
地域の生産者の方と新鮮で安全な
食品の提供に取り組んでいます。
　平和堂は地域に密着した企業として、地元で生産された野菜
を販売する売場を設け普及に貢献しています。
　「地場野菜コーナー」設置店舗は2017年度より6店舗増えて
（昨年より７店舗増、１店舗減）136店舗となり、内93店舗がセ
ンターを使用しない直納野菜コーナーです。

　生産者が好きな商品（加工品も含む）を持ち込み、
値段を決めて販売できるうえ、個人生産者が特定で
きるインショップ化の導入にも力を入れており、69
店舗まで拡大しました。
　2018年度は、秋の天候災害や冬の重量系野菜の
相場が下回ったことで、仕入額が前年比98.5％の
36億9,500万円でしたが、インショップの売上げは
6,100万円（前年比116％）まで伸びました。

よい品を販売します
平和堂は、品質がよい、安全な商品を販売するのはもちろん、
社会や環境に貢献するような商品のラインナップを拡充しています。

地産地消の推奨

近江の魅力、発見

▲JAグリーン近江さんのインショップ売場
  （フレンドマート五箇荘店）

▲花様ファームさんのインショップ売場
　（アル・プラザ瀬田）

　平和堂では「Oh！みごとしが」のリーフレットを発行し、それに
合わせたキャンペーンを実施して、近江の魅力を再発見、地産地消に
繋げる取組みを行っています。
　｢びわ湖の日※1｣に合わせて、滋賀県内の店舗で「しがっこ　Oh！
みごとクイズ」を実施し、小学生のお子様にご参加いただきました。Oh! みごとな魅力をより知っていただ
くために、滋賀県のお米「みずかがみ」や湖魚の加工品などを題材にしたクイズが出題され、滋賀県の素
晴らしさを伝えました。また、景品にはびわ湖のヨシで作ったノートをプレゼントしました。
　秋には平和堂旅行センターオリジナル商品「じもとりっぷ」の紹介に加え、秋を満喫できる県内の観光
スポットも掲載し、地域の魅力発信にも力を入れました。
※1　「びわ湖の日」
滋賀県では1981年に琵琶湖条例の施行 1周年を記念して、7月1日を「びわ湖の日」と決定しました。

2018年度の「Oh!みごとしが」は、昨年度以上に滋賀県の
Oh!みごとな魅力を発信しました。

創造のハト平和堂のCSR活動 Soo

　地場野菜コーナー設置に際し、基本持込
みを優先し、その中でもインショップ化を進
めています。インショップ化にすることで野
菜果物だけでなく、生産者が作った農産加工
品も幅広く扱うことができやすくなるので、
お客様にご好評いただいております。

生産者、消費者の双方にとって
メリットであるインショップの展開

生鮮食品事業部　青果課   箕浦 啓太

バイヤーの声

創造のハト

　平和堂では、2010年より野菜売場の商品加工過程で発生した野菜くず
や販売期限切れの廃棄食品などを、契約工場で堆肥としてリサイクルして
います。この堆肥を使って野菜を栽培し、再び店頭で販売するという食品
リサイクルループを利用した「循環エコ野菜」の取組みを推進しています。
　2018年度は、夏場の天候不良により主力商品であ
るかぼちゃの売上げが半減、また秋冬物の相場安で白
菜の出回りが多く、販売数量は伸びましたが、販売額
は下回り1億1,026万円（前年比81.5％）となりました。

食品リサイクル（循環エコ野菜）

食品リサイクル率を向上させ環境負荷低減
の野菜販売を推進しています。

野菜品目野菜品目
● ブロッコリー
● なす
● ニンジン
● かぶら

● かぼちゃ
● えだまめ
● 玉ねぎ
● ばれいしょ
● 白菜
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▶「循環エコ野菜」年間販売額の推移

2017

（百万円）

（  ）内は循環エコ野菜品目数

（18）

● ミニトマト
● さといも
● 小松菜
● 金時草
● 春菊

● 大根
● グリーンリーフ
● キャベツ
● みずな

　平和堂ストアブランド「E-WA！」は、誰もが「おいしい」と感じることを基
準に、素材や製法にこだわり、可能な限りお求めやすい価格で、お客様に「こ
んな商品欲しかった！」と思っていただける商品をコンセプトに開発していま
す。また、お客様のご要望を受けて新商品が生まれることもあり、年々アイ
テム数や販売額も増え、ストアブランドとして着実に成長しています。

