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JSERA・日本スポーツ用品協同組合連合会　
理事長　土 赤 光 宏

我が国を脅かしている新型コロナウイルス感
染症は他人ごとでは有りません。どうか自分
たちでの防止策を一番にお願い致します。2020
年は、日本社会が大きく変わろうとしています。
私たちスポーツショップにとっても売り方や働
き方が大きく変わろうとしている重要な年であ
ります。すでに売り方には、モノ売りとコト売
りを組み合わせて自店なりの工夫をしてショッ
プ創りを始めた方。更には、視野を広げた店づ
くりをして見える方も。働き方としては、開店
時間の変更や定休日を増やしたりして自分のた
めの時間活用をしだして生き方を変えている方
もいらっしゃいます。今回は自身も、教わった
り調べたりして始めて分かった事が多く有りま
した。そこで、今年何が変わるのか 10 項目挙
げてみました。
①「体育の日」は「スポーツの日」に改めら
れ、2020 年に限り７月 24 日になる。
②今シーズンからアマチュア野球捕手（審判）
マスクに SGマーク付き使用の義務化。
③キャッシュレスポイント還元事業は、６月
迄で終了。
④働き方改革による時間外労働時間が４月か
ら施行。
⑤ 2020 東京オリンピック・パラリンピック
は、７月 24 日から開始。

⑥水銀灯の製造が中止になり、蛍光灯の生産
も大手企業は生産中止を発表。
⑦受動喫煙法が成立した事で、屋内施設での、
原則禁煙実施が４月から始まる。
⑧プラスチック製買い物袋（レジ袋）の有料
化が７月からスタートする。
⑨小学５年生から「英語」が教科化となり、
小学３年生からは必修となる。
⑩ JSERA 役員改選が 10 月 21 日富山県で行
われ定時総会で決まる。

私たちに関連した 10 項目を挙げさせていた
だきましたが、皆さんは幾つご存じでしたで
しょうか。
JSERA としては、この様な必要としている
情報を、タイムリーに上手くお伝えして行ける
よう考えております。
上記の一つに、JSERA 役員改選とあります
が、一期二年と定款での決め事となっておりま
す。本年も各ブロックから選出された方たちと、
組合員を代表して役員を務めていただく方たち
で役員構成されます。現在の方たちも JSERA
への思いを強く持っている方たちばかりです。
そうした方たちとのご縁で JSERA は、より良
い組織として歩み続けて行く事が出来ます。そ
して、組合員の皆さまと共に希望の未来を作り
上げて行かせていただきます。� 拝
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　　出席者数：�理事長本人出席	 44 名
	 理事長代理出席	 2 名
	 相談役	 1 名
	 来　賓	 1 名
	 オブザーバー出席	 7 名
　� 理事・監事出席� 6 名
　� 合計� 61 名� 出席

進　行　：治郎丸専務理事
＜開会の辞＞	 辻川副理事長
＜理事長挨拶＞	 土赤理事長

�• 2020 年、国はレジ袋の有料化、働き方改革や
6月で終わるキャッシュレスポイント還元制度な
ど、私たち中小スポーツ店にとって他人事で
は無い年です。必要な情報提供ができる様努
めます。

＜委員会活動方針＞
１．活性化委員会	 美馬委員長

�• スポーツ用器具管理アドバイザー及び㈱ GRIP
商品について
�• ボールを贈ろう事業の名称変更及び実施時期の
報告

１．共生委員会	 早川委員長
�• 育成部会実施の報告

１．広報委員会	 辻川委員長
�• メールで情報を流したいので、再度メールアドレ
スの登録のお願い�

１．事業委員会	 岸田委員
�• 伊藤超短波「AT‐mini」の説明
�• レジ袋有料化に伴うJSERAショッピングバッグ
の対応について

１．会　計	 堀田理事
�• 三大大会開催県には頑張っていただきたい�

１．総務委員会	 治郎丸専務理事
�• キャッシュレス決済について

�• 卓球大会売店について
＜新理事長紹介＞

�• 7名の方の新理事長を紹介しました。
＜各ブロック報告＞
１．北海道・東北ブロック	 早川会長

�• 毎年全国理事長会議の前日に役員会を実施して
いる。
�• 今年は 7月14日札幌にてブロック総会を開催す
る。

１．関東・甲信越ブロック	 坂下会長
�• 昨年茨城県にて国体開催。グラウンドゴルフは
正式種目では有りませんが、本大会より正式種
目同様の契約をJSECとする事になりました。

１．中部ブロック	 堀田会長
�• 本年のブロック大会は富山県で行う。全国大会
に合わせて実施する事にしました。
�• 全国中学校体育大会に向けて取り組んでおりま
す。

１．近畿ブロック	 尾川会長
�• ティーボールに重点を置いている。実施県には
補助金を出している。現在３県が実施している

１．中国ブロック	 河上会長
�• 5月22日岡山県でキャッシュレス勉強会実施
�• 11月16日山口県青年部によるゴルフコンペを実

全 国 理 事長 会 議

令和元年度　第２７回全国理事長会議報告令和元年度　第２７回全国理事長会議報告
日　時：令和２年２月４日（火）　　13：00 ～ 17：00
場　所：ニューオーサカホテル　３階　「淀の間」
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施
�• 11月26日岡山県にてブロック総会を開催

１．四国ブロック	 美馬会長
�• 全国大会を愛媛県にて開催
�• 今年は愛媛県の同じ会場にてブロック総会を開
催する

１．九州ブロック	 丸山会長
�• 育成部会員1名を決定した
�• 2ヶ月に1回理事会を実施
�• 宮崎県でママさんバレーボール大会を32チーム
にて開催
�• 昨年は南九州でインターハイ、今年は鹿児島県
で国体を開催

