成長型のビジョンがなければ
『右肩上がりの売上』、すなわち
AIYA
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XPRESS
『お客様からのご支持』を継続
的にいただくことは今後 5 年間
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がいいところでしょう。いやこ
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の時代ならばもっと短く 2 年く
らいかもしれません。進化成長
型ビジョンを掲げて社内外に浸
FE 第 18 号をお届けし
透を図るには、私自身が対同業
ます。
者だけではなくて他のサービス
今回は神戸で 2 店舗を
業種の進化成長に敏感なリーダ
展開しているリッチフィールド
の福原シェフをお訪ねしました。 ーでなければならないと思いま
今回西神店では「ギフトサロン」 す。注目していただけるお店で
あるうちに、そしてよいリズム
という新たな切り口で売場を増
が生まれている間に、生きた再
設した狙いや今後のビジョンを
投資を行なえば、現時点よりワ
お伺いいたしました。
ンステージ上の進化系の提案が
生まれ、さらなる発展の要素を
作ることができるはずです。」
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盛店・レポート

リッチフィールド 西神店
オーナー

福原

光男

様

「私にとって 2 店舗目である
西神中央店を 2 年前にオープン
して、今回思うところがあり増
床改装いたしました。仮に現在
は地域一番店の認知を持ってい
ただいたとしても、明確な進化

こんな私の下でスタッフたちは
たいへん苦労が多いと思います。
ただ 20〜30 回の苦労の経験を
させて中途半端で躊躇してトラ
イをやめてしまうと、他との差
別化もスタッフに対するあらゆ
る還元も半端なものになってし
まいます。スタッフには 100 回
苦労をかけるかもしれないけど
も、頭ひとつではなくて身体ふ
たつ抜きん出て、そのあとスタ
ッフには 101 回以上の感動を確
実に与えられるリッチフィール
ドであろうと考えています。も
ちろんスタッフだけじゃなくて
私自身が経営者としてもリーダ
ーとしてもそれに勝るチャレン
ジ・トライの連続が必要です。」

「私の中ではブレーキを踏む
「私は普段から周りのスタッ
自分とアクセルを踏む自分の綱
フに自分の夢を語っています。
引きが常にあります。今回の増
なかなか有言実行とまではいき
築に際しても、隣接地の賃貸駐
ませんが、一歩一歩それを目に
車場を敷地半分の 20 台分を借
見える形で実現していく責務が
り受けるか、全部の 40 台分にす
私にはあります。50 歳を超えて
るかで、判断の綱引きがありま
思うことは、先代の父がそうで
した。私にとってはたいへん大
あったように、自分の生きた証
きな投資事業となりますので、
や意味を確認できる一年一年を
できれば固定費は小さく抑えた
刻んでいきたいと思っています。 いというブレーキをかける気持

ちがありました。反面、ギフト
サロンを増設しカフェの席数も
増え、さらにはケーキ教室も計
画していながら駐車場でお客様
に不便をかけるのでは感動どこ
ろではないではないか、とアク
セルを踏む気持ちがあり、まさ
にふたつの自分の綱引きどころ
か格闘でした。最終的には 40 台
分すべてを借りることに決めま
した。女性が駐車しやすいよう
に余裕を持ってスペースをとり、
ご来店のお客様に喜ばれる当店
ならではのサービスのひとつに
なりました。やはり目標とかビ
ジョンとかの本質を見失わない
意思決定が何より大切だと痛感
しています。同じ理由で今期の
新入社員も 11 人採用し、1 号店
と合わせて 35 人の体制になり
ました。武田信玄の『人は石垣』
ではないですけれど、自分のサ
ービスの協力者を育てることが
できれば人件費もトータルでは
ネックではなくなるでしょう。
軽々しい意味ではなく、そんな
場面での自分の意思決定・判断
のフットワークを持てるように
心がけています。でもまだまだ
弱い自分がいつもいますけれど

