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真のプロフェッショナルの育成。
それがジャパンミートの使命。
Education of professionals

あなたの人生を輝かせる舞台を用意することが、
ジャパンミートの使命と考えています。
ジャパンミートは精肉加工卸業からスタートし、青果・鮮魚・惣菜の専門会社を傘下に
収め、年商１０００億円を間近に控え、茨城を代表する食品スーパーに成長して参りました。
我 社は、品 揃え・価 格・販 売 力・イベント性 の全 てにおい て 、他 社が真 似 のできない
独自性を強く打ち出し、オンリーワン企 業を目指して います 。そのためには我 社に
「この 人 あり」と言 わ れ る人 材 の 育 成こそ が 必 要 だと考えて います 。そ の 証 拠 に
各 部 門 の 担 当 者 は 他 部 門 に 異 動 する事なく、真 のプロフェショナ ルとして 育って
います。社員全員でひとつの目標を乗り越えているのは、だれかが一人で旗振りをして
もできません。それぞれの専門分野に特化した社員一人一人がそれぞれの役割を演じ
切るチームワークの精神が必要です。圧倒的なサービスによる食の販売を通じて、
チャレンジ精神を育み、会社と一緒に成長する人財を求めています。
株式会社ジャパンミート
代表取締役

ジャパンミートグループスピリッツ
プロフェッショナルの育成

人
新たな
食文化の
創造

食
安心、安全な商品

環境
楽しい空間の提供

境

正博

精肉部

精肉部部長

水上 信之

精肉部では「現場第一主義」
をモットーに、
肉の専門店としての強みを最
大限に生かした変化対応型の販売戦略をとっています。一括大量仕入
れによるローコスト化、
品質・価格に裏付けされたＰＢ商品の開発育成、
強化商品による他社との差別化商品を生かした売場展開とこの様な戦
略により、
他社の追随を許さない仕事を日々行っております。

食品部

食品部部長

精肉部次長

村上 賢多

坂本 智幸

弊社は難しい言葉を交わす様な頭の固い企業とは違い、単純明快に
現場第一主義で物事を考えます。本部と店舗の両スタッフが共に需
要の最先端に立ち、
タイムリーに新たな方向性を見出し、即座に現場
で考え実践する。この一連のサイクルを究極まで磨き、多くのお客様
に愛され喜ばれるスーパーマーケットへと進化し続けているのです。
食品部店長

間所 俊二

青果部

青果部部長

大谷 勲

青果部では「対面販売」
を基本にお客様に喜ばれる売場・商品作りを
行っております。仕入面では各市場から毎日、大量に良い商品を買い
付け、
他社よりも圧倒的な品質・価格にて販売しております。本部スタッフ・
店舗スタッフのチームワークも良く、明るく元気な
「八百屋」
です。青果
の販売を通じて、会社と共に自己成長できる事を信念としています。

鮮魚部

鮮魚部部長

小池 教夫

青果部次長

花田 恭平

鮮魚部は、鮮度の高い魚介類の調理加工、寿司の製造販売を中
心に、お客様に安全で美味しいお魚を提供する仕事です。専門性
の高い仕事なので、仕入力・販売力・技術力・管理力を高める事によ
り、
より多くのお客様に支持される様日々取組んでいます。自己成長
のできる鮮魚部で働いて見ませんか。

惣菜部

惣菜部部長

小滝 明信

私達惣菜部はいつでも、仕事の向こうに美味しい食卓を想像してい
ます。健康で楽しい家族を応援します。私達の仕事は「お客様に安
心・安全な商品を提供し、美味しく・楽しく食べていただく事が仕事」

鮮魚部

大西 優平

です。社員全員が常に「楽しい食卓」
を描きながら、共通認識を持っ
て毎日の仕事に取組んでいます。

店舗運営部

店舗運営部部長

広瀬 次雄

商品以外の店舗運営に必要な設備等の販売環境や労働環境を
整備する仕事を担当しています。従業員一人ひとりの評価や人事
異動、採用と教育のサポートをしたり、
お客様からのクレームにも対応
します。成長著しい我社を支える従業員とその設備・環境を整備し、
活き活きとチャレンジできる働き易い職場を日々追究しております。

惣菜部店長

山中 翔
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それは、食と人をつなぐ
総合的フードビジネス
Total food business