＜キャッシュレス決済の取り組みについて＞
�• 昨年 10月から1月20日現在で 67 社が JSERA
紹介による楽天ペイ使用店として成立した。
�• 早くから県独自に進めていた埼玉県とキャッシュ
レス勉強会を実施した岡山県からの意見を聞き
ました。

＜報告会＞	 １４：００～１４：３０
①キャッシュレス決済集客勉強会の開催
� � � � � （岡山県：茂成　潤）
②若手従業員　処遇改善計画

� � � � � （山口県：愛屋雄希）
③子供たちにスポーツのすばらしさを！
� � � � � （沖縄県：新本　光）
＜研修会①＞	 １４：４０～１５：２０

テーマ　『育成部会アンケートの説明と現状報告』
� 早川副理事長・平川理事・篠原理事
＜研修会②＞	 １５：３０～１７：００

テーマ『スポーツ用器具管理アドバイザーについて』
� 重森専門委員
テーマ『体育館床用メンテナンス剤について』
	 � ㈱GRIP　猪俣氏
＜閉会の辞＞	 辻川副理事長

　「今始めよう新しい風を近畿（あなた）に！
　　　　　　スポーツに夢、人に感動、組織に力」
のスローガンのもと　滋賀県スポーツ用品協同組
合主管にて 11 月 19 日　滋賀県大津市　ピアザ淡
海で行いました。
　平成 30 年度　事業報告、決算報告、監査報告、
ブロック役員改選、令和元年事業計画、収支予算
が審議され全員一致で承認されました。平成 30
年度の会員数は滋賀 19 名、京都 22 名、大阪 43 名、

兵庫 47 名、奈良 16 名、和歌山 19 名、総数 166 名。
令和元年度の会員数は滋賀 18 名、京都 20 名、大
阪 40 名、兵庫 42 名、奈良 16 名、和歌山 19 名、
総数 155 名で事業を行います。
　各府県組合の活動内容、近況報告を頂き総会を
閉会致しました。続く三層研修会では御来賓にス
ポーツ用品卸商業組合理事長　佐々木　恭一様、
関西スポーツ用品工業協同組合専務理事　坂本　
滋冶様、日本スポーツ用品協同組合連合会理事長

ブ ロック 大 会 報 告

平 成３０年 度
近 畿ブロック 協 議 会 定 時 総 会 報 告

近畿ブロック協議会　　　　

会長　尾 川 一 郎
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　令和元年度�第 21 回 JSERA 中国ブロック協議
会定時総会を 11 月 26 日（火）に岡山県運動具商
協同組合の主管の下、TKP ガーデンシティ岡山
に於いて開催致しました。来賓として東京スポー
ツ用品工業協同組合・羽田野洋副理事長、スポー
ツ用品卸商業組合・出野正昭副理事長、JSERA
土赤光宏�理事長の３名の方々にご出席頂きまし
た。来賓 3 名、メーカー・卸し計 11 社・11 名、
各県組合員 21 名と研修会講師の岡山リベッツ（T
リーグ）社長、羽場　誠様を加えた総勢 34 名の
大会となりました。
　定時総会では主管県茂成理事長挨拶に続き、土
赤光宏 JSERA 新理事長にご祝辞をいただきまし
た。その後、議事に入り平成 30 年度事業報告・

決算報告並びに監査報告が行われ、引き続き令和
元年度事業計画・予算案が全会一致で承認されま
した。その後 JSERA 育成部会の経過説明があり、
実際に活動を始めている山口県組合の愛屋雄希青
年部長の方から、第１回事業内容について報告が

ブ ロック 大 会 報 告

第 2 1 回  
中国ブロック大会の報告

中国ブロック協議会　　　　

会長　河 上 年 博

　土赤　光宏様のご臨席を賜り、来賓代表として
佐々木　恭一様に御挨拶頂きました。
　「夢を実現するために大切なこと」というテー
マで、滋賀県野洲高校サッカー部総監督　山本　
佳司（野洲高校教頭）先生に御講演頂きました。
　思いのない人にはチャンスは来ない。目指さな
い人にはゴールはできない。夢をかなえた人は、
夢をあきらめなかった人。乾　貴士選手（バイエ
ルン）の話を例に夢をかなえる人とはどういう思

考、習慣、環境であるかをお話しいただき、私た
ちスポーツ業界の今後の在り方のご提言も頂きま
した。
　たくさん勉強をさせていただき有意義な時間を
過ごすことができました。
　三層懇親会では坂本滋冶様による乾杯の御発声
で始まりメーカー、卸、小売、三層の懇親を深め
ることが来たと思います。
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　JSERA 九州ブロック協議会定時総会が、大分
県スポーツ用品協同組合の主管により令和１年
11 月５日（火）大分市レンブラントホテル大分
において開催されました。（大分市田室町９番 20
号）
　会場は大分市内でアクセスの良い場所です。大
分県組合の皆様の心使いに感謝申し上げます。
　九州ブロック内での総会開催主管県の決定の在
り方を紹介させて頂きます。場所は反時計回りに
開催県並びに主管県組合が各県を移動していく形
での開催予定となります。前年度は宮崎県、本年
度大分県、そして 2020 年は福岡県、佐賀県、長
崎県の順番で開催予定でした。

