに、
売り切れによる販売ロスを防止すること、気温の変化に合わ
せて適切なタイミングでHOT／COLD販売の切替えを行う
こと、CMと連動したPOP等の装飾など、それぞれの売上の
最大化に向けた取り組みを行っています。また、自販機や周辺
環境の美化など、「店舗」を維持するための地道な活動を重視
し、常にオペレーション品質の向上を図り、そのノウハウを
蓄積しています。
　こうした自販機のオペレーションは、グループの販売会社に
加え、自販機網の維持・拡充に携わっている特約オペレーター
（「共栄会」）の各企業が担っています。「共栄会」は共に自販
機運営を行う重要なパートナーであり、自社商品の供給にとど
まらず、事業戦略やエリアごとの方針、営業活動の成功事例、
オペレーションの生産性向上施策などの共有を通じて、強固
なパートナーシップを構築し、当社グループと一体的に自販機の
オペレーションを行っています。

　グループの販売会社と「共栄会」による盤石な販売体制のも
と、全国すべての自販機で統一された高いオペレーション品質
を提供することはもちろん、新たな戦略・施策をスピーディー
に浸透、実行できる仕組みが国内飲料事業の強みになってい
ます。

高いオペレーション品質を維持する仕組み

ステークホルダーとの関係 「共栄会」との一体的経営による盤石な販売体制1

お客様

お客様の身近な場所で、お客様の求める商品を販売する
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開発
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開発

国内飲料事業をとりまくステークホルダー
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　当社グループのビジネスはまず、自販機の設置場所を確保
することから始まります。そして、その「販路」をつくるには、
自販機を設 置いただく「ロケーションオーナー」の存 在が
欠かせません。国内飲料事業の開発担当者は、高い販売数量
が見込まれるロケーションへのアプローチを行い、自販機を
設置します。
　そして、自販機を設置した後は、主にあらかじめ取り決めら
れた自販機の売上の一定の割合をロケーションオーナーへ
お支払いします。つまり、売上を最大化することは、ロケー
ションオーナー・当社グループの双方にとってメリットがあり
ます。開発担当者と、日々の補充や自販機周辺環境の整備
を行うオペレーション担当者それぞれが、ロケーションオー
ナーと積極的にコミュニケーションを図ることで、よりよい
商品ラインアップにつなげていくことができます。

ステークホルダーとの関係 ロケーションオーナー2

開発担当とオペレーション担当の二人三脚で事業を支える

ダイドードリンコ株式会社　
西日本第一営業部

営業開発担当　前山 亮

ダイドービバレッジサービス株式会社　
なにわ営業所　　

筒井 正二

　自販機事業には、新たな設置場所の開拓と設置後のオペレー
ションの２つの面がありますが、前者は主にダイドードリンコ
が、後者はダイドービバレッジサービスをはじめとする販売会社
が担っています。お客様側からはひとつの自販機ですので、いわ
ばそこに担当が２人ついている形になります。
　私の一番のミッションは主に法人企業を対象とする新規設置
場所の開発ですが、既存の取引先のフォローアップもまた大切
な業務です。設置台数を増やすことはもちろん、既存の自販機
の売上の拡大を図るべく、取引先の悩みや要望などをご担当の
方にじっくりと伺い、オペレーションの担当へフィードバックし、
売上の最大化に努めています。
　ダイドーのオペレーション品質は高いと自負していますが、そ
れが私たち開発営業の支援につながることもあります。設置台
数を増やしたくても、長年それが実現できないお取引先があっ
たのですが、従業員の方から「ダイドーの筒井さんのオペレー
ションする自販機を増やしてほしい」と要望があり、新規の契約
に至った時は、改めて当社のオペレーションを誇りに感じるとと
もに、オペレーション担当と一体になった営業活動の重要性を
実感しました。
　これからもダイドーの自販機の良さを知っていただくべく、新
規の営業活動に邁進していきます。

