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「サツドラウェイブック」誕生の理由
機能するマニュアルへ

――仕組み化が必要になった背景
は？
富山　当社では、渥美俊一先生が提唱
されているチェーンストア理論を
2009年ごろから勉強しています。ド
ラッグストア業界は急激に成長した産
業です。当社は当時100店舗を超えて
いましたが、まだまだ個店主義が残っ
ていて、このまま成長しようとしたと
きに、仕組み化をして、チェーンスト
アとしての多店舗化モデルをつくって
いかないと、今後成長は望めないので
はないかと考えていました。当時から
仕組み化というのは社内でも重要視さ
れていました。
――それまではマニュアルは存在し
ていたのですか？

富山　マニュアルは、「業務マニュア
ル」と「作業マニュアル」が以前から
あったのですが、業務の実情に合わな
くなってきて、使われていないケース
や、細か過ぎて全体が分からないなど
の理由で生かされていませんでした。
チェーンストアとして、店舗ごとの業
務を標準化する仕組みである「マニュ
アル」が機能していないことは大きな
課題でした。

そのような状況の中で、良品計画の
松井忠三元会長が執筆、提唱されてい
る『無印良品は、仕組みが9割』を読み、
とても感銘を受けました。松井元会長
は、チェーンストア理論を実に具体的
に実践されていると感じます。

マニュアルや仕組みについて、まだ
まだネガティブなイメージを持つ人た
ちがいますが、明快に提唱されて、実
行されています。生きたマニュアル作

りが、「こういうことなんだ」という
ことを、具体的な実践例として提唱さ
れており、すぐに見習いたいと思いま
した。チェーンストアの定石というか、
やらなければいけないのは、多店舗化
しようとしたときに、基準を設けて実
践していかなければいけないというこ
とがあらためて分かりました。とても
励みになり、さらに実行に移そうとい
う気持ちになったのです。
――取り組みに着手された2009年
の段階から仕組み化は行っていたの
ですか？
富山　今までは個店主義だったので、
変わるまでには時間がかかりました。
松井元会長の本に出会ってから、当社
の新年会で松井元会長に講演をしてい
ただいたり、良品計画本社にお伺いし
てMUJIGRAMの説明をしていただ
きました。良品計画で驚いたのは徹底
力です。小手先だけの話はあまりなく、
やり切ることや徹底するということを
実行されていた。そこが大事なのだと
いうことを、すごく感じました。
――業務基準書の作成に当たり、チ
ームを組織して動き出したのはいつ
ですか？

特別企画 実践企業に学ぶ「仕組み化」の真髄

サッポロドラッグストアー
富山 浩樹 社長が語る

会社の風土を変えながら
現場で機能する“マニュアル”

連載『サービス産業「仕組み化」理論』の特別編として、実際に「業
務基準書」を作成し、日々の業務の中で取り組んでいる実践企業
が出始めている。北海道を中心にドラッグストア・調剤薬局をチェ
ーン展開するサッポロドラッグストアーがその１つだ。サッポロドラ
ッグストアー代表取締役社長　富山浩樹氏に具体的な実践内容を
聞いた。	 （聞き手：本誌編集長 楠瀬正行）

1976年生まれ。ダイカ（現あらた）を経て2007年サッポロドラッ
グストアー入社。業務改革推進室長、営業本部長、常務取締役を経
て、13年リージョナルマーケティング代表取締役社長（現任）。15
年5月サッポロドラッグストアー代表取締役社長に就任。

PROFILE



74 October 2015

富山　業務基準書である「サツドラウ
ェイブック」については、14年２月
に作成部隊として、作業システム改革
チーム（現：業務システム改革担当）
を発足しました。「業務基準書による
仕組み化」以外にも、仕組み化を促進
していくための組織として、良品計画
の松井元会長にお聞きして、「業務標
準化委員会」を立ち上げました。これ
は良品計画にあった精神をそのままに、
チームの名前もお借りして作りました。
私の役割としては、仕組み化の方向性
を示すことと、組織をつくることが大
切です。良品計画の例でも、肝は実行
する組織がきちんとあるということだ
と感じたので、委員会という方式で、
組織を横断的につくるという点も取り
入れました。