　しかし 2021 年全国大会の協力ブロック・開催
県が九州となり全国の各ブロック、メーカー様、
卸様の利便性に鑑み九州ブロック大会を 2020 年
佐賀県、2021 年福岡県で開催する事とブロック
役員会で変更を決定しました。2021 年全国大会
は福岡県で開催となりますのでご記憶宜しくお願
いします。
　全国理事長会議でのブロック報告で申し上げて
おりますが、２か月に１回開催されるブロック役
員会の中で、開催県は進捗状況の報告をし、一方
で他県組合も参加者の実数を求められ、情報と問
題点の共有ができます。問屋メーカー来賓の方々
への案内状発送など総会出席者の把握、確保とい
う観点からもこのやり取りでの積み上げが必要と
思います。
　ところで、九州ブロック総会の参加者数ですが
７～８年前までは 100 人を目安としていました。
その後減少に転じ鹿児島大会 80 名、宮崎大会 74
名、この大分総会では 69 名でした。組合員の減
少がここにも表れているようです。
　九州の業界団体として以前はメーカー、卸それ
ぞれの団体がありましたが現在では１つに集約さ

ブ ロック 大 会 報 告

九州ブロック大会の報告

九州ブロック協議会　　　　

会長　丸 山 　 修

なされました。更に各県理事長から現状が話され
総会を閉じました。次の三層協議会では来賓挨拶
の後、研修会に入りました。講師に岡山リベッツ

（T リーグ）羽場誠社長を招き「岡山リベッツの
挑戦」という演題での講演いただきました。新し
い視点での内容もあり非常に参考になった研修会
となりました。
　懇親会は会場を茂成岡山県理事長肝いりのお店
“アカバナ” に移し拘りのお料理に舌鼓を打ちま
した。会の途中に東京オリンピック記念事業ペア

招待券の抽選を中国５県の理事長が行い、見事広
島県の渡邉理事長がその権利を引き当て大いに盛
り上りました。出席者の皆様と顔と顔を突き合わ
せ、話をして懇親を深めることの大切さを改めて
感じるひと時にもなりました。中国ブロック協議
会開催にあたりご尽力いただきました茂成理事長
はじめ岡山県関係者の皆様に心より感謝を申し上
げまして、今回の報告とさせて頂きます。ありが
とうございました。
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れ、九州スポーツ用品友好会（九友会）として九
州各県総会への出席を含め、ご助力頂いておりま
す。今回の九友会出席は 15 社、16 名でした。多
数の出席有難うございました。
　それでは、総会の流れを時系列に沿って報告し
ます。
　総会：当然ながら小売組合員のみの参加で 49
名の参加者でした。大分県組合専務理事木村純
氏の司会により開会の辞を副理事長伊藤伸之氏
が述べた後九州ブロック会長丸山修挨拶があり、
JSERA 理事長土赤光宏様より来賓挨拶を賜わり
ました。土赤理事長、就任２年目となり色々な御
指導をいただくなど本来のご自分のカラーも見
え、JSERA をより良い方向に導くという「やる気」
本気度が感じられる挨拶でした。10 月 23 日～ 25
日松山での全国大会を成功裏に終えられ、10 日
後、ご多忙にもかかわらず、九州ブロック総会前
の理事会からのご出席、改めてお礼を申し上げま
す。
　議長は丸山が務め議案審議に入りました。例年
と特段変わった議案はありませんが、本年度８月
に南九州インターハイが沖縄県、鹿児島県、宮崎
県、熊本県の４県で開催されました。９月 30 日
決算までに最終売上手数料等が確定していないた
め、次年度に繰り越し、これを含まない内容の決
算及び予算案となりました。
　三層協議会：ここから来賓及び九友会を含む
69 名の参加者となりました。司会木村純氏、開
会の辞を九州ブロック副会長福島誠剛氏が述べた
後、会長丸山修挨拶、任意団体の組合と法人格を
持った組合があるが、大きな違いを鹿児島県組合
の変遷を例に挙げ、法人化の大切さを述べました。
土赤 JSERA 理事長挨拶、及びスポーツ用品卸商
業組合会長　井本忠嗣様よりありました。
　井本会長が「ダーウィンの進化論」を引き合い
に、世の中がどう変わろうと、それにうまく対応
した者しか生き残れないと言われます。
　そこで自分自身を振り返った時、つたなさに思
わず赤面します。もう１度乗り越えられない壁は
ないと心に刻み、今までとは違う行動をあれこれ
とやってみようと思う事でした。

　そして講演会が約１時間開催されました。
　講師は糀屋本店　代表取締役　浅利妙峰様で
す。何と大分県組合前理事長浅利克美氏のいとこ
さんで、子供のころ「克美ちゃん克美ちゃん」と
言って遊んだ仲だとか。そんなご縁で講演して頂
いたことお二方にお礼を申し上げます。
　糀屋本店様は操業 330 年を迎え、元禄２年創業
だとか。発酵食品を日本人は上手に利用しておい
しく食して来ました。糀は健康によく元気が出る
とのことで、今その魅力が見直されておいしく食
べて健康になる。何やらスポーツ業界の理想に近
く思えます。
　引き続き三層懇親会が開催されました。大分県
組合理事長　相良貢吉氏の開演挨拶、来賓挨拶と
して九友会会長　大槻俊之様、乾杯の音頭を東京
工組副理事長　羽田野洋様にお願いしました。
　羽田野 D ＆ M 会長には先代からこの会で挨拶
を賜わる事が恒例となっており大分の日本一の物
を色々と例を挙げて楽しく、まさに懇親会にふさ
わしい挨拶でした。
　今回の懇親会の一番の違いは大カラオケ大会に
ありました。多数の出演者がカラオケの点数の高
い順に賞品を頂くというまさに手作り感満載で大
分県組合の皆様がより楽しく練り上げた企画でし
た。最後に次年度開催県の佐賀県小池正理事長挨
拶のあと中締めを森本剛ミズノ九州支社長様、閉
宴の辞を大分県組合を代表して浅利克美氏が宣
言。名残惜しくもすべての行事を無事に終える事
ができました。大分県組合は勿論すべての関係者
の皆様心から感謝いたします。以上報告致します。
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少子高齢化によりスポーツ業界縮小の危惧の声
は今様々な現場で耳にします。