精肉卸売り事業からスタートしたジャパンミートグループは、食品スーパー
事業に参入し成長して参りました。共に成長してきた、部門特化型の専門
会社と協力体制を構築し、順調に売り上げを延ばしました。さらに、平成9
年には持ち前の精肉の強みを活かして「焼肉や漫遊亭」をオープンし外食
事業に参入。２０１３年には首都圏で46店舗を運営していたスーパーの
「肉の花正」を子会社化。2014年には、子会社の青果・鮮魚・惣菜部門を
直営化し、経営の合理化と迅速な判断を具現化しています。

株式会社ジャパンミート

株式会社ジャパンデリカ

ジョイフル本田内「生鮮館」
・単独店「卸売市場」
では、精肉・
食品・青果・鮮魚・惣菜を直営で、他社スーパーでは精肉専
門店を展開しています。精肉加工・物流センターを持ち、仕
入れ・加工・物流・販売と一貫したシステムにより、安心・安
全・安価で鮮度の良い商品を提供しています。また、青果・鮮
魚・惣菜部門は専門会社が直営化となったことにより、それぞ
れの専門性を強調した売場を展開し、地域のお客様に支持
いだいております。

お肉のプロであるジャパンミートグループの外食部門として、
そ
の強みを生かした商品やサービスを提供しています。
マーケティ
ングから店舗デザインまで営業に関わるすべてをグループ内で
一貫して行っています。

株式会社パワーマート
北関東を中心にスーパーマーケット「パワーマート」5店を運営
しています。グループの各生鮮専門会社の特徴を最大限に
生かせる店舗運営で、
お客様とのふれあいや商品を通して、
地域のお客様に愛される店舗を目指します。

株式会社 花正
「プロの店」というキャッチコピーで都内を中心に51店舗を
展開。
「肉のハナマサ」
という名のように精肉コーナーが充実し、
卸値に近い価格で販売を実現している。

ジャパンミートグループ事業概要図
他企業専門店
和菓子・洋菓子・お茶・他
精肉部門

食品・日配部門

青果部門

生鮮館

「ジョイフル本田」
キーテナント

株式会社ジャパンミート

鮮魚部門

卸売市場

ジャパンミート
直営店

お客さま

惣菜部門

グループ子会社

パワーマート

株式会社パワーマート

株式会社花正

（株）パワーマート
運営

肉のハナマサ

焼肉や漫遊亭
株式会社ジャパンデリカ

とんかつや漫遊亭

独自の出店形態
ジャパンミートは、ホームセンターの中でも一際専門性の高い品揃えで定評のある東証一部上場企業「ジョイフ
ル本田」内に食品スーパーとして出店しています。他社の追随を許さない、より専門性を高めた品揃えと価格と
販売量により、圧倒的なお客様の支持をいただいております。一方、他社スーパーの精肉専門コーナーを担当
したり、
「卸売市場」のタイトルで単品大量激安店として単独出店して、毎日の冷蔵庫代わりとしての役割を果
たす業態で年々売上げを伸ばしています。
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前線で働いている人が主役になる会社
それがジャパンミート流。
System of evaluation and corporate culture

一人ひとりが安心してチャレンジできる理由
ジャパンミートでは、働いている人一人ひとりが職場の主役になることで想像以上の大きな成果が出せると
信じています。たくさんの人の力でスーパーマーケットは成り立っており、働く人の考えや、経験、能力は多種多様
です。だからこそジャパンミートでは、個人が最大限力を発揮できるよう、指示や命令で働き方を細かく管理
したりしません。業務の基礎はしっかりと教育し、実践では、経験ある先輩スタッフがフェイストゥーフェイス
でそれぞれの思いを受け止め、助けが必要なときにはしっかりとフォローがなされるようサポート体制を構築
しています。そんなサポート体制が、チャレンジ精神を支え、ジャパンミートの成長を支えているのです。

がんばっている人を
見逃しません。
年２回の賞与時評価は上長一人だけで部下
評価を決定せず、本社の各スタッフからも多
角度的に評価をしております。

社員A

組織でおこりがちな
人間関係のトラブルを未然に防ぐ

社員B

社員C

次長

次長

社員D

社員E

次長

社員F

次長

社員G

次長

社員H

社員I

次長

問題発生の予兆があれば、本社営業本部ス
タッフが上司や部下、バイヤー等、多方面か
ら聞き取り調査を行い解決策を探ります。
店長

店舗運営部

店長

各部門バイヤー

営業本部

総括店長

精肉部バイヤー

食品部バイヤー

青果部バイヤー

惣菜部バイヤー

物流センター

物流センター

森 泰彰

小森 和敏

店長

桜井 政宏

伊藤 陽二

茅根 泰之

木内 和雄

鮮魚部バイヤー

石井 晃

採用担当

小林 光男
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基盤があるから、実力が発揮できる。
ジャパンミート本部の業務内容。
Business outline of head office