　2018年度は週トククーポンを通じ
て、まだお試しいただいていないお客
様にも、実際にお試しいただけるよう
な取組みを進め、クーポン利用での
実績は2億7千万円となりました。
　また、毎月18日は「E-WA!」商品を
ご紹介する日と定め、クッキングサポートと連携して「E-WA！」のおい
しさをより引き出すメニューを提案して、多くのお客様に商品の良さを
味わっていただいています。
　さらに昨年同様、「You Tube」に担当バイヤーが出演したほか、
「Vチューバー　鳩乃幸」による商品紹介も行い、お客様に商品の魅力を
発信しています。

平和堂ストアブランド「E-WA!」

E-WA!の知名度上昇中

お客様サービス室に届いた声
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▶「E－WA！」 年間販売額の推移
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（　）の数字は取扱品目数

「E -WA! 」商品へ平和堂のこだわりと
愛情を込めてお届けしています。

味がおいしく、よけいな物が入ってい
ないので、安心して口にできます。

日付が3日目に店頭に並ぶのはすご
い。安心安全を感じます。しかも低
温殺菌でこの価格は安いですね。

　平和堂独自の開発品で、ど
の商品もコンセプトがはっき
りしており、お客様にもおす
すめしやすいです。

バイヤーの声

一般食品事業部 日配品課 
簗脇 裕信

▲クッキングサポートとの連携による商品PR

▲週トククーポンで「E-WA!」
　をおすすめ

▲「Vチューバー 鳩乃幸」も「E-WA！」を紹介

E-WA!低温殺菌牛乳

E-WA!長時間発酵ヨーグルト
「E-WA!」商品の素晴らしさをPR

百万円

百万円
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　28店舗で営業している「平和堂旅行センター」（下段に記載の一覧参照）では、旅に関するお手
伝いを通して地域の健康と活性化に貢献できるよう、さまざまな商品を提供しています。その中
でも、地域の魅力を伝える2種類の「平和堂のまちあるきツアー」では、地域とのコミュニケーショ
ンを深め、文化交流を推進しています。

１．じもとりっぷ ※1

　平和堂旅行センターの各営業所スタッフが地域情
報を収集し、平和堂が立地している地域を「じもとガ
イドさん」と一緒に歩くツアー。

２．歩こう！ビワイチ
　びわ湖を取り囲むJRの駅から駅の定番・穴場観
光スポットを「じもとガイドさん」のお話を聞きな
がらまちあるきを楽しみ、びわ湖一周を目指してい
るツアー。

※1「じもとりっぷ」は、株式会社平和堂の登録商標です。

　「じもとりっぷ」は、普段は見過ごして
しまうような風景や生活を体験できるこ
とが最大の魅力です。地元名産のおいし
いお土産付きのツアーや、船に乗る、路
面電車に乗るツアーなど、さまざまな趣
向を凝らした企画があり、それぞれの地
域の良さを発見し、地元の人のようにそ
の土地を楽しめるものになっています。

旅を通じて地域貢献

創造のハト

地域に密着した旅のお手伝い平和堂旅行センター
～「旅のチカラ」を通じた地域貢献～

　企画を設定するにあたり、ぜひ知っていただきたい、体験いただき
たい内容を盛り込みました。私たちと一緒に新しい発見をして欲し
いという願いを込めています。
　「じもとガイドさん」も同行するため、地元ならではの楽しい話を
聞きながらゆったりとした旅を満喫いただけます。
　秋以降（10月～3月出発）のツアーは8月中旬に発表させていただ
く予定です。

地域密着を目指したまちあるきの商品企画を

スタッフの声

　知らない土地を歩いてめぐるウォーキング
は毎回いろいろな発見や刺激があって楽しん
でいます。特にびわ湖を視界に入れての
ウォーキングは心が解放されます。
　季節に応じた陽ざしを浴びながらのまちあ
るき、素敵な仲間との出会い、「じもとガイド
さん」の説明もあり、毎回充実した旅を堪能しています。
　地元ならではの昼食とお土産もいつも楽しみにしています。