会社の風土を変える
カイゼンの取り組みへの工夫

――導入によってどのようなメリッ
トがありましたか。
富山　一番のメリットは会社の風土
づくりになることです。特に企業にと
っての徹底力が重要になります。常に
変わっていく業務を、みんなが関わり
ながら作成することによって、会社全
体の風土を変えることができるのでは
ないかと期待しています。

今までのマニュアルとは作成過程も
違います。作業システム改革チームが
中心となり、現場のブロックマネジャ
ーや、現場に携わっている人たちが集
まって、まず実態を洗い出していきま
した。作成する段階で関わっている人
が多いので、そういう意味では現場の
人たちの受け止め方が違うと思います。

他にも改革を進めています。例えば
「カイゼンシート」です。良品計画の
例では「顧客視点シート」というもの
です。現場の声を吸い上げて、業務基
準書の不具合や、改善点を挙げて反映
していくという仕組みを同時に行いま
した。これが両輪になるとさらに良い
ものになると思います。「カイゼンシ
ート」は、実際に業務改善につながっ
た事例を表彰していくという制度をつ
くり、常に皆の心が離れないような工
夫をしていこうと思います。

仕組み化を実践していく際に、大い
に参考になったのが、「完成度が低い
もの」を磨いていくことで「完成度が
高いもの」にしていくという考え方で
す。松井元会長はこの循環が大事だと
いうことを話されていたのを聞いて、
目から鱗が落ちました。

仕組み化を導入した結果としては、
仕事についての改善を、自分のことだ
と考えられる人が増えてきたと思いま
す。理想は全ての従業員が自分のこと
として認識してもらうということです。
それは一朝一夕にできることではない
と思います。
――業務についての改善の意見は、
業務に携わっている人なら誰でも出
せるということですか。
富山　そうですね。店長の他、一般の
社員が出したものも今回選ばれて表彰
しました。パート・アルバイトの方も
対象ですが、まだ数は少ないですね。
店長が部下の意見を聞いて、現場の意
見として出すこともあります。考える
分野を全員で分担することによって、
会社としては全ての英知を結集したも
のになると期待しています。

現場の仕事が
理念や価値観につながる

――基準書の作成に当たり、会社の
理念や価値観を反映させることが欠
かせないと松井元会長がおっしゃっ
ていますね。
富山　そうですね。そこもとても参考
になりました。どうしても「理念を伝
えること」と、「作業を完全実行する」
という視点とに分けて考えていたので
すが、MUJIGRAMでは、「なぜやる
か」ということに特に着目していたの
です。常に目的や理念というものを、
作業１つ１つに意味として持たせると
いう考え方をしていたので、そこも「あ
っ、そうか」と。やろうとしているこ
とは一緒なのですが、手法としては、
これも1つの仕組みだと思うのです。
そういう点も、とても共感し、参考に
しました。

小売業の現場の仕事というのは、毎
日繰り返しのこともありますし、完全
作業をしなければいけないということ
もたくさんあります。人の暮らしを変
える最前線にいるので、意義のある仕
事だと思います。だから、そこがきち
んと経営理念と結び付くようにしたい
ですね。
――経営理念と日々やっていること
がリンクする、つながっていくとい
うことですね。
富山　やはり人が育つ組織、会社にし
たいと思います。そういうことが個人
個人の成長につながるようにしていき
たい。それによって当然これを、評価
や教育制度につなげていきたいと思っ
ています。何が習得できて、何が習得