バイヤーの仕事

・ 他社調査
・ 問屋及びメーカー視察
・ 商品展示会等への参加

先を見据えた品揃えを目指して
小売業では、品揃えが重要なカギを握ります。ジャ
パンミートグループが魅力的な品揃えを提供でき
る背景には、豊富な専門知識をもつバイヤー達の
存在があります。バイヤーという仕事の基本は、
売れ筋の品物を見極め、
リーズナブルな仕入値で
仕入れることです。一歩先を見据えた品揃えと、
品揃えを活かした売場展開で、顧客の購買意欲
を誘います。

・ 衛生/品質指導
・ 欠品対応

・ 販促チラシ作成
・ 売場レイアウト作成
・ 商品規格見直し

バイヤーの
仕事

・ 仕入れ
・ PB商品開発
・ 値入れ試算

・ 販売計画
・ 荒利益/売れ筋管理
・ 人気商品の情報収集

・ クレーム対応
・ 店舗定期評価と
フィードバック

売場展開

PB商品の開発

鮮 度・品 質・価 格・品 揃えを基 本に、

品質の良い商品を少しでもお安く提供

お客様の食のシーンに出会える様な

する為に、
産地・メーカーと直接交渉ま

売場作りや食の提案を想定して展開

たはタイアップする事で、
選りすぐりの

するのが、バイヤーの仕事です。

商品を探し求め開発しております。

経理部（経理課・業務課）

総務部

POP作成

正常な会社経営のために

安心して働ける環境作り

全店舗の販促ツールを作成

経理部のスタッフは、店舗で発生した仕入れ
の支払いや売上高・粗利益高（売上から仕
入原価を差し引いた儲け）の金額を確定し
たり、会社全体の資産管理や資金繰りを業
務とし、正常な会社経営ができる様にしてい
ます。また、
ジャパンミートを含めグループ会
社3社に渡って業務を担当しています。

総務スタッフは、全従業員（役員を含む）の
皆さんが安心して働ける環境作りをサポート
しています。業務内容は、
月例給与計算を
中心に、入退社手続きや社宅の手配・各
種保険の手続きや健康診断の手続き等多
岐に渡っています。また、
ジャパンミートを含
めグループ会社3社の事務手続きを担当し
ています。

ＰＯＰ担 当スタッフは、店 舗で働く販 売ス
タッフの皆様が、お客様にとって買いやす
く・見やすい売場にするために必要な販売
促進媒体の制作を行っています。①販売
促進チラシに基づいた店舗用ポップ作成、
②その他店内表示物の作成、③ネームプ
レート作成、④名刺作成、⑤自店作成ポッ
プのソフト開発、
メンテナンス他
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食品業界を力強く駆け上がる
ジャパンミートグループ
Growing JAPAN MEAT GROUP

激震の食品業界を力強く駆け上がります。
今後の成長の為、出店とともに人財採用を加速させます。
年商１０００億円を間近に控えたジャパンミートは、
茨城を代表する食品スーパーに成長して来ました。
今後は、首都圏を視野にいれて経営の舵をきっております。
そのためには、真のプロフェショナル人財の養成と、
独自のお店づくり、商品戦略に日々取り組んでいます。
食品スーパー・
・
・83店舗

1000

外食・
・
・
・
・
・
・
・
・
・１4店舗

億円

ジャパンミートグループ売上推移
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高い成長率の源泉は独自の企業文化
ジャパンミートは品揃え・価格・販売力・イベント性の全てにおいて、他社が真似のできない独自性を強く
打ち出し、オンリーワン企業を目指し取り組むことで、高い成長率を実現してきました。その成長力の源
泉は、上司が旗振りをするのではなく、社員一人一人がチームワークの精神に則り、それぞれの役割を
演じ切って全社でひとつの目標を乗り越える企業文化です。
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仕事にやりがいを感じている人財こそ、
なによりの財産です。
Senior's voice

現場でチャレンジしつづける「店長」たち
ジャパンミートでは「人」が常に経営の中心に存在します。
やりがいをもって仕事をする社員が数多く働いていることが、なによりの財産です。

総括店長

豊田 雅彦

総括店長には、数値だけではなく、従業員の
表情や仕草を見逃さずコンディションへの気
配りや助言ができる視野の広さが求められま
す。お客様の声、スタッフの意見など、点に
なっている部分を線に結び付けて考え、店舗
全体に関わる様々な案件やトラブルに臨機応
変に対応して行くやり甲斐のある仕事です。