　自販機のオペレーションというと、「不足した飲料を補充する」
というイメージを持たれている方が多いかと思います。ただ、売り
切れを出さないこと、自販機や周りの環境をきれいに保つことは
当然で、いかに自販機での売上を最大化するかが、私の使命です。
　当社の標準的な自販機には30種類の商品がセットできます
が、自販機向けに販売している商品は50種類以上あります。
その中から、設置場所に合わせて最適なラインアップを構成す
ることで、確実に売上の拡大は図れます。心掛けているのは、
いつもの商品がある安心を感じていただくこと、商品の入替に
より印象を変えることで新たな楽しみを見つける機会をつくる
ことです。
　オペレーションを行っている時に、お客様が飲料の購入に来
られることもあります。特に企業内の自販機においては、常連の
お客様です。お客様の生の声を伺える貴重な機会ですので、速や
かな作業でお待たせしないようにしつつ、雑談などを通じて、み
なさんのお好みやニーズを聞いています。ロケーションオーナー
さまの総体的な希望は前山さんが、個別の希望は私が聞くこと
でニーズにお応えしていくとともに、時に自分の予測で新たに
セットした商品が狙い通り売行きがよいとやりがいを感じます。
　これからも、その場所ごとのお客様にとって、魅力的な自販機
の棚づくりをしていきます。

ダイドードリンコ
（グループ販売会社、

共栄会）

ダイドー
ビバレッジサービス、
グループ販売会社、

共栄会

提案型営業により
関係を構築

設置場所のフィーとして
売上の一定割合をお支払

設置後も適宜訪問
課題や要望を聴取

販路をつくる

3社の連携で売上の最大化をめざす

自販機の設置

自販機の保有は
ダイドードリンコ

日常的な要望を聴取

設置場所の開発

オペレーション

連携

季節・販売動向や、
要望に合わせた補充

設置後

企業価値創造のビジネスモデル
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　国内飲料事業の売上拡大のためには、魅力的な自販機であ
ることが必要であり、そのための条件のひとつとして、商品の
品揃えが豊富であることが挙げられます。ただ、１台当たり、
30種を超える品目をすべて自社で製造するには多額の設備
投資が必要です。全国の協力工場に分散委託して製造する
ことで、投資リスクを回避しています。
　また、このビジネスモデルは物流コストの低減とBCP対策
にもつながっています。分散された工場で製造された商品は
主に地域ごとの物流業者が地域ごとの配送センターへ納品
します。これにより、物流コストの低減を図るとともに、災害
等による交通機関の断絶が全国の自販機での販売に影響を
与えるリスクを低減しています。
　さらに、資金面では、仕入れが協力工場への掛払いであるの
に対し、売上金の回収は自販機からの現金主体であるため、

自販機での売上が安定している状況では収支ギャップが小さ
く、安定したキャッシュ・フローを生み出すことができます。
この強いキャッシュの創出力が、国内飲料事業の強みであり、
これを維持・拡大していくことが、当社グループの新たな成長
を実現する原資になります。

キャッシュインが先行するビジネスモデル

　国内飲料事業が、当社グループのコア事業として大きく
なったのには、自販機という販路とも相性がいい缶コーヒー
の存在も欠かせません。そして、当社グループの看板商品で
ある「ダイドーブレンド」をはじめとするすべてのコーヒー
飲料は、コーヒー本来の味わいを追求し、「香料無 添加の
缶コーヒー」であることを、ダイドードリンコの創業以来守り
続けています。
　近年では、コーヒーの消費量が増加する中で、お客様の嗜
好は多様化が進んでいます。香料無添加へのこだわりはその
ままに、幅広いお客様の嗜好や飲むシーンに合わせ、従来の
いわゆる「缶コーヒー」ではなく、ボトル缶入りのコーヒーや、

ペットボトル入りのコーヒーのラインアップも拡充しています。
　また、当社グループのコーヒー飲料は、コーヒー豆の種類・
産地、焙煎度の組み合わせが無限にある中で、それぞれの商品
コンセプトに合わせ、５種類以上の豆をブレンドし、「本物の
おいしさ」を実現しています。それらの商品を開発する上で、
コンセプトづくりや、最終的な中味の決定などの企画は当社
グループで行いますが、実際に製造を行うのは、委託会社、
いわゆるパッカーです。最終的な味づくりについては、パッ
カーとの二人三脚での調整が欠かせません。開発段階での
試作、ラインテストでの調整など、試行錯誤を繰り返し、商品
化をしています。