我々エスエスケイの営業としても今後 20 年 30
年と、会社の存続を考えた時に既存のビジネスに
プラスして新しい事にチャレンジしなくてはならな
い時期ではないかと考えています。

私は九州地区の営業担当をさせて頂いておりま
すが、やはり学校・チームの部員の減少は近年顕
著に出ております。

平成 30 年高校野球部員数は前年比で約 8,000
人減となっており、担当する地域の野球部員数も
近年顕著に減ってきているように感じます。しかし
ながら、視点を変え「モノ」から「コト」の提案を
探せば新たなビジネスが発見できるのでは、と前
向きに考えます。大型量販店のように大量陳列の
売り場が当たり前の今、お客様はその商品を買うこ
とによる効果、充実感を得る「情報」を求める傾
向にあります。

2019 年 11 月 1日にナイキが複合施設「渋谷スク
ランブルスクエア」に新店舗を出店し、足型スキャ
ンすることでそれぞれのシューズに応じた最適なサ
イズを見つけ出す事のできるサービスを開始しまし
た。デジタルと接客を上手く融合した体験型店舗
にメーカーも注力しています。

大型量販店では年始の福袋販売でトップアス
リートに学ぶ体験教室を取り入れた販売をするなど

「コト消費」を刺激し販売を伸ばしたケースもあり
ます。ネット販売では web 接客に力を入れ、顧客
が欲しがっている商品情報・モデル着用例・コーディ
ネート提案をWEB 上で細かく掲載し、販売を伸
ばしている販売店様もあります。

ロコンドは「自宅で試着・気軽に返品」を宣伝に、

気軽に体験できる環境を提案し購買に繋げていま
す。同じように営業としてもお客様に「情報」を実
際に体験でき、伝えられる「コト」を提案する営
業活動が大事と考えています。

今、取り組んでいるのはアクティブシニア層（定
年退職後にも趣味やスポーツ、様々な活動に意欲
的な方）に新しく目を向けた新しいイベントです。
高齢化により65 歳以上のシニア層は 3,400 万人に
達し、総人口の 27% を占めており2025 年には国
民の 3 人に 1 人が 65 歳以上となることが予想され
ています。そこに新しいマーケットが創出されてい
くはずです。

先日、長崎県の販売店様でイベントを実施。内
容は指定の自立体力検定項目を測定し、点数化し
ます。そこで自分の健康体力年齢がわかり、改善
点が見つかります。同時に複数のメーカー様とコラ
ボし商品の体験会、販売会を行います。各ブース
を設置し、メーカー新製品の紹介、試着会など行
いなぜこの商品が必要なのかお客様に説明します。

「健康」をキーワードに関連する商品を並べて高い
購入率で販売できました。営業としてはかなり新し
い発見で、このマーケットの可能性を肌で感じまし
た。さらに発展させていき地方自治体、行政と共
働できれば地域に貢献できるイベントとなるでしょ
う。

�次に強化している項目は外商展示会です。小売
店様と共働し、直近のシーズンの新製品を展示会
形式で陳列し学校、チーム関係者を呼び込み即受
注会を行います。エスエスケイも全国的にこのイベ
ントは強化しており各地で成功しております。

既存のチームはもちろんですが、新規の団体チー
ムを呼び込む事で新規売り上げを目指します。近

営業マンさん教えてください

スポーツ 業 界 の 未 来 のために

株式会社エスエスケイ　福岡支店　

販売1課　小 西 啓 介
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2019 年 2 月 5 日に開催された全国理事長会議にて受賞頂いたチャレンジ発表
の報告書と活動の報告を致します。チャレンジ発表で “若手職員処遇改善” をテー
マに、山口県スポーツ小売協同組合青年部を発足し活動しました。

◆フェーズⅠ：検討（4月中旬）
まず、一番最初に行動したことは “青年部の仲

間集め” から実施。
そもそも組合活動を知ってもらう必要もあった

為県内加盟店の若手を集め青年部キックオフパー
ティーを開催した。
【ここでのポイント！】
①次期経営者のみではなく、若手社員を対象に召

集した。尚メーカー・問屋様の若手も招いて開
催した。

②オシャレな結婚式場で開催し、若手の市長・県
議会議員にも参加頂き議論した。

③若手職員処遇改善をテーマに議論したがお金よ
り “やりがい” を求める意見が多く収益事業を
実施した。

※青年部でやりたい事は多々あったが、すべての
組合加盟店が青年部に参加している訳では無い
ので現状の組合費の予算を付けず、0 から自ら
稼いで予算をつくることにした。（組合費は一
切使用しない。）

【キックオフパーティーの様子】

【青年部の名称を TOPと名付け親しみやすいものとした】

年はスポーツ団体以外に介護施設、福祉施設の方
の来場も増えておりこれも高齢化社会に備えた施
設関係者の意識の変化を感じられます。

SNS による増加で情報はいつでも、どこでも取
得できる時代となりました。あとは体験できる「コト」
を我々エスエスケイと小売店様が協働してやり遂げ
れば新しい道が見えるのではないでしょうか。モノ
だけでは売れない時代、我々も小売店様からの情

報を常に求めております。色 と々教えて下さい。現
場の声にヒントがあります。

我々は様々なメーカー様と取引があり、お客様
に提案することのできる武器は多数にあると思い
ます。それとお客様の欲しがる情報、「コト」とマッ
チングできれば必ず売り上げに繋がると思います。

明るいスポーツ業界の未来の為、互いに進んで
いきましょう。

育 成 部 会　Challenge!

