
いつもありがとうございます。 

W13 青果発注書をお送り致しました。 

御注文のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

・測定レポートについて 

昨年 11月末に入社いたしました、 

販促部の吉田紗知子と申します。 

(吉田という苗字ですが、 

社長の親戚ではありません。 

履歴書を送る際に社長のお名前を 

知り、驚いた次第です。) 

 

入社して販促部に所属後、 

少しずつ一連の業務を 

担当させていただいています。 

 

その中で今回は、この発注書にも使用されている、 

「測定」について、書かせていただきます。 

 

定期的にアルファーの取り扱い商品を、 

他の一般商品も比較対照とする目的で測定器などを使用し、 

硝酸態窒素や糖度などを測定、レポートを作成しています。 

結果は社内で共有し、商品の御連絡を頂いた際の返答や、 

この発注書本文などで活用されています。 

 

初め、「販促物をつくる部門なのに科学的な計測？」 

と不思議に思っていましたが、行っていくにつれ、 



この測定が、販促と深く繋がりがある事が分かりました。 

 

測定数値は、商品特徴の裏付けになります。 

例えば、「このリンゴはとても甘いです」 と伝えるよりも、 

「このリンゴは糖度 14度でとても甘いです」  

と数値が入ればぐっと伝わりやすくなります。 

又、実際の見た目や重量感、味なども、文章や写真で記録するので 

POPや販促物を作成するときにも測定レポートが活用されています。 

 

今まで行ってきた測定方法や、結果などの一部は、弊社 HP で閲覧することができます。 

【アルファーHP 理科室】 https://www.alphar-net.com/labo1.htm 

アルファーの取り扱い商品を選ぶ際、参考情報の一つとして活用いただけたら幸いです。 

今後ともよろしくお願いいたします。(販促部:吉田紗知子) 

 

・沖縄県産 特別栽培 塩セロリ たくさんの御注文ありがとうございました  

終了まであと 2 か月弱ありますが、今回の特売はたくさんの御注文を頂けました。 

御注文頂きました企業様・店舗様、ありがとうございます。 

今回の特売では普段の倍以上の御注文を頂けたので 

農家さんともども喜んでいます。 

今回の特売での販売量は農家さんも喜ぶと同時に、驚いていましたので 

いったん、価格は元に戻りますが、この特売価格が定番価格となるように 

農家さんと交渉中です。 

農家さんにもっと企業様・店舗様・消費者様の声を伝えていきたいので、 

今回特売にご協力いただきました企業様・店舗様に取材させて頂く事があれば 

宜しくお願い致します。(吉田麻衣) 

 

・今度の特売は 熊本県産 特別栽培 藤本姉妹の人参です 

https://www.alphar-net.com/labo1.htm


上記のセロリに引き続き、今度は熊本県産 特別栽培 藤本姉妹の人参の特売です。 

弊社では『宮崎県産 特別栽培 風土の人参』・ 

『兵庫県産 特別栽培 博農のフルーツ夢ニンジン』 

それと一番新参の 

『熊本県産 特別栽培 藤本姉妹の人参』の 

3種類の人参を取り扱っています。 

 

どれも自信を持って勧められる人参ですが、 

やはり一番取扱期間の短い藤本姉妹の人参が 

なかなか御注文にはつながりません。 

 

画像を見て頂ければわかりますが、糖度もかなり高く、硝酸態窒素の値も低いです。 

さらに人参そのものも頭の先からつま先までしっかり太く力強いです。 

 

宮崎県産 特別栽培 風土の人参・兵庫県産 特別栽培 博農のフルーツ夢人参に 

負けていない熊本県産 特別栽培 藤本姉妹の人参を 

もっと多くの人に知ってもらいたいので、今回の特売を機に、 

皆様取り扱いの幅を広げてもらえるよう宜しくお願い致します。(吉田麻衣) 

 

・美味しいブロッコリーが揃ってきました！ 



今週から兵庫県のフルーツ夢人参を栽培している博農さんから 

ブロッコリーの取扱が開始になります。 

昨年までは宮崎の野中さんから、世間からブロッコリーが無くなるタイミングである、 

4月中下旬から 5月下旬ころまでの短期間での取扱だけとなっていました。 

しかし、今年は 1月下旬から長崎県から取扱が始まり、少し間が空いてしまいましたが、 

今週から兵庫県から、これまた美味しいブロッコリーが始まります。 

これでアルファーのブロッコリーは、1月ころから 5月ころまでを 

3産地を間が少し空いてしまうかもしれませんが、リレー出来るようになりました。 

しかも、これから始まる兵庫県も 4月から始まる宮崎県もどちらも 

今回人気が爆発した長崎県のブロッコリーの品質・味に全く劣ることはありません。 

 

