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に３回。補助金を出す財源はないそうだ。補助
金や企業との連携が今後の課題として浮かび上
がった。企画を通じて、私は大きな勉強ができ
たポストはすぐには実現しないかもしれないが、
将来役立てばと思う。

【審査員特別賞】
◎「女性限定宅配サービス」
　長崎県塩尻志学館高等学校３年　中沢 可南子さん
◎「お知らせライトマン」
　愛知県立杏和高等学校２年　清水 結衣さん
◎「簡易型ゴミ袋圧縮装置『吸って Q』」
　愛知県立豊橋工業高等学校３年　前田 喜洋さん・冨田 宗馬さん・藤井 貴也さん

【学校賞】
埼玉県立越谷総合技術高等学校、千葉県立東金商業高等学校、東京・広尾学
園中学・高等学校、東京・富士見中学高等学校、東京・東京都市大学付属中
学・高等学校、横浜市立横浜商業高等学校、静岡県立浜松東高等学校、愛知
県立愛知商業高等学校、愛知県立一宮商業高等学校、愛知県立緑丘商業高等
学校、京都府立京都すばる高等学校、大阪市立大阪ビジネスフロンティア高
等学校、大阪市立淀商業高等学校、大阪・好文学園女子高等学校、大阪・大
阪商業大学高等学校、神戸市立六甲アイランド高等学校、和歌山県立和歌山
商業高等学校、岡山県立岡山東商業高等学校、岡山県立岡山南高等学校、岡
山県立倉敷商業高等学校

１．はじめに
　皆さんこんにちは。突然ですが、この中でガリガリ君をまだ食べたことな
い方はどのぐらいいらっしゃいますか。実は、食べたことのない方たちに食
べてもらえるようにしていく活動を 31 年間やってきました。今回、「ビジネ
スアイデア甲子園」での皆さんのプレゼンテーションで逆にプレッシャーを
感じています。ガリガリ君は 31 年間の歴史があります。そのときどんなア
イデアでガリガリ君はロングセラーになったのかを説明していきたいと思い
ます。
　最初に、赤城乳業株式会社はガリガリ君を製造していますが、その紹介を
いたします。赤城乳業株式会社はアイス専業メーカーで、他のメーカーでは
お菓子屋さんや、牛乳屋さんからアイスクリーム事業は始まったのですが、
赤城乳業株式会社は以前街の食堂でした。食堂から起業して、かき氷を販売
するようになり、アイスクリームの製造企業になりました。
　企業メッセージは「あそびましょ」です。「あそびましょ。AKAGI」で、
遊び心のある商品を作りたい、最近ではコーンポタージュ味を販売しました
が、遊びと同じようにアイスクリームを楽しんでもらいたいと、そういった
メッセージを送っています。
　社員数は冬を越せる社員が 330 人ということです。夏がやはりアイスク
リーム屋なので、人員が増えるのですが、正社員は越冬社員と我が社では言っ
ています。
　本社の所在地は、ネギで有名な埼玉県深谷市にあります。最近ではゆるキャ
ラの「ふっかちゃん」が全国５位ぐらいになり、結構有名になってきました。
　弊社の売上は、10 年間で約 200 億円近く伸びました。最近、みんなに話
すときに「10 年前のほうが楽しかったな。」と言い、幸せというのはやはり
売上ではないなということをひしひしと感じています。
　よくテレビで紹介される新工場が「本庄千本さくら『5S』工場」で、「あ
そびましょ」と言っているわりには工場名に『5S』、これは整理・整頓など
の意味で、やはり工場の中で一番大事な要項を入れて、安心・安全な上に遊
んでもらおうという企業メッセージを込めています。
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　 「ガリガリ君物語 ―1981年誕生から現在まで、大切にしているコト―」