山口県スポーツ用品小売協同組合 報告書

有限会社ダイワスポーツ　

愛 屋 雄 希
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　【TOP主催による、“Tcup” チラシ】 【景品：掛布氏サイン入りキャディーバック】

④懇親会・2 次会と青年部・メーカー若手・問屋
若手 3 層で “今後のスポーツ業界” について熱
く議論ができた。

⑤案内文・活動報告はすべてメールにて行う。
（FAX は活用しない）

◆フェーズⅡ：収益事業企画決定（7月）
TOP 収益事業として、“スポーツ業界にしかで

きないゴルフコンペ” を 11 月に開催することに
決めた。
【ここでのポイント！】
①事業案として、“売出し” 等の意見も出たが、今

回はあえて “モノ” ではなく、“コト” で勝負を
した。

→ゴルフは事業性評価が高い（雨でも開催できる、
シンプルな収益モデルの為、事前に予算組がし
やすい）

② TOP メンバーと若手のメーカー・問屋様が密
に連携を取り、ご協力頂き多大な景品や協賛を
頂いた。

③ゲストに元阪神タイガース�掛布雅之氏をお招
きし集客を行った。

④今回の収益から店の不良在庫を景品として買い
取り、店の売り上げにも貢献した。

⑤目標 150 名の参加者（学校関係者・行政・お得
意様　他）を目標に、TOP メンバーにて協力
して動員を掛けた。

⑥TOPの報・連・相はLINEアプリをビシネスツー
ルとして利用した。

⑦理事長に完全に一任頂き TOP マター案件とし
た。

◆フェーズⅢ：実行（開催運営）
2019 年 11 月 16 日� 最高の天候にも恵まれ、

Tcup を開催できた。
ご参加頂いた方に非常に満足頂ける一日となっ

た。
【ここでのポイント！】
①皆様の協力の元、目標人数 “150 名” に対して、

当日 “190 名” の方にご参加頂いた。
②掛布氏にショートホールに常に在中してもら

い、ニアピンバトルを実施した。（参加者全員
とセッション）

⇒ニアピンに勝利した方はサイン色紙・２ショッ
ト写真をプレゼント。



小売店若手 × 山口県理事長 × メーカー問屋若手 対談
山口県



小売店若手 × 山口県理事長 × メーカー問屋若手 対談
山口県
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新国立競技場オープニングイベント報告

12 月21日㈯ 新国立競技場オープニングイベント
2020東京オリンピックゴールドスポンサーでいらっしゃるアシックスジャ

パン株式会社様より令和元年 12 月 21 日に行われた新国立競技場オープニン
グイベントにご招待いただきました。参加した方たちの声をお届けします !!

渋谷区の小中学生が集められ音響効果な
どのテストやリハーサル等が行われた
55 年前の東京オリンピックを思い出し
ました。（中略）

一生の思い出です！

ここ何年も感じたことのない

感動、感激、
高揚感で一杯になりました。

世界に誇れる
ような競技場
が建設され、いざ競技場 2 階
席から見下ろした場内の雰
囲気と臨場感は衝撃的で、こ
こでオリンピックが開催さ
れることを思うと非常にワ
クワクし、すでに今から心が
躍るようなひと時でした。

一点気になった事として、

席の前後の間隔も狭く、
真夏の暑い日に気分が悪くなった場合に通路に出
ることが困難なのではと思いました。

躍動感溢れる
競技場でした。

初めに驚いたのは、開場 3 時間前というのに、
駅周辺から競技場まで溢れる人。敷地内に入
るのにまず検問。場内ゲート A から H までの
8 か所に群がる入場待ちの人が寒空の下数万人、
各女子トイレ前には 100 人ぐらいの列。（中略）
終了後、3 つの小さな駅に一度に 6 万人押しか
けたらどうなるのか想像しただけでも恐ろしい。

国立競技場には学生時代（1 年）の時に母校のラグビー、
社会人と学生の決勝戦以来で、当時の国立競技場とは見違
えるほど威圧され最高のステージに変貌しており何とも言
えない感動に興奮しました。
この場に立てるアスリートは最高のパフォーマンスを発揮
してくれることと思います。私もアスリート気分でおおい
に元気をもらいました。ありがとうございました。
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１月20日現在　JSERA内
　　　楽天ペイ新規加盟状況　
新規加盟が多かった都道府県　　
①　東京スポーツ用品専門店協同組合	 ８店
②　高知県スポーツ用品小売商協同組合	 ７店
③　茨城県スポーツ用品協同組合	 ５店

岡山県　　　茂成　潤　理事長
　勉強会を開催することで、組合各店が時期を逸さぬようにとの危機感をもち、タイミング
よくスムーズに還元事業を始めることができました。
　せっかくの楽天ペイの企画だったので、もう少し JSERA からの案内が早ければ JSERA を
通して加盟する店舗が増えた状況だったようです。

埼玉県　　　小柳　隆　理事長
　2 年前から着々とこの事業に取り組んでいました。「どの事業者の利便性が高いか」「料率が
下がるのはどこか」など研究し、IT 導入補助金も活用して備えました。
　つまり要因はキャッシュレスへの取り組み先進県だったためでした。

他のご質問
Q　還元事業が終了した後はどうなりますか？
A　現在低く設定されている手数料が、また引き

上げられる可能性があるといわれています。

Q　料率の条件を一覧表にして配付してはどうで
しょうか？

A　各店で条件が違うので、各店で条件を確認し
ていただくしかありません。一括で対応できず
申し訳ありません。

【　考察　】
　PayPay,　LINE�Pay などいろいろな決済がありますが、合併などで動きはまだ止まらないようです。
　いち早く取り組まれた埼玉スポーツ用品小売商業協同組合さんのように情報を入手して早くに動くこと
が大切です。また、より多くの組合店が加盟すれば、数の力で料率を下げてもらう交渉もできます。