ステークホルダーとの関係 ファブレス経営による強いキャッシュ創出力3

ステークホルダーとの関係 こだわりのブレンドをパッカーとの二人三脚で商品化4

　自販機市場は飽和状態となり、市場の総台数は減少傾向
となっています。当社グループにおける自販機の設置台数は、
毎期、一定程度の自販機の引き上げと新規設置を繰り返しな
がら、2010年以降、概ね横ばいで推移してきました。しかし
ながら、2018年下期以降は、特に地方を中心とした労働力
不足によるオペレーション人員の不足もあいまって、引き上げ
台数が新規の設置台数を上回り、自販機台数が減少してい

ます。引き上げの抑制を行いつつ、新規の設置スピードを上
げ、自販機台数を増加に転じさせることが、当社グループに
よって喫緊の課題と認識しています。新型コロナウイルスの
感染拡大を契機として、自販機市場は大きく変化していくこ
とが見込まれます。事業環境の大きな変化は、変革を行う大
きなチャンスでもあります。この変化に柔軟に対応し、「国内
飲料事業のイノベーション」を実現していきます。
（課題に対する対応は P62 ）

ビジネスモデルの持続可能性に関する課題
国内飲料事業のイノベーション

自販機掛払い

仕入れ

製造協力工場

収支ギャップは常に小さく、安定したキャッシュ・フロー

商品の
補充

売上金の
現金回収
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　海外飲料事業では、トルコ・マレーシア・ロシア・中国におい
て、エリア特性に応じたビジネスを展開しています。中でも、
2016年に現地企業のM＆Aにより進出したトルコ飲料事業は、
現地ブランドの製造・販売を行い、当社グループにおける海外
飲料事業の中核を担っています。

海外飲料事業 （トルコ飲料事業 ）

【事業会社】
DyDo DRINCO TURKEY 
İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.
など

　当社では2013年度より本格的に海外展開を進め、前の
中期経営計画（2014年度〜2019年度）において、「海外展
開へのチャレンジ」を掲げ、2015年度にマレーシア、そして
2016年度にトルコにそれぞれ進出しました。その中期経営
計画において、進出国のターゲットとして掲げたのが、今後
グローバルベースでの人口拡大が見込めるイスラム圏です。
トルコについては、イスラム圏の西端に位置すること、若年人
口が多く、今後の人口拡大により飲料市場の拡大が見込める
ことから進出を決定しました。
　現在、海外飲料事業の売上比率は連結売上高の10%を占
める規模に成長していますが、そのほとんどはトルコ飲料事

トルコへの進出背景と業況

業によるものです。M&A後には販売面・製造面での改革を
進め、市場を上回る成長を続けるなど、現地通貨ベースでの
売上高・営業利益は好調に拡大しています。

50
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（%）

20192018 （年度）2017201620152014

※2016年度を
   100（%）とする

100%

131%

165%
188%

2016年度に
子会社化

トルコ飲料事業の売上推移（現地通貨ベース）

　トルコ飲 料 事 業 は 、株 式 取 得 先 の Y i l d i z（ ユ ルドゥス）
社 から引き継いだ独自のブランドを有しています。主力商
品で あるミネラルウォーター「 S a k a（ サカ）」は、オフィス
や 家 庭 向けの 大 型ボトル の 宅 配 が 好 調で、売 上 の 拡 大に
寄与しています。その他、トルコ国民から人気の高い炭酸
飲料「ÇAMLICA（チャムリジャ）」や、近年ではホップを使用
したモルト風味の炭酸飲料「Mal tana（モルタナ）」などを

主力ブランドとして育成しています。
　トルコは他の新興国と同様にグローバルメーカーが市場
においては大きなシェアを持ちます。トルコ飲料事業のブラ
ンドは従来からトルコ国民に親しみのあるブランドでしたが、
当社によるM&A以降、主力ブランドへ経営資源を集中投下し、
トルコ国 内におけるブランド認 知 度をさらに高め、着 実に
シェアを上げています。