赤城乳業株式会社　営業本部　営業統括部マーケティング室　次長
ガリガリ君プロダクション　プロデューサー　萩原史雄
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　案外、適当に開発しました。なぜ「ガリガリ君」という商品名になったか
と言いますと、かき氷をかじるときの音が「ガリガリ」という音がしますの
で、それだとちょっと寂しいと思い、現社長の井上秀樹社長が「じゃあ、君
をつけよう」となり、「ガリガリ君」というアイスになりました。キャラクター
も当時の漫画好きな社員が、本当に今とは想像つかない気持ち悪いゴリラみ
たいなガリガリ君の顔を描きました。
　このときのアイデアですごいのが、ソーダに水色をつけたのはガリガリ君
が初めてと言われています。それはなぜかというと、もともとガリガリ君は
子供たちが外で遊びながら食べてほしいという思いで、「空」「海」あと「川」
の水に共通する水色でソーダに水色をつけました。今はこのアイスブルーが
ファッション業界や車等、いろいろなところにあり、ガリガリ君のブルーが
ファッション業界ではアイスブルーと呼ばれています。そういった中で色に
よって売上も非常に伸びてきているように思います。
　「ガリガリ君」を発売した当時は、コンビニエンスストアがまだ全然なかっ
た時代です。ほとんどが街の駄菓子屋さんのショーケースで、現在の高校生
はほとんど分からない世界です。コンビニエンスストアがないときは、アイ
スクリームはメーカー名が書いたアイスのショーケースで販売されていまし
た。そのため大手メーカーがほとんど独占していたので、ガリガリ君は発売
当時、全く売場に並べられなかったことがありました。
　販路も何とかしなければと考え、当時 1984 年のコンビニエンスストアの
アイスクリームの販売構成比は８%でしたが、このチャネルで販売していこ
うと、もともとニッチな隙間を狙った会社ですので、販売チャネルも当時の
社長がこの一般小売店はいずれコンビニエンスストアになるだろうと考え、
ガリガリ君はコンビニエンスストアと組んでスタートしました。
　一番大きかったのが、当時、一般小売店は実際に何がこの時期に売れた、
誰が買った等のデータが入手できなかったのですが、コンビニエンスストア
と組むことによって、POS 情報、販売データが入手可能になったことが一
番大きいです。そこからコンビニエンスストアの商品開発がスタートしてい
きました。実際にここで通常の販売方法をしていれば、おそらく今のガリガ
リ君はなかったと言われています。
　コンビニエンスストアチャネルに合った商品政策をおこない、コンビニエ
ンスストアチャネルのアイスクリーム売上も 10 年間で約３倍に売上が伸び
て、それに伴いどんどんガリガリ君の販売も伸びていきました。
　1994 年に１回目のピークを迎えるのですが、その 1994 年は非常に暑い夏
ということで、販売本数も年間 6600 万本に到達しました。

　ガリガリ君以外の商品も、たくさん
商品があります。
企業理念としてコラボ商品を非常に大
事にして、他から学んでいこうという
ことです。他の企業とコラボする中で
学んでいこうと、北海道の株式会社ロ
イズコンフェクトの生チョコや株式会
社不二家、関西ですと三宮にあります
ネスレ日本株式会社、ポッカサッポロ
フード & ビバレッジ株式会社とコラボレーションした商品も販売しており
ます。
　今年、「ザクとうふ」というガンダムのザクというキャラクターの豆腐が
大ヒットしたのですが、ガンダム 25 周年のときに「シャア専用アイス」と
いう商品を販売したこともあります。