　この事業以外にも、より良い情報を素早く発信できる体制を整えたいので JSERA 事務局へメールアド
レスの登録がお済みでない方は至急ご連絡ください。　

キャッシュレス・消費者還元事業

　　困っていませんか??
　 　 キャッシュレス決 済

あんなこと
こんなことで

　2019 年 10 月 1 日の消費税率引き上げに伴い開始されたキャッシュレス・消費者還元事業。皆
様のお店への影響はいかがですか？JSERAでも実施へ向けて2019年3月20日号のJSERAリポー
トにも岡山県のキャッシュレス決済勉強会の開催案内等掲載いたしました。
　また JSERA の取り組みとしては、楽天ペイに申し込み、審査通過後、キャッシュレス・消費
者還元事業の登録申し込み・登録審査が完了した場合、カードリーダー＋タブレットかプリンター
を各店へ無償配布される企画もいたしました。そちらの詳細につきましては、令和元年 7 月 20
日号の JSERA リポートに同封した案内資料を再度ご確認ください。
　今回は現状報告と、2020 年 2 月 4 日に行われた全国理事長会議におけるご意見を掲載します。

昨年の全国理事長会議時にキャッシュレス勉強会を開催する
と話され、2019 年 5月 22日に勉強会を行った岡山県

組合員数が全国有数の 65 店 !!　ですが今回残念ながら新規
加盟店がいらっしゃらなかったので要因を伺ってみた埼玉県

６７店
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【アマチュア野球・ソフトボール捕手（審判）用マスクの認証】
　捕手（審判）用マスクのフレーム材質が、チタン、アルミニウム合金といった新規材料が使用される
ようになった事から、安全性を重要視するため SG マーク商品の認証が改正され、2020 年より義務化と
なりました。

【製品認証】　　
� 「�SG マーク�」の付いた商品を使用販売していただく様お願いします。

【対象商品】　　
� アマチュア野球に使用する捕手用マスク、審判用マスク。
　　　　　　※リトルリーグ、シニアリーグは 2022 年より義務化となります。

【開始時期】　　
� 2020 年のシーズンインより義務化です。

【お客様への対応】
� １）「SG マーク」の剥がれた商品は使用出来ません。
� ２）「SG マーク」が剥がれそうな場合は購入の検討をお願いする。
� ３）「SG マーク」だけの購入は出来ません。
� ４）安心安全に基づいた対応をお願い致します。

【仕入れ先への対応】
� １）過度な交渉は行わないでください。

【レジ袋有料化に向けた取組についてのお願い】
　令和２年７月１日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化が開始されます。
　プラスチック製買物袋の有料化に伴い、店頭でご利用いただけるポスターやＰＯＰ等の広報物が作成
できます。下記ＨＰの＜広報物＞の「店頭で使えるツール」をご参照ください。

＜各種問い合わせ先（コールセンター）＞
　相談受付時間　月～金曜日（祝日除く）　９：００～１８：１５
　　〇事業者の皆様向けの相談窓口　　０５７０－０００９３０
　　〇消費者の皆様向けの相談窓口　　０５７０－０８０１８０

＜プラスチック製買物袋の有料化に関するＨＰ＞
　https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html
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新 理 事 長 登 場
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Ｐ Ｌ 保 険

JSERA・日本スポーツ用品協同組合連合会
団体 PL 保険（生産物賠償責任保険）制度のご案内
保険期間　2019 年12 月1日午後4時～2020 年12 月1日午後4時	

中途加入募集中（11月1日加入まで）

【JSERA	団体 PL 保険制度の概要】
この保険は JSERA を保険契約者とし、JSERA の組合員を加入者・被保険者（補償の対
象となる方）とする生産物賠償責任保険（PL 保険）の団体契約です。被保険者が民法
上の損害賠償責任や、PL 法に伴う製造物責任を負った場合にお役に立つ保険です。

【JSERA	団体 PL 保険制度の内容】
支払限度額：�１億 5000 万円�（対人・対物共通、１名、１事故・保険期間中）
免 責 金 額：１事故１万円
対象となるスポーツ用品：野球、サッカー、テニス、ゴルフ、トレーニング用品など
　　　　　　　　　　　　取扱スポーツ用品（レンタル品含む）
　　　　　　　　　　　　ただし、スポーツウェア等アパレル関係は補償対象から除きます。

【JSERA	団体 PL 保険のメリット】
① JSERA で採用されている唯一の団体 PL 保険です。
② 24 時間 365 日の事故受付サービス体制です。

【主な事故事例】
・野球の P 革を加工し販売していたところ、針がスパイク中に

出ていたために、使用した人が足にけがを負った。
・ソフトボール用のバットを買いに来た客に対し、誤って軟式

野球用のバットを販売したところ、そのバットを使用中、強
度に耐え切れず折れてしまい、使用者がケガをした。

� ・・・・など

　上記は概要を説明したものです。ご加入にあたっては「JSERA・日本スポーツ用品協同組合連合会
団体 PL 保険制度のご案内」（パンフレット）および「重要事項のご説明�契約概要のご説明・注意喚起
情報のご説明」をあわせてご覧ください。ご不明な点につきましては、下記にお問合わせください。