強みと特徴 1  「自国のブランド」と国民に認知されるブランド力

バリューチェーン（トルコ）

企画・開発 製造調達 営業 販売

量販店
など

HORECA※

個人宅・
オフィス

輸出

個人商店

国民になじみの
あるブランド

日本

トルコ

日本で培った
商品開発ノウハウ

トルコ国内

トルコ国外

企画開発

北部・南部の
計5ヵ所で
広大な国土を
カバー

自社の販売網

Yildiz 社の販売網を
活用しつつ、自社の
販売網を整備

※HORECA（Hotel/Restaurant/Cafe）

原材料・資材

原材料・資材

自社工場

企業価値創造のビジネスモデル
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　トルコにおける飲料事業は、自販機を主力販路とし、ファブ
レス経営を行う国内飲料事業と異なり、トルコ国内の自社工
場で製造した商品をスーパーマーケットなど流通チェーンを
中心に販売する、いわゆる一般的な飲料メーカーモデルで
す。製造工場については、M&A後に統合や新設により、現在
は国内５カ所に分散しています。今後も、ミネラルウォーター

「Saka」など旺盛な需要の拡大に対応できるよう、新たな
水源の確保に向け、調査・検討を進めています。

強みと特徴 2  広い国土をカバーする５つの製造工場

工場所在地と製造品目

輸出事業の拡大に向け英国に現地法人を設立

　トルコにおいて製造する商品の輸出事業は、ダイドーグループ
ホールディングスが経営参画する以前の、15年以上前から行っ
ています。輸出先は欧州を中心に15カ国ほどあり、これまでの
販売活動により、ブランド力を高めてきました。
　輸出の拡大は、ユーロやポンドなどの安定通貨の獲得につな
がり、トルコ飲料事業の安定成長につながります。現在トルコ
から海外への輸出が売上に占める割合は、10%程度ですが、将来
的には20〜30%を占める事業へと育成していく方針です。
　輸出先の性質は大きく２つに分かれます。ひとつは、トルコ
を中心に中東やアフリカから欧州への移民向けに広がるエス
ニックマーケットで、ハラル認証を受けた当社の商品のニーズ
があり、ドイツを中心に一定の市場があります。もう一つは、
これまでの販売活動により築いた純粋なブランド支持により
獲得した市場で、英国が主な輸出先です。欧州では健康志向
の高まりを背景に、消費者の品質要求は高く、私たちの商品は
それに見合うものとして支持されています。また、トルコから
の輸出商品は製造コスト面の優位性に加え、近年のリラ安を
背景に、事業を拡大するチャンスともいえます。これまで、輸出

DyDo DRINCO Turkey
Overseas Business Development 

Manager　　
小牧 利行

事業の課題は、売上や利益が現地の代理店の意向や資金力に
大きく左右される点でしたが、2019年度に英国に新たに現地
法人を設立し、今後は自社のコントロールのもと事業を拡大
する体制を整備しました。
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、事業活動
は当初の想定より遅れが生じていますが、国間の移動制限が
緩和されれば速やかに活動を再開できるよう準備を進めて
います。
　新たに仲間に迎えた英国法人のスタッフやパートナー企業
と強い協力関係を築き、より多くのお客様に私たちの商品を
お届けしていきます。

　グループミッション2030においては海外での売上比率を
20%以上に拡大することをめざしていますが、現在遂行
する中期経営計画2021においては、「海外戦略拠点の選択
と集中」を掲げ、既存の進出先をベースに改革を進めてい
ます。当社の海外飲料事業の中核を担い、順調な成長を
続けるトルコ飲料事業も例外ではありません。
　トルコでは、ペットボトルの原材料等は輸入による調達
であり、トルコリラ安の影響が 売上原価に大きな影響を

ビジネスモデルの確立に向けた今後の課題
海外戦略拠点の選択と集中

与えます。特に近年の国内の政情不安や、足元ではコロナ
禍の影響により、国内経済の減退は不可避な状況となって
おり、原材料高の速やかな販売価格への転嫁は難しい状況
です。また、このトルコリラの不安定さは、安定した事業運
営を行う上で、中長期的な課題にもなるものです。そこで、
2019 年度より外貨の獲 得にもつながり、為替 のリスク
ヘッジになりうる輸出事業を強化しています。