２．ガリガリ君物語
　「ガリガリ君物語」最初は、1979 年
から 2004 年の話になります。1979 年
に石油ショックという経済界では結構
大事件がありました。アイスクリーム
が 30 円から 50 円に値上げしたのがこ
の年でした。当時、このコスト高を吸
収するために、各社が 30 円アイスを
50 円にする現象がありました。
　そのときに赤城乳業も 50 円商品に値上げしてしまったのですが、全く商
品が動かず、工場の生産ラインもストップ間近な状況に陥りました。当時は
こういったコラボ系の商品で無理やり工場の生産ラインを回していました。
非常に高額な金額をかけて工場の生産ラインを稼働させ、本当に厳しい状況
でした。
　その環境のなか、「何とか、しなきゃヤバイ」と考え、「ガリガリ君」は誕
生しました。当時、会社の代表商品でもあり財産でもある「赤城しぐれ」が
1966 年に大ヒットしました。日本で初めて製造されたかき氷カップと言わ
れています。しかし、この商品は遊びながら食べれません。スプーンを使っ
て食べますので、両手を使います。そこで遊びに夢中の子供が食べられるか
き氷を開発しようと、ガリガリ君の開発がスタートしました。
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　2005 年に実施した最初のアイデアがアイスクリーム売場に子供たちを呼
び込もうと、夏の時期に子供たちの会話の中にガリガリ君を登場させるよう
にしました。
　当時は本当にお金がないのが一番の理由で、お金をかけずにどうやって話
題がつくれるかといったらコラボレーションで、当時、コンビニエンススト
アといろいろ連携していて、そのときの人脈を駆使して、コナミ株式会社と
ゲームをつくって、株式会社小学館が男の子を対象とした漫画雑誌をつくる
ということで、ガリガリ君の漫画の連載をスタートしました。
　あと、株式会社バンダイとも企業コラボレーションのガチャガチャのスト
ラップをつくり、夏にガリガリ君のコラボレーションをおこなって、子供た
ちの会話の中にガリガリ君が出て、売場に行ってもらえればとスタートしま
した。
　また販売スケジュールの穴も埋めました。今はコンビニエンスストアの店
頭だとガリガリ君は年に５、６種類、２ヵ月ごとに新フレーバーを出してい
ます。これが最初の 2005 年に行った取組です。
　2006 年、ガリガリ君が 25 周年で、突き抜けたガリガリ君 25 周年キャンペー
ンを行うために、企業メッセージとホームページ、あと社章を全部ガリガリ
君の 25 周年にして、全社員を巻き込んでガリガリ君のキャンペーンをおこ
ないました。このあたりからちょっと仕掛けが大きくなってきました。
　2006 年にやった仕掛けが、ガリガ
リ君に関するデータを見ると、中学生、
高校生、大学生で食べた後、社会人に
なったときに１回、食べることをやめ
てしまうというデータがあり、ガリガ
リ部というファンクラブをパッケージ
の裏につくって、気分だけでもガリガ
リ部活動ということで、卒業生を取り
戻すために疑似部活動をやっていきま
した。いろいろなところで結構話題になって、最終的にはガリガリ部で 5 万
人のアンケート結果からつくった味、マンゴー味を販売しました。これが非
常に大ヒットにつながりました。
　2006 年にさらにおこなったことが「夏休みの思い出シーンにガリガリ君
登場」と、夏休みのアドトレインです。このアドトレインというのも狙いが
三つあり、関東だと山手線でポケモンのスタンプラリーが実施され、そのと
きにアドトレインを走らせると子供が非常にこれを見て喜びます。さらに、