【お問合わせ先】
◇引受保険会社◇	 ◇取扱者

あいおいニッセイ同和損害保険（株）	 大久保浩二
名古屋支店	名古屋第三支社	 TEL�０９０－８８６７－９９７２
住所：名古屋市中村区平池町 4-60-12� （住所は左記と同じ）
　　　グローバルゲート 17 階
　　　TEL�０５２－５６３－９４２０
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は
全国の小中高校に春休みまでの臨時休校を要請、
更には多勢の人が集まるイベントについては中止
の検討を要請。それに伴い東京マラソンを皮切り
に全国のマラソン大会が中止に、続いて J リーグ
も延期、プロ野球のオープン戦は無観客試合に、
更にはディズニーランドも休園を発表、地域で行
われる予定だった小中高校生の大会も軒並み中止
が決定されています。スポーツを生業にしている
私たちにとっては、まさに一大事。この仕事を始
めて最大の危機が訪れています。今までも、阪神
淡路大震災や東日本大震災を乗り越えられたお店
も多数ありますが、今回は全国一斉、一部の業種
を除いてすべての企業や個人が影響を受ける大災
害となるでしょう。

社員と自分たちの生活を守るため、なんとして
も会社を存続させて乗り越えないといけないこの
事態に、「どうすれば有事の時に影響を受けにく
い会社になるのか ?」を真剣に考えることで、こ
れからの会社の方向性が見えてくるのではないか
と思います。もちろん、財務内容がしっかりして
いて適正在庫で手元資金もしっかりとあるのが一
番ですが、今回は直接的な財務対策以外で考え
ます。ただ実行すると結果、財務内容も良くなる
はずです。

まず考えないといけないのは、販売形態のバラ
ンスです。5 年ほど前まで当社は、店売り 80%
外商 20% の売上構成でした。今もそのままの構
成だったらと思うとゾッとします。現在は店売り
35%、ネット販売 44%、外商 15%、施設・スクー
ル 4%、不動産 2% という割合になっています。現
在、不要不急の外出を控えるということで店売り

の落ち込みが一番予想されますが、ネット販売や
外商はそこまでの落ち込みがないように思います。
もちろん、学校の休校が長引いて部活動が出来
ない期間が長くなると影響がないはずはありませ
んが、それでも店売りよりはましでしょう。販売形
態をバランスよく何種類か用意することで有事のリ
スクは、ある程度分散されるはずです。

次に課金方法です。現在ほとんどのスポーツ店
は日銭商売。ものやサービスを販売した時点で収
入があるというのが一般的です。クレジットなど
のキャッシュレス決済を利用されたり掛け売りをす
ると、更に入金が後になるケースもあります。こ
れからは、定額収入（ストック収入）が発生する
事業を考える必要もあるでしょう。スポーツクラブ
などの月会費に当たるものです。何かを売らなくて
も、毎月定期的にチャリーンチャリーンと入ってく
る収入。当社で言えばスクールの月会費や不動産
収入がこれに当りますが、まだまだ構成比はわず
かなものです。有事の際には、このストック収入
が一番効果的だと思います。

それから、学校が休校になって部活も休みにな
れば、学生は用具が傷まないし、目標にしていた
大会なども中止になると購買意欲が落ちて買い物
に来なくなります。これから訪れる超少子高齢化
社会に向けて、中高年向けのビジネスモデルを考
えるのも良いでしょう。

お客さまとのコミュニティー作りも有効です。当
店には私が主宰し 100 人以上のお客さまと一緒に
活動している「モミジヤAC ランニングクラブ」が
ありますが、困ったときに頼りになるのは、普段
一緒に練習やレース参加、イベントラン、飲み会な
どで濃厚接触をしている（笑）このランニングクラ

営業マンさん教えてください

新 型 コロナウイルス 感 染 拡 大 に 思う、
有 事 に 強 い 店 づくり

株式会社モミジヤ運動具店　　　　

代表取締役　茂 成 　 潤
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理 事 会

　　　　　　　　　　　日　時：令和元年 10 月 24 日（木）　　9：00 ～ 10：00
　　　　　　　　　　　場　所：ANA クラウンプラザホテル松山　４階『ガーネットルーム』
＜審議事項＞
１．総会前の最終打合わせ

�• 総会での役割分担の最終確認。
� （全員一致で承認）

２．その他
�• 台風 19 号の被害状況報告
�• 伊藤超短波「AT-mini」の紹介

　　　　　　　　　　　日　時：令和元年 11 月 14 日（木）　　11：00 ～ 16：30
　　　　　　　　　　　場　所：JSERA 事務局
＜報告事項＞
１．理事長報告

�• 11 月５日に行われた九州ブロック協議会総
会（大分県）に出席。高校総体売店報告等の
次に各県より活動報告を行い終了。

�• 新国立競技場オープニングセレモニーを観覧で
きるようアシックスジャパンへお願いをしていま
す。

２．委員会報告
＜活性化委員会＞� 美馬委員長

ブのメンバーです。他にも野球大会、少年サッカー
大会、フットサル、ソフトテニスなどのコミュニティー
もあります。

また、国が推し進める働き方改革に対応出来る
「付加価値の高い経営」について考えることでも、
有事のリスクが軽減されます。売上が下がっても、
利益率が高ければ、まだ凌げますから。これにつ
いては、私は 2 つの方向性で考えています。1 つ
は、スポーツ施設の運営やスクール・イベントなど
スポーツに関連した非物販事業。もう1 つは、商
品開発を通じてメーカー化することです。

非物販事業については、既にあるフットサルコー
トを利用して現在開催している面貸し、大会、個
人参加、各種サッカースクール以外に、他のスポー
ツのスクールを計画しています。第 1 弾としては中
学生向けの「ソフトテニススクール」と小中学生向
けの「フリースタイルフットボールスクール」を始め
る予定で、他にも情報収集中。また、今後店舗に
空きスペースが出てくることも予想出来るので、そ
ういうスペースを利用して、スポーツジム、卓球場、
YouTube スタジオなど、いろいろな事業が考えら
れると思います。これについては、メーカーさんと