ね。
」
「Chef ’s pocket というギフト
サロンを以前のカフェスペース
に作りました。食いしん坊のシ
ェフのポケットからサービスや
新しいブランドがどんどん出て
くるようなコンセプトでそう名
づけました。ギフトサロンの入
口に 160cm の高さの曲面を生
かしたパンチ力のあるアントル
メケースを配しました。その向
かいの一角をお花の全国大会に
出場経験のある近所の先生にお
願いした生花と焼菓子のフラワ
ーギフトバスケットを天井まで
届く大胆なケースに華やかにデ
ィスプレイしています。その奥
にはシェフのポケットのメイン
である『アニバーサリー』のテ
ーマのコーナーがあります。」
「アニバーサリーは 365 日が
ターゲットです。誕生日や結婚
式はもちろんですが、たとえば
『ピアノの発表会の内祝』のよ
うに『ほかの人には些細なこと
でも［私］にとってはとても大
事なことをみなさんにお伝えし
たい、祝って欲しい』というよ

うな時に気軽に贈れるギフトで
す。中元や歳暮も大切なギフト
チャンスですが、お菓子以外の
商品と競合が激しくてお菓子が
主役になりにくいですが、アニ
バーサリーは『肩肘張らない気
軽さ』が大切ですから、お菓子
との相性がとてもいいんですね。
比較的低単価な設定ながらもか
わいらしさが求められると考え
ました。今回は 1000 円未満の
シンプルでかわいい箱入りを 8
種類作り、明るいショーケース
の中にブランド品のごとくぜい
たくに陳列しました。見た目の
価値もぐんと上がり、一箱でも
十分価値があり、数箱詰め合わ
せたらきちんとしたギフトボッ
クスになるように工夫しました。
またショーケースの背面の壁面
には『アニバーサリー』の概念
を伝えるようにイメージを沸き
立たせる写真なども飾り、全体
の雰囲気づくりに配慮しまし
た。
」
「どんなにお菓子がおいしく
ても、どんなにパッケージがよ
くても、接客する販売員が相応
のレベルを持ち合わせなければ

お店自身のステータスは絶対に
上がらないと思います。世間で
一流といわれるホテルのフロン
トマンや航空会社の客室乗務員
が友人におりますので、そうい
うかたにお願いして接遇研修を
してもらいました。誰だって自
分がステキだと思う人やこんな
人になりたいと思う人から教え
てもらったら、楽しいし、うれ
しいし、自然と身につけようと
一生懸命になるじゃないですか。
私自身がそういう機会を作りた
かったし、実際に社員の人から
『とても楽しかった』という声
が聞かれたので、自分の考えが
まちがってなかったことが証明
されたように感じましたね。
」
「講師を引き受けてくれる友
人からは『無料でやりますよ』
と言ってくれたのですが、私は
『とにかく有料でやってくださ
い。お金をとってください。し
かしそれ以上に真剣にうちの社
員を育てることに取り組んでく
ださい』とお願いしました。何
でも同じだと思うのですが、無
料のものには基本的に責任があ
りませんから、教えるほうも教

わるほうも気持ちが入っていか
ないように思うんです。だから
価値あるものや本当に欲しいも
のにはお金をかけなければ本物
にならないというのが私の考え
なんです。そうすると発信側も
受け取る側も真剣になって、そ
ういう中からお互いの本当の利
益が生まれてくるものだと思い
ます。」
「そのように準備してきて
Chef ’s pocket はおかげさまで
全体の 25%〜30%の売上を上げ
てくれています。自分の中では
予想通り、もしくは少し上回っ
てくれたかな、という感想です。
方向性は間違えていなかったと
いう感触を持っています。」
「従来の売場にも手を入れま
した。当店ではメイプルロー
ル・プリン箱入・スフレチーズ
箱入という 3 種類の 1000 円前
後の半生菓子があるのですが、
中でもスフレチーズは味にも自
信がありますし、一番力を入れ
て売っていきたいという思い入
れがあるんです。それを実現す
るには徹底しなくてはいけない