Pamukova

トルコ

Karabük

Sakarya

AdanaMuğla

Akyazı
製造品目：炭酸飲料、
　　　　　フルーツジュース、
　　　　　アイスティ

Karabük
製造品目：ミネラルウォーター（ガス入り）

Hendek
製造品目：ミネラルウォーター

Adana
製造品目：炭酸飲料、フルーツジュース

Köyceğiz
製造品目：ミネラルウォーター

企
業
価
値
創
造
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル



DyDo Group Holdings ｜ 統合報告書 202027

　医薬品関連事業では、大同薬品工業が医薬品・医薬部外品の
栄養ドリンクや、美容ドリンクなどのOEM（受託製造）に特化し
たビジネスを展開しています。業界最大規模の生産能力と高い
製造品質により国内の大手メーカーの信頼を獲得し、ドリンク
剤受託のメーカーとしてトップクラスの実績を有しています。

　医薬品関連事業は、当社グループの祖業でもあるビジネス
です。配置薬業を営む中で、大同薬品工業は自社商品として
ドリンク剤などの製造に参入した後、製造ラインを効率的に
使用するため、他社の受託製造を徐々に始めました。1991
年に現在の本社がある奈良県葛城市への工場の新設移転を
機に、受託専業メーカーへ転換し、現在のビジネスモデルを
確立しています。
　当初は、医薬品メーカーの規格をもとに製造を行っていました
が、ドリンク剤の販売が健康食品メーカーや、化粧品メーカー
など裾野が広がる中で、取引先が求めるコンセプトに合わせ、

大同薬品工業から提案する機会が徐々に拡大していきました。
様々なご要望にお応えしていく中で、製品開発力を磨き、
小ロット多品種の生産に対応するラインや、大口ロットの効率
的な製造が可能なラインなど、製造設備を拡充するとともに、
品質管理・品質保証体制を強化してきました。
　取引先からのニーズに真摯に応える中で培った対応力と、
医薬品メーカー、健康食品メーカーから化粧品メーカーに至る
までの幅広な顧客基盤、それら取引先との信頼関係が、医薬品
関連事業の大きな「資産」です。

強みと特徴 1  受託専業メーカーとして築いた顧客基盤

　国内ドリンク剤市場の製造本数は年間約20億本と推定
され、自社生産している大手医薬品メーカーを除くと、年間
約３億５千万本製造している当社グループは受託製造企業と
してトップクラスの実績を誇っています。
　その特徴のひとつに、大同薬品工業が医薬品・医薬部外品
の製造できる免許を持っていることが挙げられます。免許が
必要な業態であること、受託製造の分野は規模も限られニッチ
な産業であることから参入障壁が高い事業です。また、製品の
上市にあたっては、開発から販売に至るまで、国への許認可

強みと特徴 2  参入障壁の高い医薬品・医薬部外品の製造免許  

などで相応の期間や検査を要します。そのため、委託メーカー
側にとっては、製造先の変更に多くの労力と費用を要すること
となります。そのため、製品の企画力や、製造品質・品質保証
体制を真摯に磨き、顧客企業の信頼にお応えしていくことで、
受託ビジネスでありながらスイッチングリスクが極めて低い
事業でもあります。
※大同薬品工業が持つ許認可業種
①医薬品製造業　②第二種医薬品製造販売業　③医薬部外品製造業
④医薬部外品製造販売業　⑤清涼飲料水製造業

医薬品関連事業

【事業会社】
大同薬品工業株式会社

バリューチェーン
営業・企画・開発 製造 販売

原料・原薬
メーカー

企画・開発・試作

多様なニーズに柔軟に対応

情報の蓄積

最新情報キャッチ 年間３億５千万本

製品化

多様化する消費者ニーズを
フィードバック

小ロット多品種の生産、
有効性・安全性を担保
する品質管理

自社工場
品質保証
ISO9001・
FSSC22000認証

大同薬品工業

100社
以上

医薬品メーカー
化粧品メーカー
健康食品メーカー

医薬品メーカー
化粧品メーカー
健康食品メーカー

企業価値創造のビジネスモデル
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　近年、栄養ドリンク剤市場はコアユーザー層の高齢化など
の影響を受け、縮小傾向にあります。一方で、美容ドリンクは
インバウンド需要を契機に海外輸出向け製品が伸長している
ほか、薬機法※の改正で医薬品販売会社への製造工場の保有を
義務付けるルールが撤廃されたことを機に医薬品メーカー
では製造の外部委託を進めており、ドリンク剤の受託製造
市場の成長ポテンシャルは高まっています。また、健康・美容
志向は今後ますます高まることが予想され、ヘルスケア市場は
大きな伸長が見込まれます。
　大同薬品工業では、従来、本社のある奈良県の２工場で全
ての製品の製造を行っていましたが、今後の需要拡大を取り
込んでいくため、群馬県館林市に関東工場を新設しました。
生産能力を拡大するだけでなく、消費の中心地である首都圏
への物流費の低減が図れる上、最新設備の導入により製造