　ガリガリ君の売上も順調に伸びていきました、さらに 1981 年にガリガリ
君を食べた人達が、お母さんくらいの年となり、その方たちがスーパーマー
ケットで買うようになりました。よくスーパーマーケットの特売で、大阪は
特に安いので 100 円台で買えると思うのですが、箱物で、スーパーマーケッ
ト向けの商品を開発しました。
　しかし徐々に販売は鈍化し 1999 年に販売売上も伸び悩び、ガリガリ君の
リニューアルを 1999 年後半に決定しました。全国３万人規模の消費者調査
を実施しました。当時このキャラクターで 1999 年に売られていましたが、
女性から「汗が泥臭い、歯ぐきが汚い、田舎くさい。」と言われて絶対に買
わないというアンケート結果が判明し、2000 年に全面リニューアルを決定
し、キャラクターを変えることになりました。
　2000 年は勝負の年で、「ガーリガリ君」というテレビ CM の歌はご存知か
と思うのですが、なかなか企業の中で発売して 19 年目に初めてテレビ CM
を行う商品はないと思うのですが、根付いてからパッケージのリニューアル
をして、ガリガリ君の歌をつくって発売をしました。一番大きかったのは、
社内もガリガリ君を製造している会社なので、改めて CM やパッケージを
リニューアルして、「楽しい会社だったんだな」ということに気付いたこと
です。そうしたら販売も、なんと初めて 2000 年に１億本を突破しました。
一番このときに覚えているのが、ちょうどガリガリ君の CM をかけた次の
日に公園で子供たちがガリガリ君の歌を歌って食べてくれたのが非常に思い
出としては残っています。ずっとやってきて急に CM をかけると、人の中
で潜在意識みたいなものが急に浮上して買ったというような現象が 2000 年
に起きました。
　CM を放映しましたので、このあたりから全国のお店にガリガリ君が並び
はじめました。もともと赤城乳業は関東の会社ですので、西日本の大阪は実
は弱点でした。西日本のスーパーマーケットでも取扱いが拡大していき、ど
んどん売上も伸び、2003 年には年間販売本数が 1 億 2000 万本になりました。
　第２次ピークは 2004 年です。アイスクリーム業界にいると気付くのです
が、1994 年、2004 年、４のつく年はだいたい猛暑になるのです。2004 年に
非常に猛暑になり、年間販売本数が 1 億 4800 万本に到達しました。
　2004 年 10 月に今のマーケティングの仕事についたのですが、ついた理由
が、この頃、会社にもっとこうすればと文句を言っていたのです。「じゃあ、
お前がやれ」ということになり、言い出しっぺにさせる会社ですので、この
年の 10 月今の部署に異動になりました。ここから実際に 2005 年から 2012
年にかけて、私が実施してきた取組のお話になります。
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ど女性から嫌われていたガリガリ君が
トップになったり、女子小学生でも人
気ナンバーワンという、現象が 2006
年には起こっています。
　2007 年からは、「あらゆるコネタを
生活シーンに散らせ」、ガリガリ君プ
ロダクションを 2006 年に立ち上げま
した。そこでキャラクタービジネスで
お金を稼いで、CM やガリガリ君の企
画に回す仕組みをつくりました。休日の生活シーンのいろいろなところ、例
えばショッピングセンターのあらゆる売場にガリガリ君を並べようと活動を
おこない、本や入浴剤、あとは映画とタイアップをおこないました。
　特にこのとき意識したのが休日です。実際に商品を売る世界だと、休日は
基本的に人が心を開く時です。オープンにガリガリ君を受け入れられると考
え、休日のいろいろなイベント、スポーツ観戦、花火大会、あと休日のショッ
ピングシーンにガリガリ君を露出していった活動を 2007 年に行いました。
　2007 年は派手にイベントもおこない、この中で一番気に入っているイベ
ントが、気温 40 度の中での着ぐるみです。どれだけ汗をかくかという非常
に地獄のような作業ですが、海の家にガリガリ君を登場させて、子供たちと
写真を撮り台紙にはってハンコを押してプレゼントしました。これは何が狙
いかというと、子供のときに写真を撮ってハンコを押すと、大人になっても
ずっと持っているのです。このような小学生低学年への活動をやっていきま
した。
　あとは株式会社東急ハンズで、ちょうど株式会社バンダイの入浴剤を販売
するのに、「お風呂のあとにはアイスもね」というキャッチでのガリガリ君
の販売活動を行いました。
　商品づくりでは、本当に単純なアイデアですが、ガリガリ君のチョコ味が
非常に大ヒット商品になっています。なぜチョコレートが夏になると売上が
下がるかというと、別に食べたい人がいなくなるわけではないのです。本物
のチョコレートが実際にちょっと甘ったるいとか、ちょっと夏に溶けやすい
などがあり、そこをクリアしようとガリガリ君チョコ味を発売したところ、
大ヒットになりました。本当にこれは単純な仕掛けでつくったのですが、こ
ういった中でもヒット商品が出ています。
　2007 年に行ったことのまとめです。実際に毎日アイスクリーム売場に行
く人は少ないと思います。暑かったり、安かったりしないと行かない売場だっ