と思います。3 つを同じ空間に
ディスプレイしてもその意志が
お客さんには伝わらないのです。
どれが売りたいかがわからない
から、お客さんはお店からどれ
を勧められているのかわからな
いから伸びないのです。それを
克服するために背の高めのショ
ーケースを作り、それをスフレ
の専用として特化陳列し、同時
にリニューアルオープンセール
に来られた 7000 名様のメンバ
ーズ様に 2 個入りをプレゼント
しました。やはり徹底してやる
とそれに見合った結果がついて
きますね。狙いどおりにチーズ
スフレが育ってくれています。
」
「これには 2 年半前の西神店の
オープン時でのバウムの経験が
役に立ちました。その時は 1000
円台のパーソナルギフトとして
バウムクーヘンを育てたくて、
出店費用の 1/3 をバウムにかけ
ました。オーブン、パッケージ、
サンプル、ショーケースを妥協
することなく準備し、来店のお
客様には 1 週間後からバウムに
のみ有効な金券をお渡しして、
売上構成比 15%を占めるメイン

ギフト商品に育て上げました。
伸ばしたい商品に関してはこの
ような仕掛けをして一気呵成に
伸ばさないと本物にならないよ
うに思います。」

できるように配慮することに何
の躊躇もなかったですね。だっ
て彼らの頑張りがリッチフィー
ルドの新しい大きな魅力を生み
出すのですから・・・。」

を軽減することができます。コ
ンテストの練習が深夜に及んだ
ときに女性社員が宿泊できるよ
うに大き目の浴室を備えたベッ
ドルームを作りました。疲れて
居眠り運転で帰宅するような危
「私は人を光らせるリーダー
「まずオーナーが社員に気を
険を避けることができます。会
でありたいと常に思っています。 遣い、お金を使い、サービスを
議や社内研修が気持ちよくでき
店の支持を増やすには商品力が
すべきだと思います。気を遣う
るように、会議室はちょっとぜ
不可欠ですが、スタッフの潜在
というのは顔色をうかがうとい
いたくに、照明にも気を遣いま
能力をどのように引き出すこと
うことではなく、働きやすいよ
した。でもこういった自分の提
が大きく影響すると考えていま
うに、またひとりひとりの能力
案をスタッフ全員が理解しても
す。おこがましいですが、おい
がよりよく発揮できる環境づく
らえるとは考えていません。10
しいお菓子を作れるリーダーよ
りに配慮するという意味です。
人中 2〜3 人くらいに伝われば
りも人の可能性を引き出せるリ
たとえば冷凍庫の先入先出し作
いいと思っています。尊敬する
ーダーでありたいというのが私
業をする時に、寒いマイナス温
ケーキハウスツマガリの津曲社
の人生の信念です。以前、複数
度の中で奥にある商品を手間を
長から教えていただいた『計算
のスタッフが突然粉アレルギー
かけて外に出してくることがあ
しない計算』を座右の銘にして
になってしまったことがありま
りました。冷凍庫内の作業が健
います。その意味は、まず計算
した。それってパティシエにと
康にいいわけがありませんから、 のない純粋さで相手を思いやっ
って致命的な場合もありますよ
こういう作業負担はなるべく小
た行動をすることからスタート
ね。でも縁あっていっしょにが
さくしていきたいと思うわけで
し、その気持ちが基となってよ
んばってきたんですから、可能
す。今回の新築においては、冷
い形の結果を導き出し、その後
であれば今後も継続したお菓子
凍庫の反対側にも扉をつけて、
リーダーとしてお客様やスタッ
への関わりをかなえてやりたい
入庫口と出庫口を別々にして、
フにさらによいサービスを提供
ですよ。だから今回粉アレルギ
冷凍庫内での作業をやりやすく
できるという好循環を生み出せ
ー対策のために新規施設にチョ
改善しました。ダムウェイダー
るようになる、と理解していま
コレート工房、カフェ工房を増
は大型の台車がそのまま乗せら
す。」
設しました。お菓子作りが大好
れるサイズのものを選びました。
きな彼らがより輝く場所で活躍
これでパートさんの腰への負担
「売上・利益をあげることは