強みと特徴 3  製造能力の拡大により、取引先のニーズに応える

工程の省人化が実現し、コスト競争力が強化されています。
さらに、生産のリスク分散ができ、顧客企業・当社双方にとっ
てBCP対策にもつながり、価格面以外でも競争優位性を確立
します。
　また、奈良工場には、パウチ型の製品が製造できる第3工場
を新設し、2020年２月から本稼働しています。パウチ型の
商品は、手軽に摂取できる利便性からマーケットが成長して
いますが、その中心は蒟蒻ゼリーやフルーツゼリーなどのいわ
ゆる食品規格の製品が中心です。医薬品メーカーや化粧品
メーカーのパウチ型商品への関心が高まる中で、日本国内に
おいて医薬品・医薬部外品規格で製造できる工場は極めて
限られていることから、引き合いも強く、今後の売上・利益への
貢献が期待できます。
※薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）

実績に裏打ちされた自信と弛まぬ努力で
お取引先の期待に応える

お取引先の近くで開発力を磨く

大同薬品工業株式会社
取締役　営業部長

山下 郁男

大同薬品工業株式会社
開発部　商品開発課　課長代理　　

山下 洋介

　私たちのようなドリンク剤受託企業の多くは、かつて当社が
そうであったように兼業メーカーであることが多いです。当社
はドリンク剤市場が成熟に向かう途中の1990年代に、受託専業
メーカーに切り替えたことで、今のポジションを築けたと考えて
います。専業であるということは、怖さもあります。今年好調
だった商品も来年は終売になるかもしれない、またそれは製品の
良し悪しだけでなく、お取引先のブランド戦略による時もあり、
常に“その年暮らし”の危機感があります。ただ、その危機感が
あるからこそ、営業担当一人ひとりの積極的な営業姿勢につな
がっていると感じています。例えば、当社からお取引先へ新たな
製品のご提案も行うこともありますが、単に企画書だけでは
なく、実際の試作品をお持ちすることもあります。提案がその
まま採用につながることはまれですが、当社の開発力のPRにも
なります。受託メーカーだからといって、決して受け身になって
はいけないと考えています。開発部門が緊密に営業と連携して
いるからこそできる営業活動だと思います。
　2020年は関東工場の本稼働も控えています。新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響から、公的な手続きに遅延が生じており、
本稼働は7月となる見込みですが、お取引先の期待は高いです。
　今まで積み上げてきた技術力、品質保証体制、レスポンスの
高さ、また関東工場の新設により価格面での競争力も増し、他
社と競合しても負けない自信があります。積み上げた実績から
来る自信と、期待にお応えし続けるために開発や改善の努力を
怠らない謙虚さを持って、今後もお取引先のご期待に応えて
いきます。