協業も出来ないかと思っています。
商品開発については、メーカーさんとコラボして

のオリジナル商品と、独自開発のオリジナル商品
の両輪で考えていますが、いずれもネット販売と
いう形態を持っていれば、販売先は日本全国、商
品によっては世界中に、自社が価格決定権をもっ
て販売することが出来ますので、とても夢があり
ます。

今、大変な時期ではありますが、有事というこ
とで、生産性向上のために設備投資をするのであ
れば、補助金の支給も緩和されるようです。この
機会に「有事に強い店づくり」について真剣に考
えることで、「安定かつ付加価値の高い経営」に
変革しなければという強い気持ちを持って、皆で
乗り越えなければならないと考えています。
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�• 11月12・13日スポーツ用器具管理アドバイザー
講習会を石川県にて実施。13 名の出席。
�• ボールを贈ろう事業は、全県での実施をお願い
しているが、数県の組合が実施できていない
のが現状。

＜共生委員会＞� 早川委員長
�• 全国大会では育成部会員 9 名に出席頂き、昼
食時に自己紹介をしました。
�• 第 1 回育成部会を明日（11月15日）大阪にて
開催します。

＜広報委員会＞� 辻川委員長
�• JSERAリポートを11月末に発行します。

＜事業委員会＞� 岸田委員
�• 新商品伊藤超短波㈱の「コンディショニング商
品」について協議事項で詳しく説明します。
�• 三大大会開催県にショッピングバッグ購入のお
願い。

＜会計＞� 堀田理事
�• 総会ではスムーズに決算報告が出来ました。

＜総務委員会＞� 治郎丸専務理事
�• キャッシュレス決済事業について 73 社から正
式に申し込みがありました。

＜協議事項＞
１．愛媛大会（総会）の反省と次期に向けて

�• 一つのホテルで進行が出来た事で、運営がうま
く行った。
�• 総会時、事前質問はなかったが 11の質疑応答
について投げかけも必要だったのではないか。
次の総会に向けて検討する。
�• 式典の際のメーカー、卸、ブロックごとの紹介
による挨拶がよかった。
�• 前夜祭は約 60 名の参加。色々な方とお話がで
きる機会が増えるのは良いと思う。
�• 懇親会のアトラクションについて、途中での披
露になると会話ができなかったり、聞いていな
い方もいて失礼にあたるので会の初めにするの
も有りではないか。
�• 来年の富山大会では、前夜祭の趣旨を変え、
若い方たちに出席を願い、発展的活動に考えて
いるのと申込方法を変更しコンビニ支払を検討
している報告を受けている。

� （全員一致で承認）
2．育成部会について

�• 第 1 回育成部会を11 月15 日大阪にて開催。
10 名の参加を予定。
�• 始めに梅本監事よりスポーツ業界のこれからに
ついて説明を受け、その後 3グループに分かれ
JSERAで取り組むべき課題について話し合い
意見の集約をして次に繋げる。

３．全国理事長会議（内容）の件
�• チャレンジ発表の報告会（岡山県・山口県・沖
縄県）を受け、各理事長には今後の活動に生
かしていただくようにする。
�• 研修会①：育成部会　�アンケートの説明と現状

報告
�• 研修会②：「�スポーツ用器具管理アドバイザー

について」　
体育館床用メンテナンス剤について㈱ GRIPに
来ていただきデモンストレーションと今後の対策
説明を受ける予定。
�• タイムスケジュール・役割分担の確認。
�• 開催時期は JSECとの連絡会議時期及び学納
時期を考慮し 2 月第 1 週が望ましいというこ
とから2021年の全国理事長会議は 2 月2日、
JSEC・NES 連絡会議は翌日の 3日に決定した。
� （全員一致で承認）

４．「ボールを贈ろう」事業・管理アドバイザーの件
�• ボールを贈ろう事業の実施状況の確認。取り組
んでいただけていない県へ、再度説明とお願い
をして行く。
�• 福岡医健・スポーツ専門学校より新設コースに
スポーツ用器具管理アドバイザーを導入したい
との依頼がありました。問題点等確認しながら
前向きに検討していくこととした。
� （全員一致で承認）

５．役員選出方法の件
�• 役員選出方法から総会までの流れを定款に基
づき確認した。
�• 現在、ブロック代表とブロック代表以外（本部
推薦）の理事で定員１０～１５名のところ１４名
の役員構成で行なっていますが今後、本部推
薦理事の数を２～３名減にしてはどうか。
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4月の理事会にて議論し決定する。
６．超短波「AT-mini」の件

�• 今回改めて JSERA 紹介商品とする事について
了承を得た。
�• 各都道府県組合へ伊藤超短波㈱地区担当者か
ら連絡が入る旨の案内をする事とした。
� （全員一致で承認）

７．その他
１）現在のホームページの組合員名簿掲載方法に

ついて
　　個人情報保護法に基づき今後県名、店名の

みの掲載に切り替える。掲載方法変更の案内を
リポート発送時に同封する事とした。

２）事務局通信機器変更について
　　JSERA事務局の携帯電話を育成部会等ライ

ングループ登録、Web 会議等に参加するためス
マートフォンに切り替える。

３）スポーツメーカーによる最近の動き
　　最近大学や高体連に対し、メーカーが直販し

ているとの報告を組合員から受けた。
　　対策として早速該当するメーカーに対して真意

を確認する事とする。
４）メールアドレス登録について
　　メールアドレス未登録店の再調査をする。
５）ラインパウダーの価格について
　　㈱グリーンテクノ21より「JSERAエコライン」
「ガイアフィールドライン」の配送費等の価格上
昇の為の値上げについてお願いがあり、承諾し
た。