是非、5月下旬ころまでのブロッコリーはアルファーに任せてください。(有安海) 
  



・4月の月間テーマ【花粉症対策】 「食事で 脱 鼻ムズ」 

大変遅くなり、申し訳ございませんが、4月の月間テーマの御提案です。 

コロナの流行で、外出を控えるムードとなってはいますが、 

それでも、だんだん暖かくなってきて、外出しやすくなってきています。 

しかし、この季節、多くの人を悩ませている症状がありますよね。 

そう、花粉症です。 

鼻水やくしゃみなど、辛いアレルギー症状に悩まされる日々を 

過ごされる方も多いと思います。 

長くなりましたが、「食」の改善で身体の機能を整え、快適な春を過ごせるように、 

今回のテーマの御提案です。 

 

今回、ピックアップしているのは、『大葉』 と 『玉ねぎ』 です。 

過去に何度も販促物で打ち出しておりますが、 

大葉は本当に、薬味で食べるだけでは勿体ない野菜だ と思っています。 

β-カロテン、ビタミン C、ビタミン E、ポリフェノール等...挙げるだけでも、 

正に栄養の宝庫であると分かります。 

これらは、アレルゲンに対して、身体が過剰に反応しないように、 

免疫機能を正常に保つのに役立ちます。 

パネル内でも紹介しておりますように、肉類と組み合わせてメインディッシュに、 

またはジュースにして飲むのもオススメです。 



弊社が取り扱っております 「宮崎県産 特別栽培 誠の香り大葉」 は、 

それらの料理にもピッタリな自慢の商品です。 

ぜひ、売り場に取り揃えて頂ければと思います。 

 

続いて玉ねぎですが、含まれるケルセチンは、血液をサラサラにする  

ことで知られています。 

また、ケルセチンは粘膜の保護や、アレルギー反応の元である、 

過剰なヒスタミンの抑制にも役立ちます。 

玉ねぎは、「長崎県産 特別栽培 なんぶ新玉ねぎ」 が 4月から登場予定です。 

 

これまで述べたことを覆すわけではありませんが、「食」による完璧な対策は難しいものです。 

しかし、その「食」によって、私たちの身体は作られていることに変わりはありません。 

花粉症に限らず、日々を健康に過ごし、楽しむこと。 

また、「食」 自体を楽しむこと。 

そのお手伝いが出来れば、光栄です。(販促部：渡部智加) 

 

・とても大切なお話し 

 今年の 1月末から弊社との取り組みを始めて頂きました、 

 京丹後市の 『株式会社にしがき』 さんから頂きましたメールを、 

許しを得て転載させて頂きます。 

 

 にしがきさんは、スーパーマーケット事業部、介護事業部、グランピング事業部の 

3事業部で構成されています。 

 最近、このグランピング事業部で私たちの仲間の間でも有名になって来た企業さんです。 

 このスーパーマーケット事業部の青果部門さんとは、 

毎週一度の Zoom打合せをさせて頂き、 

 沢山の示唆を弊社に与えて頂いている企業さんです。 



 その、事業部長の井上和徳さんとは、特に親しくさせて頂いています。 

 

 定期 Zoom とは別に、私たちだけで定期的に Zoom でお話ししましょうか？ 

 と、提案させて頂きましたところ、『 Zoom では後から振り返ることが出来ないので』 

 『出来ましたら、記録に残るmail の交換をして頂けませんか』 との事で、 

 毎週定期の Zoom商談の後や、何か特別な動きの後には、 

必ず双方の感想を交換させて頂いています。 

 先週、地域の活動についての成功事例が過去にありますと、送って頂いた内容が、 

 今、みなさんの企業で取り組まれている、或いは 

今後その企業方針・戦略として採択されている Community の、 

 地域貢献の一例として、とても大切な事柄に思えましたので、 

 みなさまにとっても、参考になるのではと思いました。 

 

 ・・・・転載始め 

 略 

 話は変わります。 

4 年前になると思いますが、私が販売促進課 課長時代に 

地元警察の京丹後署の交通課と話しているときに、 

「最近年配者の事故が多くて困っている。特に夜間に 

歩行者が被害に遭うことが多くて。反射材でも配ろうかと 

思っているんですが、他に何かいい案ないですかね」 

と相談を受けました。 

どうせなら話題になる方が意識が高まるだろうと考え、 

お買物清算時に反射材を身につけている方は、スタンプが溜まり 

満点(30 個)貯まると、ポイント進呈する企画を考えました。 

『京丹後署・にしがき合同企画  つけたら良いことスタンプラリー』 

と銘打ち、チラシや店頭で告知しました。 



これは見事に当たり、近所の 100 均ショップから反射材が 

売れすぎて無くなる現象が起きました。 

（最初から自社で仕入れて売れば良いのに、ここら辺が私の至らぬ所です） 

 