　当社が多くの取引先としっかりとした関係を築けている理由
のひとつは、製品開発力だと自負しています。これは私たち開発
部が常にお取引先の近くで活動をしており、スピーディーかつ柔
軟に対応することで実現していると考えています。今でこそ、私
たち開発部は独立していますが、元々は営業部と同じ部署とし
て活動していました。当社において新製品は営業と開発が責任
を持って立ち上げ、そして製造と品質保証の部門がライン生産
を実現するためにサポートするという考えが浸透しています。私
自身、奈良の本社勤務ですが、東京や大阪の営業担当とともに
全国のお取引先のもとに訪問することはしばしばあります。書
籍やウェブサイトから市場動向に関する情報を入手することは当
然ですが、実際にお取引先を訪問し、リアルな動きを感じること
が、製品開発力の向上につながっていると考えています。
　奈良工場で稼働したパウチラインについては、お取引先からの
引き合いが強く、開発が忙しくなっています。私たちが今まで取り
扱ってきたのは、瓶入りのドリンク剤で中身は液体です。ゲル状の
製品づくりは初めてですが、食品事業のたらみが得意とする分野
ですので、彼らのノウハウも共有しながら、試行錯誤をしている
ところです。
　近年は当社と同じくドリンク剤等の受託メーカーであり、当社
グループの出資先でもある台湾の大江生醫股份有限公司（TCI）を
通じ、中国向け美容ドリンクのメイド・イン・ジャパンニーズに対応
した受注拡大や、国内メーカーのインバウンド需要への対応など、
企業としてのグローバル化が進んでいます。引き続き営業と近い距離
を保ちながら、広い視野でチャレンジを続けていきたいと思います。
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　食品事業を担うのは、ドライゼリー市場でトップシェアを維
持するたらみです。「おいしいゼリーをつくる」高いノウハウを
持ち、ドライゼリー市場で圧倒的なトップシェアを有していま
す。2012年に連結子会社化後、グループの連結業績に貢献
しています。

　たらみは1969年に長崎県の多
た

良
ら

見
み

町
ちょう

（現：諫早市）で青果
業をスタートし、自然の恵みであるフルーツをいつでもどこ
でも楽しんでもらいたい、という思いから、1988年にフルーツ
ゼリーの製造・販売を開始しました。
　「フルーツを超えたおいしさ」をお届けすることを目標に、
商品ブランドごとにターゲットやコンセプトを設定し、商品開発
にあたっています。例えば、同じみかんゼリーでもブランド
によって異なるゼリーの味・食感を追求しています。近年は、
定番のフルーツゼリーに加え、デザート感覚で楽しむゼリー
や、健康志向に対応したゼリーなどを新たに開発・発売し、
顧客層の拡大を進めています。
　人間が五感で感じるおいしさの価値を定量的に示すことは

できませんが、消費者からの支持が高い業界シェアに表れて
いると考えています。（たらみと市場の売上動向は P67 ）

強みと特徴 1  素材やターゲットに合わせたおいしいゼリーの味・食感をつくる技術    

　たらみの生産拠点は長崎県にあり、ドライゼリーの生産工
場として世界最大級の規模を誇ります。厳格な品質管理のも
と、多彩な製品ラインアップを効率よく製造できる設備・体
制を整えています。商品化にあたっては、厳しい品質基準に
合格したフルーツを使用し、様々な食感を自在に実現する技
術力のもと、安全・安心でおいしいゼリーを製造しています。
フルーツについては、ほとんどが商社を通じた海外からの

輸入ですが、たらみ自身も随時、世界各地の農家や一次加工
の工場を訪問し、その栽培状況・加工状況の確認を行ってい
ます。また、品質の高い原材料を供給する原材料加工工場は、
経営幹部自ら最終商品であるたらみのゼリーをお届けし、
感謝を伝えるなど、バリューチェーン全体で「安全・安心でおい
しい商品づくり」につながる意識の向上に努めています。

強みと特徴 2  世界の生産農家が支える世界最大級の生産工場    

食品事業

【事業会社】
株式会社たらみ
株式会社旬の季

ドライゼリー市場のシェア

（2019年10〜12月）
出典： intage SRI

商品化自社工場生産者

バリューチェーン

企画・開発 製造調達 販売営業

直接対話

シェアNo.１
ドライゼリー市場

消費者モニタ
リングを通じ
ニーズを商品化

多彩なニーズに
対応できるよう
に新たな味わい
や食感を発案

品質管理
方法に
ついて指導 世界中から

厳選して調達

品質保証
ISO9001・
FSSC22000認証

コンビニエンス
ストア、量販店

たらみ
オンラインショップ

たらみ

たらみ

47％

A社

25％

その他

28％

企業価値創造のビジネスモデル
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　ヘルスケアマーケットの拡大は、大同薬品工業のような
受託メーカーにとっては大きなビジネスチャンスだと考えて
います。商品を「販売」するにあたっては、商品の企画力・
マーケティングを行うノウハウや一定程度の資金があれば、
市場への新規参入は比較的容易です。一方で「製造」について
は、多額の設備投資が必要となることから、高い参入障壁が
あります。そういった背景から、当社グループは成長戦略の
ひとつであるM&Aについては、受託ビジネスの強化につな
がる企業を主なターゲットにしています。現在、当社グループ
で受託できるのは、大同薬品工業が製造するドリンク剤や
パウチゼリーに限られますが、今後はM&Aによる獲得も