果物野菜コーナー
屯田店では、普段の生活に欠かせない生鮮野菜
や果物も品揃えしている。

屯田店（札幌市北区）
700坪の大型店であり、食品に特化した「メガドラッグ」
フォーマットだ。

超炭酸水
リピート率約7割の人気PB商品である「超炭酸水」。通常の炭酸よ
りもガス圧が高い。
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できていないか、どういうことが評価
されるのかや、自分はどういう能力が
足りていないのか、そういう確認につ
なげていけると、個人個人の成長にも
つながると思います。
――人材育成という分野にとっても、
これが１つの柱になりますね。
富山　結論としては本当に、人材育成
と風土づくりというところに、つなが
っていくと思います。「スタートプロ
グラム」が基礎の基礎なので、それの
レベルを上げていこうと考えています。
当社はどういう会社なのか、2カ月で
習得すべきものが、ここに集約されて
います。

実際に、新入社員や新人の研修で使
うようになりました。そこで、スター
トプログラムの通りにやっていくと違
う、ということがどうしても発生して
きます。それが改訂されていくという
流れが少しずつできてきたのは、改善
のサイクルが進んできたということだ
と思います。だから改訂ページもかな
り出ています。

3月に出した4冊ある、第1弾の「サ
ツドラウェイブック」に関して、初回
の改訂を6月に行ったのですが、第1
弾で全体として447ページある中で、
改訂ページが103ページありました。
不具合があって改訂されるという流れ
に軸足を置くことが大切です。「実際
に使ってみて不具合が起きたら変えよ
う」というスタンスで、改訂に重きを
置いて、調整しています。
――改善点を現場の人から聞くこと
によって、さらに使いやすいものに
する。その事実を積み上げることが
大切なのですね。

富山　 「言うは易く行うは難
かた

し」です。
それを続けていけるかどうか、当社の
これからの徹底力が問われているのだ
と思います。印象的だったのが、良品
計画に行ったときに、松井元会長が本
を出してから、さまざまな企業が見学
に来て、「これだけ披露していいので
すか？」と私は最初に質問しました。
すると、「いや、どうせ明かしても、
実際に実行できる会社はないから」と
いう言い方をされていたことです。そ
れでも少しずつ良くなってくれればい
いというのが、松井元会長の願いだと
思います。徹底してやり切ることに、
企業の真価が問われているという話を
されていました。

まだ始まったばかりでやり遂げるの
は大変なことだと思います。ここまで
チームの西誠一郎マネジャーがかなり
苦労して行ってきたのですが、それも
彼の粘着力と、チームの全員の力のお
陰だと思います。それに感化されて、
社内全体も意識が変わってきています。
――新入社員が、最初に接するのが
「スタートプログラム」なのですね。
富山　そうですね。本当に基本的なル
ール。わが社の歴史を知ってもらい、
ルールを知ってもらうためのものです。
スタートプログラムの方は、業務に関
しても、「クリンリネスについてはこ
れが基本だよ」というように、作業の
基本的なものは他のブックから抜粋し
てきている、といったイメージです。

入社2カ月で、最低限これだけは必
要というものを抜き出した1冊です。
企業理念に関連することや、身だしな
みの話、店に立つに当たっての、本当
に基本的なルールです。

サッポロドラッグストアーについて
北海道を中心にドラッグストア・調剤薬局をチェーン展開して
いる。2015年2月期の売上高は538億円で前年比8.5％増加。
積極出店が寄与している。店舗数は153店舗（ドラッグストア
143店舗、調剤薬局10店舗）。同社では、商圏特性に応じて小
型店（シティードラッグ）、中規模店（ドラッグストア）、中大
型店（スーパードラッグ）、大型店（メガドラッグ）の店舗フォー
マットを展開し、多くの顧客から支持されている。商品展開で
は、生活密着型の「生活便利ストア」を掲げ、食品分野、衣料
品、日用品の取り扱いを拡大。採算性の高いPB商品の開発に
も力を入れている。コスト面では、ローコスト運営を推進する
ため、既存店での省電力化に向けたLED化の改装を実施するな
ど、設備投資に対して積極的な姿勢が特徴だ。

当社の業務基準書である「サツドラウェイブッ
ク」は、店長とブロックマネジャーがたたき台を作っ
てくれたので、その段階から現場の意識が変わっ
てきています。本部が作って「はいどうぞ」と渡
すのではなく、現場の人がたたき台を作った方が
いいです。