スタンプラリー参加人数は失念しましたが、 

京丹後の店舗では客数と売上増にも繋がり、 

何よりも嬉しかったのは、その年の京丹後署管内の事故率が 

前年の 60％もダウンして、地域の安全に貢献できたことです。 

私の誇りになる企画だったと、今でも思っています。 

 

ちなみに、これは京都府内でも話題になり、 

「いったい京丹後管内で何が起こってるんだ？」と 

京都府警察のお偉い方から京丹後署の署長が本署まで呼び出され、 

その後、弊社が表彰されました。 

私が発案者でしたので、当初は上層部から反対されましたが、 

信念をもって強引に進めた結果、 

表彰式では当時の上層部が我が物顔で表彰と取材を受けていたので、 

「何だかなぁ～」と笑えたのを覚えています。 

 

今、販促課とタッグを組んで新たな地元応援の企画を２つ進めています。 

地元の方が楽しんでもらえる、そして我々も楽しめる企画になるハズです。 

長くなりますので、またご報告致します。 

 

京丹後が「何もないけど豊かな地域」になれるように、 

にしがきがその一役を担って地域の誇りと思って頂ける様に 

微力ながらスピード感をもって進めて行きます。 

 略 



・・・・転載終わり。 

 返信の内容の一部転載です。 

 略 

 ・・・・・転載始め 

 ひとりでも多く、『にしがきの仕事の目的は何なのか』 を理解し、 

それを自己の目的化できるひとを増やす事が、 

私の現時点で目標としている事です。 

 

『株式会社にしがき』 に自己の目的があるのではなく、 

店の所在地の地域が暮らしやすく、魅力的な社会に如何に出来るかを、 

目的化できる人材が、自己の自己実現のステージである会社を発展させる 

人材だと思います。 

 ・・・・・転載終わり 

 略 

 こんなメールの遣り取りが、出来る事自体が幸せなような気がします。 

 

新登場 

           熊本県産 特別栽培 吉田さんの不知火 

           熊本県産 特別栽培 吉田さんのレモン 10kg 

           兵庫県産        博農のブロッコリー 

商品案内変更 

           兵庫県産        養父養生にんにくM・・・産地在庫少量あるので 

一時再開。数に限りがございます。 

           熊本県産 特別栽培 吉田さんのスイートスプリング・・・終了間近 

           山形県産        遠藤さん達のキクイモ 

           北海道産        和田さんのインカのめざめ・・・在庫僅少 

           熊本県産 特別栽培 藤本姉妹の人参・・・特売 



           熊本県産        河野さんのとまと・・・2玉 p値下げ 

           愛媛県産        岡野さんの瀬戸内レモン・・・再開 

           熊本県産        木下さんの濃厚ミニトマト・・・一時値上げ 

           宮崎県産 特別栽培 誠のミニトマト小鈴・・・一時値上げ 

終了 

           宮崎県産 特別栽培 山内さんの新玉ねぎ 

山口県産       岩国レンコン 

           徳島県産 特別栽培 佐々木さんのレンコン 

           鹿児島産        高橋さんの新じゃがいも S サイズ・・・2L サイズは在庫あり 

奈良県産        益田さんのあんぽ柿 

４月新登場予定 

           沖縄県産 特別栽培 粟野さんのスナックパイン・・・w15予定 

           沖縄県産 特別栽培 粟野さんのピーチパイン・・・w15予定 

           長崎県産 特別栽培 なんぶ新玉ねぎ・・・w15予定 

           宮崎県産 特別栽培 誠のブロッコリー・・・w16予定 

              米国産 有機栽培 Organic樹成り熟成アボカド・・・w18予定 

5月新登場予定 

           宮崎県産 特別栽培 風土の土付きラッキョウ・・・ｗ19予定 

           淡路島産 特別栽培 伊吹さんの玉ねぎ・・・ｗ20予定 

           山形県産 特別栽培 遠藤さん達の行者菜・・・ｗ20予定 

           淡路島産 特別栽培 伊吹さんの白玉ねぎ・・・ｗ21予定 

           兵庫県産        養父養生生ニンニク・・・ｗ22予定 

 

それでは、今週も御注文のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

有限会社アルファー 

吉田清一郎 