ビジネスモデルの発展による今後の成長機会
第2の柱の構築に向けた既存事業の融合

含めて、例えば錠剤やカプセルなどに製造の幅を広げる
ことで、既存の取引先のニーズにあらゆる剤形で応えられる
体制を整えるとともに、拡大する新たなニーズを取り込み、
医薬品・医薬部外品の受託メーカーとして圧倒的なポジ
ションを築いていきます。
　また、たらみの強みもグループ内でシナジーを発揮でき
ると考えています。たらみの持つ「おいしいゼリーをつくる
技術」は、今後、例えば、当社グループの医薬の分野に応用
し、「おいしいゼリー」から「薬効があるのにおいしく食べる
ことができるゼリー」づくりに生かすなど、当社グループの
第２の柱の構築に向けた一翼を担うものと考えています。

「フルーツゼリーである意義」を
考え抜く商品開発

一人ひとりの改善で、安心・安全でおいしい
商品をお届けする

株式会社たらみ
マーケティング本部　本部長

前田 剛

株式会社たらみ
品質保証部　部長　　

平山 彩子

　フルーツゼリーは、ゼリーと果肉、味の３つの要素から成り
立っています。さらに味は、香り（臭覚）と味わい（味覚）、食感
（触覚）に分解できます。無限の組み合わせにより、おいしさを
立体的に表現していくことで、同じみかんゼリーでも全く違う
おいしさが生まれ、お客様の多様なニーズ・期待に応えられて
いると考えています。たらみの商品は、「おいしいものでなけ
ればならない」また、「健康的なものでなければならない」と
考えており、その上で、新たな表現で新たな価値をお客様に提供
していくこと、それがたらみのフルーツゼリーである意義だと
考えています。
　高い原料を使って高い価格になるのは当たり前です。たらみ
のフルーツゼリーはそうではなく、手に取っていただきやすい
価格で、いかに付加価値を生み出せるかが大切です。私たちが
求める味わいを確実にお客様にお届けするため、量産化に向け
たラインテスト、品質の安定化には細心の注意を払っています。
生産部門には難度の高いことを要求する場面もありますが、
新商品は新たな価値をお客様にお届けすることである、という
考えが生産や開発部門に浸透していることで、全社一丸となって
取り組めていると感じています。
　これからはフルーツゼリーに限らず、たらみの技術で新たな
おいしく、健康的な商品の開発にも領域を広げていきたいと
思います。

　お客様の嗜好が多様化していること、またそれ以上にたらみ
自身がお客様に新しい価値を提供していきたいと考えているこ
とから、開発部門が設計したものを工場で量産化すべく課せら
れるハードルは年々上がっています。また、単に量産するだけ
なく、食品安全の規格システムであるFSSC22000に必ず適合
させなければなりません。製品は殺菌のため加熱処理を行い
ますが、生産ラインと少量で行う開発室とでは条件に差異が生
じ、品質が変わる場合もあります。これらの種々の条件を微調
整し、最終の製品品質をつくり上げています。主原材料である
フルーツは農産物ですので生産地や収穫時期によって、すべて
同一ではありません。長年の経験とデータに基づき、いつでも、
どこでも同じ味のおいしいゼリーをお届けするために安全・
安心・安定な商品を製造することが私たちの使命です。ポイン
トとなる、フルーツの精選選別や製品への充填工程について
は、生産スタッフの目と手で品質をつくり上げています。それ
は、長年、培われた伝承技術によるものです。
　お客様の厳しい言葉もお褒めの声も品質管理、生産、開発
スタッフすべてで共有しています。市場の半数以上のシェアを
持つたらみですが、カップゼリーはすべて長崎の工場より全国
にお届けしています。フルーツゼリー市場を私たちの品質力
が牽引しているという自負があります。今後も、あらゆる面で
の改善を進め、安心・安全な商品をお届けしていきます。
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