大人がガリガリ君の夏休み号を見ると小学生の頃を思い出して、また買って
もらえるといった感じで、ガリガリ君の販売をつなげていきました。
　その他には、天気予報です。「今日の天気だとガリガリ君が何本食べられ
るのか」というように、今もガリ天を夏限定でおこなっています。
　次に、花火大会のうちわです。家に持って帰ってもらえるうちわをデザイ
ンしようと、勝手にガリ祭りを仕掛けて、花火大会でうちわを配る活動をし
ていきました。
　あとはサンプリング活動を大阪のキディランド等のアイスクリーム売場以
外でもアイスクリームを配る活動を毎年行っています。
　冬でも話題があれば売れるのではないか。どうしてもガリガリ君は夏場し
か売れないというイメージがありましたので冬限定の商品を発売しようと、
2006 年冬にガリ子ちゃんというガリガリ君の妹を販売しました。これもつ
まらないこだわりがあり、ガリガリ君は結構ガキ大将なので、妹は優しくし
たいということで、中身もクリーミーな味わいで、クリーム入りの妹のガリ
子ちゃんというキャラクターを誕生させました。
　いまコーンポタージュが非常に話題になりましたが、ガリガリ君リッチは
ガリガリ君のアイス棒で年末年始におみくじをやったらおもしろいというア
イデアから、実は誕生しました。値段も 100 円で、たった 100 円でリッチと
いうことをうたって、世の中に衝撃を出そうと、なかなかリッチとかプレミ
アムがつく商品で 100 円という単価はなかったので、当時は非常に斬新でした。
　当時、これも結構いろいろなところで騒がれたのですが、１回、伝説をつ
くりたいと、冬のキャンペーンで札幌の氷点下 11 度の中、アイスクリーム
をサンプリングして、当時の『北海道新聞』にはマッチ売りの現代版少女現
れるというかたちで、無理やり実施した記憶があります。こんなかたちで冬
での話題を 2006 年、25 周年キャンペーンとしてつくりました。
　こんなことをおこなっていましたら、ちょっとびっくりする現象がありま
した。「何と冬なのにガリガリ君が !!」ということで、2006 年に一番びっくり
したのは、『日本経済新聞』で、実際にセブンイレブンで冬に一番売れた商品
がガリガリ君リッチだということで、何なのだという記事になりました。
　おみくじアイスは『朝日新聞』の投書欄に、お母さんが子供を励ますため、
受験生におみくじアイスを毎日与えたというような記事になりました。
　あとは『毎日新聞』の『毎日かあさん』で、男子小学生における、現代の
三種の神器ということで、西原理恵子さんが小学生の三種の神器は、ニンテ
ンドー DS、コロコロコミック、ガリガリ君ソーダと描きました。また女子
中学生の人気ナンバーワンアイスがガリガリ君ソーダとなりました。あれほ
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トするかというのは分からないのです。そこを結局、あきらめずに継続でき
たら販売が伸びた状況になっています。ひらめきやアイデアよりも、理詰め
が好きなタイプですが、やはり継続は非常に大事と思います。本当に今は結
果が出なくても、ずっと継続してやっていくと、ある瞬間に突破することが
できると 2005 年から 2007 年にかけては学びました。
　2010 年、実はこれも信じられない話なのですが、2010 年に新工場、本庄
千本さくら『5S』工場を稼動させたのですが、60 円のアイスを売るのに 150
億円近い投資をしました。本当にちょっと行き過ぎな投資と思われる状況
だったのですが、その前年の、ガリガリ君の売上は 96%と前年割れしました。
　その中で書店にて偶然見つけたヒントが、書籍だったと思うのですが、2009
年の段階でガリガリ君は販売本数だとおそらく日本一のアイスになっていま
した。でも、よく購入するアイスのランキングだと、まだ 13.9%しかガリガリ
君をよく購入する人はいなくて、86%の人はそんなにガリガリ君を買っていな
いということがわかり、2010 年の取組のきっかけになっています。
　ちょうど 2010 年はワールドカップが南アフリカでありましたので、サッ
カーの視聴率に注目しました。サッカー日本代表の当時の視聴率は約 53%、
国民の２人に１人以上は応援することになりますので、そこでガリガリ君
ソーダはブルーということもあり、サッカー日本代表のサムライブルーと
合致しますので、タイアップしました。サッカー観戦は本当にハラハラ、ド
キドキしますので、その間にガリガリ君を食べてクールダウンしようという
キャンペーンを行ないました。
　これは無料でできる企画ではないので、それ相当の予算をかけて、企画で
一気に変えていこうと実施しました。目標は、「新たに 4900 万人のガリガリ
君ファンを獲得」で、国民 5000 万人の人に一気にキャンペーンの中で食べ
てもらう企画をおこないました。
　2010 年は歴史的猛暑と言われてい
る年ですが、アイスクリーム全体の買
う人は 100.8%と１%しか伸びなかっ
たのです。しかし、ガリガリ君は購入
者が 137%と、2010 年の夏を経験して、
一気に約 1.4 倍近い人がガリガリ君を
買ってくれるようになる現象が起きま
した。
　その流れで 2011 年に入っていきます。2011 年の目標はガリガリ君が、サッ
カー日本代表で非常に効果がありましたので、コネタの上に本当に国民レベ