精肉部店長

堀田 幸弘

当社は、売っている商品の商品力は勿論で
すが、お客様もパワフルにお買い物して下さ
います。それを実現しているのは、従業員一
人一人の創意工夫を存分に発揮できる当
社のシステムにあると感じます。工夫して売
れた時の喜びを皆で共有し、失敗を経験の
糧とし、更なる成功を目指しませんか。

食品部店長

間所 俊二

当社の魅力は、入社１年目から仕入れを任さ
れる事で、
誰もが経営者のつもりで働く事が出
来ます。成功や失敗は日々訪れますが、
失敗
を恐れる事はありません。なぜなら、人間力あ
ふれる仲間が常に行動を一緒にしてくれるから
です。会社と共に成長できる環境がここには
あります。是非、
一緒に働いて見ませんか。

青果部店長

本間 竜児

中途入社半年で新店の青果部店長を任さ
れました。経験はありましたが、誰にでもチャ
ンスを与えてくれる会社です。私は今まで培っ
た経験や知識を活かし、皆さんが働き易い職
場環境を作っています。何でも相談ができ、
話し合いながら問題を解決し、笑顔あふれる
職場で楽しく働きましょう。

鮮魚部店長

青木 一真

商 売を行っている以 上 、数 値 管 理は重 要
ですが、当社は数値に捉われる事なく様々な
チャレンジをさせてくれます。物事を多角的に
考える様になり、人間力を高めてくれる会社
です。鮮魚部は、調理等技術・知識を要する
専門性の高い部門ですが、
やり甲斐のある部
門です。一緒にプロを目指して頑張りましょう。

惣菜部店長

山中 翔

調理と接客のどちらもできる仕事に就きたい
と思い惣菜部を希望しました。日々売場のレ
イアウトを変更したり、商品の追加のタイミン
グを考えたりと、
どの様にしたらお客様に喜ん
でもらえるか試行錯誤しています。自分で作っ
た商品をお客様から笑顔で
「美味しい」
と言っ
ていただけるのが、
この仕事の魅力です。

ケーキ担当店長

矢野 美幸

私は、青果部のケーキ部門（不二家FC）
で
ケーキの 製 造と販 売を担 当しています 。
お菓子作りの経験は全くありませんでしたが、
仲間達に支えられ楽しく働き、キラキラした
お客様の喜ぶ顔で毎日元気と感動をいた
だいています。たくさんの可 能 性を持った
皆様に会える日を心待ちにしております。

精肉部次長

村上 賢多

私は高卒で入社して１０年目になります。現
在は精肉部の店長代理をまかされてます。
入社してから失敗の連続でしたが、失敗した
分だけ成長して自信にも繋がっています。当
社は失敗してもチャレンジして努力する事を評
価してくれます。皆さんも失敗を恐れずチャレ
ンジできる当社で一緒に働いて見ませんか。

食を守り、
ひとを育む。
それが、
ジャパンミートの
仕事です。

食べること。それは、
いつの時代も、
命、ひと、暮らしの基本にあるものです。
かけがえのない自然の恵み、
そして、人々の知恵と努力が築いた
豊かな食文化。
食を中心に、私たちは生きています。
だから、
ひとへ、食を。
その安心と安全を守り、お客様へ届けます。
そして、
食で、ひとを。
責任をともなうその仕事は、
ひとを大きく育てます。
食を守り、ひとを育む。
ジャパンミートの仕事には、
たしかな誇りとよろこびがあります。
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出店・営業所エリア
Map of our branches
ジャパンミートグループは、
より一層、豊かな食文化の創造を目指し、
前進を続けております。

日立相田店●
●駒生店
●宇都宮店

●新町店

日立金沢店●
ひたちなか高場店

見川店●

●岩瀬店

●千代田店

●古河店

●石岡東光台店

●古河店
幸手店●

・

つくば学園店●

幸手店●
●さいたま北店

東京瑞穂店●

●荒川沖店
●鹿島店

●守谷店
●竜ヶ崎店

柏店●
●東浦和店
●草加店 千葉ニュータウン店●

●東村山店

千葉ニュータウン店●

●富里店

●八千代店

●おゆみ野店

●君津店

●北海道大曲店

ジャパンミート・ジャパンデリカ 店舗配置図
●ジャパンミート 生鮮館（ジョイフル本田出店）
●ジャパンミート 精肉専門店（テナント出店）

●ひたちなか店

●住吉店
水戸50号店● ●50 号店

●新田店

●入間店

●東海店

●ジャパンミート 卸売市場（単独店）
●ジャパンデリカ（漫遊亭）