経営者の責務です。でも店側の
利益ばかりを優先しては買い手
が損してしまう店だと思われて
しまいます。かといって浪花節
に流されて利益が上がらなけれ
ば本末転倒です。お客様･スタッ
フに対して進化した提案をして
いくためには、リーダーは心を
持った賢さが必要だと思います。
私はそのような大局観をもって、
どこにも負けない『サービス』
を追い求めて行きたいです。そ
れを支えるのはスタッフですか
ら、まずは社員への配慮からス
タートしていくわけです。また
店舗においては、以前に代済み
のデコレーションケーキの予約
のお客様への受け渡しが、通常
のお客様より遅くなってしまう
という事態が起きてクレームを
受けました。なんとか解決した
いという思いが、ギフトサロン
を作る動機になりました。現在
ではサロンの裏には冷蔵ストッ
カーを置き、引き取り時間の順
番にデコレーションをならべて
対応できるようになりました。
また当社はたいして広さは無い
のですが電話機を 18 台設置し
ています。最高のサービスを目

指すのであれば、お客様からの
電話にはワンコールでとらなけ
ればなりません。可能にするに
は身近に電話機を置く必要があ
るわけです。過剰設備との意見
もありますが、達成したいサー
ビスを実現するための必要投資
だというのが私の判断です。こ
の業界にはおいしいケーキを作
るのが得意な人がいます。お店
を美しくするのが得意な人もい
ます。でも私はできるだけたく
さんのスタッフにサービスの意
味を教えることを得意な人を目
指して今後も進んで行きたいと
思います。
」
「夢はサービス意識を持ち合
わせた一流のスタッフを育てる
ことです。プライドを持てる店
になりたいですし、社員さんに
はプライドを持てる『あなた』
になってほしいですね。近所の
かたがたから『あのリッチフィ
ールドさんでサービスされてい
るんですか』と言ってもらえる
ようになりたいですし、社員や
アルバイトさんの親御さんには
『リッチフィールドなら安心
ね』と言ってもらえるレベルに

なりたいですね。そういうふう
に言われたら誇りに思えるじゃ
ないですか。やはりそういう誇
りが無いとクォリティーの高い
仕事は長続きしませんし、何よ
りもギフトを売りぬくにはこの
『プライド』が絶対に必要不可
欠だと思うのです。」

あ

とがき

今回は福原シェフの多大
なご協力を賜り、実に多くの内
容を書かせていただきました。
通常は 2 枚でまとめさせていた
だくのですが、18 号は 4 枚構成
になりました。みなさまのご負
担を大きくしてしまいお詫び申
し上げます。ただ本文はたいへ
ん内容の濃いものになっていま
すので、繰り返しお読みいただ
ければ新たな発見や気づきがあ
ると思います。
売場づくりの視点から見れば、
ケーキショップでの今後の「ギ
フト」の売り方を示唆するもの
であり、また一番商品を育てる
大胆な売り方のお手本だと思い
ます。生、デコレーション、半

生、焼立て、ライトギフト、ギ
フトというそれぞれの持つ個性
を魅力的に、という売場づくり
の流れを一層際立たせたかたち
になっています。お時間があれ
ばぜひ直接お訪ねいただきたい
お店です。たくさんの示唆や発
見があるはずです。お客様に自
店の主張を伝えきるには人並み
はずれた工夫や努力が必要です。
それをやりぬく福原オーナーの
決断力と店を支えるスタッフへ
の心遣いが最大の原動力になっ
ています。ますますのご繁盛を
お祈り申し上げます。
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