たので、その外側にガリガリ君を告知することによって、アイスクリーム売
場にとりあえず人に来てもらおうという活動を 2007 年から始め、この理念
は今も変わっていません。
　2008 年に行った活動が、食シーンを広げる提案で、ガリガリ君をいろい
ろな場所で食べてもらうことです。2008 年はスポーツシーンです。関東な
のでジャビット君 VS ガリガリ君の対決をさせたり、スキー場でガリガリ君
がスキーで滑って、ガリガリ君を食べてもらうことや、J リーグのサッカー
の試合でガリガリ君を食べてもらうというプロジェクトを行いました。
　少林寺拳法大会にガリガリ君を選手として参加させました。これは結構悲
惨な事実があり、ガリガリ君は負けてはいけないのです。だから絶対に勝た
なくてはいけないというキャラクターなので、小学生に勝利したという事も
ありました。
　あとは食育等、そういったところでもガリガリ君を登場させて、21 世紀
の日本の氷旗というところで、いま日本の氷といえばガリガリ君だろうと、
こういった活動もしています。
　2008 年頃から口コミの見える化ということで、当時はブログだったので
すが、そういった中での「ガリガリ君が当たったよ」とブログで、お客様の
話題を出したりしました。
　2009 年、子供たちが箱根の温泉でガリガリ君ソーダ風呂に入って、その
あとお風呂上がりにガリガリ君を食べてもらって思い出に残そうという温泉
もつくりました。
　交通広告では、ちょっとあまりふざけたことばかりやっていたので、カロ
リーの話や、ガリガリ君の青色は実は天然の色でつけているのですが、そう
いったところをきれいに広告し、女性に訴えかけた活動を 2009 年は実行し
ています。
　2004 年に年間売上１億 4800 万本だったものが、2009 年には 2 億 4500 万
本を突破しました。売上本数が急激に伸び、この５年間で約 1.7 倍に伸ばす
ことができました。
　これはなぜ伸びたのかというと、実は 2006 年と 2007 年に急激に伸びてい
るのですが、2006 年は 25 周年キャンペーンで、いろいろなアイデアを提示
しました。弊社ではアイデアをコネタと呼んでいるのですが、いろいろな企
画を実施したのですが、そのとき実は全くお客様は反応しなかったのです。
そのあとにあきらめずに 2007 年に継続して、さらに去年ちょっと不発に終
わった企画に企画をのせたら、急にブレイクスルーした現象になりました。
　結局、どこまでやったらヒットする、どこまでアイデアを出し続ければヒッ
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　2012 年、「アイスを超えた大きな現
象」と、最終的には今年、全アイスク
リームの中で一番売れた商品がコーン
ポタージュになり、１日あたり 24 本、
コンビニエンスストアで販売されたこ
とで、納品したものが全部販売され、
完売になる現象が全国で起きました。
　また、やりたくはなかったのですが、
販売休止になってしまい、日本は平和だ
なと思うのが、私は販売休止をJR 東海
道新幹線内の新聞ニュースモニターで「ガ
リガリ君リッチコーンポタージュ、ついに
販売休止」と知りました。2013 年春に
再発売が決定したのですが、そのニュー
スもなぜかヤフーニュースのトップの話
題になり、ニュースになるぐらいのアイス
を超えた大きな現象が起きました。
　最終的に、このようなことを実施していきどうなったかというと、今年
４億本を突破し、約 19 年かけて年間１億本を突破、７年かけて年間販売本
数２億本突破、そのあと３年かけて３億本を突破、わずか２年で４億本突破
し、本当によく分からないまま加速して販売していったのです。
　ただ一つ注意したのは、お客さんの数で、食べない人に食べてもらう活動
で、新規顧客拡大を、ちょうど８年間おこなった結果、こういったことにつ
ながったと思います。
　よく買うアイスクリームランキングになると、今ガリガリ君が 30 歳代から 40 歳
代ではトップです。一番伸びたのが 50 歳代と、あと 60 歳以上です。このあた
りの年代が上位の３番目ぐらいに入るようになりました。ちょうど５年前のデータ
だと圏外だった商品を食べるようになったことで、販売は伸びてきました。
　ところで、女性はやはり見栄っ張りな傾向があり、よく食べるアイスクリー
ムの第１位は、すべてハーゲンダッツアイスクリームです。その中でもだんだん
30 歳代ぐらいになると、ガリガリ君と言えるようになり、本当にこのあたりは強
いのです。実は一番うれしいのは、やはり50 歳以上、特に 60 歳以上の方がガ
リガリ君を買って頂くようになったことで、急激に伸びています。
　近日に新商品、「あずき大福」が、『日本経済新聞』でも記事になったので
すが発売する予定です。その商品に関しては本当に 60 歳以上の人に食べて