今回リリースした「サツドラウェイブック」でも、
自分が作ったところはどうなったのだろうという、
関心がやはり最初から違います。この手法を取り
入れたのは結構大きい気がします。

実際に動き出して、新店の教育が共通化されま
した。また、これをリリースしたときに、全社員が
これを2カ月かけて読むようにという指示を出して
いて、既存の従業員も、今入ってきている人たちも、
同じものを見ているのです。
――これは各店舗に1冊ずつ配備されているものな
のですね。これは皆さんに周知徹底をして、その
後のフォローなどはありますか。

読み込みのチェックリストがありまして、読み終
わったら読み込み完了報告書にサインして報告し
てもらっています。
――基準書は、紙媒体で統一されているのですか。
パソコンだったり、将来的にはタブレット端末導入
の予定は。

今は、社内イントラネットの中にPDFの状態で
アップしています。PCでも見られる状態になって
います。
――特に理念については、紙で伝えていく、読み
込む作業をすることで、身に付く気がします。

紙もタブレットもあるという、共存型になるとは
思います。業務のどこかで差異が出てくる店舗が
あるので、書き込むことのできる紙のメリットはあ
ると思います。フローの中で、自店はその通りだ
とうまくいかないときは、ちょっとだけ変えて次のフ
ローに移れるかもしれない。良品計画でも、そう
いうものがあって、完全デジタルにしないで、紙
も残して生かしているのだと思います。
――すごく大変な思いをされて作成されたと思いま
すが、一番苦労された点というのはどの辺りになる
のでしょう。

当初想像していたよりも、作成するのにとても
時間がかかることです。現場から作ってもらった原
案には、現場にとって当たり前、当然のものは、
暗黙知になっているので書かれないのです。しか
し、これを使う人は、新しく入社する人なわけです。
そもそも業務を知らない人のために作るのですか
ら、暗黙知を形式知に置き換える作業が出てくる
のです。

形式知にしてみたら「あれっ、これって会社と
して明確なルールとして、もっとちゃんと決めない
といけないよね」というものが出てきたりします。
そうすると「このルールどうしましょうか」と各部
署に聞いて回って「じゃあ、このルールにしよう」
という工程も全部入ってくるのです。当初はそこま
で予想していませんでした。

これから業務基準書を作ろうとしている企業の
方々は、本当に覚悟を持って作らないと、生半可
な気持ちでやろうとしたら挫折します。特に経営
者の覚悟が必要です。当社は社長が覚悟を持っ
てくれたので、私たちも覚悟を持って作ることがで
きました。

限定商品
同社限定商品の「超酵素エピザイム」は、原料や製造
方法などのこだわりを訴求。

伏古10条店（札幌市東区）　衣料品コーナー
衣料品にも力を入れている。PBの女性用下着が売
れている。

「サツドラウェイブック」
製作責任者に聞く
業務基準書の作成と
運用方法
業務システム部
業務システム改革担当マネジャー

西 誠一郎氏
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今までは新しく店に入った人が、ま
ず何を覚えればいいかということは、
教える人によって差異がありました。
マニュアルは一応ありましたが、教え
るたびに、「今はこのやり方ではない
けどね」と言いながら教えるので、結
局はマニュアルからずれていくという
例がありました。
――誰が教えても標準になるという
ことですね。
富山　まずは、これを本当に今現在も
使えるものにしていこうというのが、
最初のテーマなのです。当社は中途や、
スカウトで採用した人が結構いますが、
本部従業員で採用した人材も、まずは
現場に入れることにしています。今ま
での問題点は、現場に入れて「現場を
勉強してきてください」と言っても、
みんなそれぞれ勉強してきたことが違
って、戻ってくる。「何を勉強すれば
よかったのですか」ということが起き
ていました。
――書かれている内容を習得してい
るかどうかは評価に直接関わってく
るのでしょうか。
富山　店長には店長会議でテストを
行っています。点数が悪かったからど
うだというのではなくて、できないと
恥ずかしいというだけですが、そうい
うことが評価につながっていく態勢に
したいと考えています。評価基準も作
りやすくなるでしょう。