「歩こう！ビワイチ」まちあるきツアーの魅力とは

参加者の声

「歩こう！ビワイチ」進捗MAP
(2019.4 月末現在 ) 　「歩こう！ビワイチ」は、昼食と地元のお土産が付いて、旅行代金が

3,000円前後のお手頃な価格となっており、リピーターの方も多いツ
アーです。 
　2017年3月にJR南彦根駅から彦根駅の区間でスタートし、2020年
7月のゴールを目指し、2019年4月末現在JR湖西線唐崎駅まで歩い
てきました。また2019年3月には南彦根駅から2周目をスタート。
1周目と2周目の同時参加で早くびわ湖を一周していただくことが
可能となりました。初めての方でも気楽にご参加いただけます。 ▲「歩こう！ビワイチ」実施の様子

小野駅～堅田駅間（2019年の2/27・3/8・3/14実施）に▲▶
ご参加いただいた皆様

びわ湖

「歩こう！ビワイチ」１周目
（2017年3月にスタート）

「歩こう！ビワイチ」2周目
（2019年3月にスタート） 1

2

34

5

6
7

9

8滋賀  ❶ アル・プラザ長浜
  ❷ ビバシティ平和堂
  ❸ アル・プラザ八日市
  ❹ アル・プラザ近江八幡
  ❺ アル・プラザ野洲
  ❻ アル・プラザ草津
  ❼ アル・プラザ水口
  ❽ 平和堂あどがわ店
  ❾ アル・プラザ堅田
富山  ⑩ アル・プラザ富山
  ⑪ アル・プラザ小杉
石川  ⑫ アル・プラザ津幡
  ⑬ アル・プラザ金沢
  ⑭ アル・プラザ小松

福井  ⑮ アル・プラザ鯖江
  ⑯ アル・プラザ敦賀
京都  ⑰ アル・プラザ亀岡
  ⑱ アル・プラザ醍醐
  ⑲ アル・プラザ宇治東
  ⑳ アル・プラザ京田辺
  ㉑ アル・プラザ城陽
  ㉒ アル・プラザ木津
大阪  ㉓ アル・プラザ枚方
  ㉔ アル・プラザ香里園
  ㉕ アル・プラザ茨木
兵庫  ㉖ アル・プラザつかしん
岐阜  ㉗ アル・プラザ鶴見
愛知  ㉘ 平和堂江南店

・鏝絵（こてえ）のまち旧北陸道宿場町「小杉」の面影をたどる（射水市）
・びわ湖に浮かぶ秘境の島「竹生島」を訪ねて（高島市・長浜市）
・古地図で巡る幻の彦根城外堀ツアー（彦根市）
・歴史街道美濃路を歩く、
  萩原宿から起宿（一宮市）
・幸せを呼ぶハートの窓「正寿院」
  と日本緑茶発祥の地をめぐる
  （宇治田原町）
・交野の歴史散策　七夕ゆかりの
  織姫の里へ（交野市）

設定ツアーの一例

「じもとりっぷ」実施の様子▶

平和堂旅行センター各営業所長▶

91 ～※平和堂旅行センター　　　　 
   （滋賀県内）
※びわ湖一周は約200km
※イメージ図のため場所は正確ではありません

じもとりっぷ

「歩こう！ビワイチ」
あなたの街の平和堂旅行センター
～以下の28ヶ所で営業しています～

(2019.4 月末現在 )

まちあるきツアーのみならず、パッケージツ
アーのご案内、地元の自治会・ＰＴＡのお集ま
りや子供会などのグループ旅行を含め、さまざ
まな旅のお手伝いをさせていただいておりま
す。

余呉

木ノ本

高月

虎姫

長浜

田村

坂田

米原

彦根

南彦根

河瀬

稲枝

能登川

安土

近江八幡

篠原

野洲

守山

栗東

草津

南草津

瀬田石山

膳所

近江舞子

比良

志賀

蓬莱

和邇

小野

堅田

おごと温泉

比叡山坂本

唐崎

近江塩津永原

マキノ

近江中庄

近江今津

新旭

安曇川

近江高島

北小松

大津京

大津
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