ルの大きな話題を目指し、ポケモンとのコラボレーションをして、アイスク
リーム売場にお客様をつないで集めていこうと計画し、展開しました。
　2011 年はガリガリ君誕生から 30 周年でした。東日本大震災も発生しまし
た。2011 年なると毎月毎月いろいろなキャンペーンを仕掛けて、アイスク
リーム売場に人を集めようと継続的に活動を行っていきました。
　おもしろかったのが、児童書籍で株式会社講談社と一緒に、小学生のため
のビジネス書をつくろうと、ガリガリ君と瞬足、青い鳥文庫で本をつくって、
小学生に対して、ちょっとしたマーケティングの勉強を教えていく活動をス
タートさせました。
　震災の影響があり、その中で節電というキーワードもあり、いろいろなと
ころで節電キャンペーンをおこないました。
　2012 年一番の大きな話題は、コーンポタージュ味の発売でした。ガリガ
リ君のコーンポタージュは一体どういったことでアイデアを出したのかとい
うことをよく聞かれるのですが、信頼している、あるバイヤーから言われた
一言がきっかけです。
　ガリガリ君は 2010 年にガリガリ君ソーダの品薄騒動があり、マスコミ、
流通から批判されました。2011 年は梨が今度は品薄になったということで、
ここでもかなりの批判を浴び、今年の目標は安定供給という、お客様にきち
んと夏にアイスクリームを届けることを目指してやっていきました。
　そんなことをやっていると新商品になかなかチャレンジができなくなり、