やはり将来的にはこれを人員配置に
もつなげていきたい。結局パートナー
の方も含めて、人材不足の問題は、人
数の問題だけではなく、この能力があ

る人がいるかいないかと
いう問題です。マトリク
スみたいなものだと思う
のです。

人数はいて、これがで
きる優秀な人は大勢いる
のだけれど、店開けがで
きる人は１人しかいなく
て、業務が回らないなど
は、極端な例なのですが、あってはい
けないことです。

作業能力表のようなものもあります
が、この人材は何が習得できているの
かとマルをつけていくことによって、
その店に必要な能力は埋まります。そ
れでは、この人に覚えてもらったら空
白が埋まるのであれば、そのようにす
る。人材の適正化にもつなげていきた
いと思っています。
――今後さらに成長していく上での
取り組みは？
富山　まさに、これが競争力になるの
ではないかと考えています。販売促進
や、商品のMDも、当然大事ですし、
競争力として分かりやすいところです
が、やはり地道な改善が本当の競争力
につながっていくのだと思います。人
材を生かすという意味でも、私たちも
女性の活躍を促進したいとか、多様な
人材を活用していきたいという思いも
ありますし、そこが競争力につながる
なと考えます。けれどもやはりこうい
うものがなければ、それは不可能だと
思うのです。
――取り組みの狙いや背景というの
は、本当の意味での企業力をつける
ということなのでしょうか。
富山　流通は今、総力戦になってきて
います。一部分だけで戦っているので
はなく、バックボーンから含めての、
総力戦になってきていると思います。

今後、新店も定期的に出していくつ
もりです。標準タイプのゼネラルフォ
ーマットでの出店がメーンとなります。
それも含めていくつかのタイプを標準
化していく予定です。

所信表明で強調したのは、標準化と
いうことでした。それは、ハードの標
準化もあるし、このような業務の標準
化のようにソフトの標準化もあります。
そこを競争力につなげていきたいと考
えています。
――社長として会社の理念を示すに
当たっても、「サツドラウェイブック」
をフックにしながら、社員の方とも
コミュニケーションをとるツールに
もなるのですね。
富山　今朝の朝礼でも、このリリース
について、西誠一郎マネジャーが本部
スタッフに対して、本部スタッフが各
店に指示を出す際に、必ず「サツドラ
ウェイブック」に準拠するようにとい
う話がありました。

これが違っていると、だんだんと信
頼度がなくなっていくということにな
りかねません。
――信頼度がおけるものであれば、
この指示通りやればスムーズにいく
ことが実感でき、良い循環になりま
すね。現場の英知を結集して、全社
で作ったものを、いかに浸透させて
いくか。これからが正念場ですね。
	

●社名／㈱サッポロドラッグストアー　●本社所在地／札幌市北区太平三条１丁目
2-18　●年商／538億円（2015年2月期）　●店舗数／143店他調剤薬局10店企業概要

同社の業務基準書「サツドラウェイブック」。「スター
トプログラム」は1～16冊の抜粋で、入社2カ月間で
習得すべき内容である。最終的に17冊のブックとな
る予定だ。

図表①　「サツドラウェイブック」導入の歴史
2014年
1月 同社新年会にて、良品計画　松井会長（当時）講演

2月 作業システム改革チーム発足（営業本部直下のタスク
チーム）

3月～
良品計画訪問
MUJIGRAM業務基準書　事例研究、フォーム他仕
様検討

5月中旬～ 店舗統括部署と打ち合わせ項目を決定
6月中旬～ 現場にたたき台の作成を依頼
～9月末 現場から、たたき台が提出される
～10月末 データ振り分け、目次作成、作成前準備

11月～ 現場たたき案を基に本格的に作成開始（※一部は先行
して作成）

2015年
3月 「サツドラウェイブック」第1弾店着（4冊）
6月 定期改訂スタート
8月 「サツドラウェイブック」第2弾店着（9冊）