「夏のガリガリ君の開発、攻めていないよね、守っているよね。ガリガリ君
には、みんな何かやってくれると期待しているよ。ガリガリ君だけには、何
か新しいこと、遊び心にチャレンジしてほしい。その責任、義務があると思
うよ」と、あるバイヤーから一言きついことを言われ、社内に持ち帰って、
新しいチャレンジをしていこうと、コーンポタージュというアイデアが最終
的に商品となりました。
　コーンポタージュ発売にあたって、いろいろな現象が起きました。ヤフー
のトップはメーカーから見ると一番ほしいところなのですが、それが発売前
に５回獲得しました。あと、皆さんもツイッター・フェイスブックをされて
いる方が多いと思うのですが、その中での第１位の話題となり、テレビの情
報番組でもたくさん取り上げられました。このキャンペーンに使った PR 予
算は 15 万円だったのですが、それが５億 5000 万円まで化ける現象が起きま
した。
　やはり、想像もつかないことをやると、反応も信じられないようなことが
起きることを経験しました。
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わせることで色や香りが変わるとい
う、ブロックのような入浴剤がテー
マでした。このアイディアがひらめ
いたきっかけを教えてください。
横林　最初は私がアイディアを提案
しました。入浴剤をたくさん買うと
置き場所に困るし、もっといろんな
色と香りがあったら楽しいと思った
んです。先生に多くの提案をし、よ
うやく評価されたのがこの案でした。
学長　まずは先生に認められなけれ

日常の些細な不便を
解消したいという
思いが発想の原点

学長　起業家育成の先駆けとして
2002 年から開催している「全国高等
学校ビジネスアイディア甲子園」。社
会で活躍する力が身につくと、授業
の一環として取組む高校も増えてい
ます。昨年の記念すべき第 10 回で
グランプリに輝いた作品は、組み合

特別座談会

　高校生が自由な発想でビジネスアイディアを提案する「全国高等学校ビジ
ネスアイディア甲子園」（大阪商業大学、毎日新聞社主催）。第 11 回を迎え
た本年は、全国の高等学校から 184 校の参加があり 7294 作品が寄せられた。
大阪商業大学で昨年のグランプリ受賞者３人と同大学の学生２人、同大学学
長による座談会が実施された。実学教育に尽力する同学ならではの視点で若
者の歩むべき道が示された有意義なひとときとなった。

もらいたい思いで発売しています。そういった中で客層を広げるための活動
を以前から継続しておこなってきた結果、ガリガリ君販売本数推移にしめす
数字になったというのが本当のところです。

３．おわりに
　31 年間継続して実施してきたガリガリ君のアイデアですが、ポイントは
三つだけです。まず、アイデアをどこから出すかといったら、普段の生活の
中で全部考えるということです。ガリガリ君は別にクリスマスだからガリガ
リ君を食べたいとか、今日、いいことあったからガリガリ君食べたとかとい
うハレの日とか喜ばしいときの商品ではないので、本当に日常の中でガリガ
リ君の企画は考えています。
　なかなか企画を考えるときに大人になると忙しいからできないとよく言う
のですが、そういうことは絶対に言い訳にしない。日常の中で考えるのだか
ら、移動中等、考える時間は生み出せる、そういった中で常に考えるように
なってしまった感じです。そして、そのネタをアイスクリーム売場につなげ
て、どうやったら食べてもらえるかを常に考えています。
　ガリガリ君に関して注意することは、目線は常に下からです。お客様を上
から見るようなガリガリ君は絶対つくらないことが、ガリガリ君の前任者か
ら引き継いでいることです。
　あともう一つ、まずは０円企画からです。基本的に低予算や 0 円でできる
ことを考えると、結局、自分から動かないとできないので、自分から動いて
人と会って、その中でヒントやアイデアがどんどん生まれていくという現象
です。正直、ガリガリ君は、あまりお金をかけていないブランドですが、『つ
ながり』や『人との商談』によって、ネタがどんどん拡大して、低予算で企
画を生むことができるようになりました。
　あともう一つ、共に創ることで、本当にメーカーとお客様は対等の関係で、
話題商品は一緒につくるもので、基本的には社内も社外もガリガリ君に関し
ては一緒で、みんなを巻き込みながら、キャンペーンを進めてきました。こ
れが現在までに守ってきた三つのポイントです。
　最終的に赤城乳業株式会社が目指してきたことが、「他がやらないことに
チャレンジする」ということです。どうしても他の競合メーカーと比較する
と、例えば赤城乳業の資本金や売上は、10 分の 1、20 分の 1 ぐらいの規模
でしかないので、お金で決まらない独自のアイデアをずっと探し続けたこと
が、この 31 年間の活動になります。そのアイデアを探し続けることが今の
仕事だと思っています。　


