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　福島県は全国でも有数の農業県であり、消費
者へおいしい農産物を届けてきました。しか
し、本県の農業は原発事故により大きな影響を受
け、「福島ブランド」はまだ回復の途上にあります。
本県の平成25年の農業生産額は2,049億円と、平
成22年の2,330億円に対し約88％の水準となって
います。
　グラントマト株式会社は農業生産資材の販売を
中心に、安さと品揃えの豊富さで、農家はもとよ
り一般のお客様からも強い支持を得ている会社で
す。逆風の中、福島の農業への情熱と誇りを持ち、
農家との強い信頼と連携によって、こだわりの食
品を全国の消費者に届けるため、日々尽力されて
います。

　今回は、福島空港の近くにある須賀川市狸森の本
社および市内岩渕にある本部・物流センターを訪れ、
南條社長に、会社の歩み、経営理念、農業や地域
貢献にかける思いなどについてお聞きしました。

○創業以降の沿革についてお聞かせ下さい。
　―「南條商店」から「グラントマト」へ
　戦後間もなく、祖父と父親が古殿町にて農家へ
の肥料販売、米穀集荷を主業務とする「南條商
店」を始めました。山間地で坂道も多いのですが、
荷車をひいて運搬していたと聞いています。
　私は、バブル経済の時代に大学に在学しており、
卒業後に家業を継ぐか迷っていました。店が忙し
い秋の時期は東京から実家に戻り手伝いをしてお
り、親の苦労を身近に見てきたこともあって、最
後は両親の仕事を手伝おうと昭和62年に地元に戻
り家業を継ぎました。
　私は会社に入り仕事を始めてから、業務に打ち
込むほど、このままの商売で今後も継続していけ
るのか不安が徐々に大きくなり、将来に向けた事
業展開を考え始めました。いろいろな事業形態が
選択肢にありましたが、その中の一つに農業資材
販売事業がありました。時宜を得た業態であると
の結論に達し、平成７年に株式会社に組織変更し、
「農家の店とまと」１号店を玉川村に開設しました。
会社名の「とまと」の由来は赤いトマトのイメー本　　社
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ジがとても秀逸で、周りの人たちからも社名とし
て勧められたことによります。その後、平成８年
に白河市に２号店を開設、「グラントマト」と改
名し、全国展開を視野に経営ノウハウの蓄積を始
めました。私は平成11年に社長に就任しました。

○事業内容についてお聞かせ下さい
　―農を中心とした事業展開を促進
　現在は福島県・茨城県・栃木県に店舗を展開し
ています。生活用品と農業生産資材の店舗販売を
中心に、「グラントマト」を14店、農産物・食品・
酒・生活用品を販売する小型店舗として「FOOD 
MART グラントマト」１店、「あめだや」１店、
「業務スーパー」５店と出店を進めています。
　農業というと栽培のイメージがありますが、当
社は「農＝食・生活」と位置付けており、現在、
事業の柱は４つあります。
　第１に「アグリサポート事業」で、農家を訪問
し、農業資材の販売・農産物の購入・経営相談を
行っています。農業資材の販売の中心は肥料・ビ
ニールハウス・農業機械などです。収穫時期には
当社でも農家から農産物の購入をしています。
　第２に「グラントマト事業」では店舗にて農業
関連商品、農産物、生活用品などを販売しており、
農家を対象とした農業資材を中心に販売していま
す。生活用品の販売は農業資材の購入のため来店
されたお客様にとって１箇所で用事が済めば便利
というニーズに応えようと始まり、好評を得て、
徐々に品揃えを充実させてきました。
　第３に「フードマート事業」では、都市部を対
象に農産物・食品・酒・日用品を小型店舗で販売
しています。
　当社は平成13年に株式会社あめだやと資本提携
し、小型店舗「あめだや」の酒・食品のノウハ

ウを得ました。現在「あめだや」は FC化し、グ
ループ会社の株式会社アローに引き継いでいます。
　「業務スーパー」は、平成20年に白河店をオー
プンし、以降、須賀川、二本松、茨城県友部、矢
吹に出店しています。全国展開している「業務
スーパー」の加盟店として、業務を展開しており、
基本的な品揃え以外に、お米など当社の独自商品
も販売しています。
　第４に「会津 CROPS」はインターネット店舗
で、農作物を中心とした商品を日本全国に販売し
ています。今後は、ネット販売の伸びが期待でき
るので、今まで販売していたお米の他に農産物や
農業生産資材なども加え、消費者、生産者それぞ
れが便利に利用していただけるよう努力を重ねて
います。
　今後はこれまでのノウハウを活かして、まず東
日本を中心にフランチャイズ店舗を展開する一方、
農作物の生産と販売をより効率よく行える事業を
進めていきたいと考えています。2043年（今から
28年後）には、直営店とフランチャイズ店で1,500
店舗を目標にしています。

○経営理念についてお聞かせ下さい。
　―地元の安全な食物を地域へお届け
　当社は経営理念として「『安心でおいしい食物
と健康をすべての家庭へ』私達は食とともに歩む
アグリビジネスカンパニーです。」を掲げています。
　昔から「食べ物は三里（約12㎞）四方で作った
ものを食べなさい」と言われてきました。食べ物
は素性がわかるものがいいということですが、現在、
地元の食材で生活するのが健康に良いという考え
に価値をおく人が、多くなっていると考えています。
しかし、農家はおいしい農産物を作ることが目的
となっており、食べる人に農作物を届けることが

グラントマト　玉川店 業務スーパー　須賀川店
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二の次になっているところが見受けられます。
　消費者は地元の安全な食物を安心して食べるこ
とができる。そして農家はおいしい農産物を作り
儲かることができる。そのためには当社がどうし
たらよいかと考えたときに、当社がつなぎ役とし
て農家と消費者とをぐるっと繋げれば、お互いに
メリットが出るのではないかと思いました。農家
はおいしい農作物を作り、その作物を当社が扱い、
消費者に届ける。そこに農業を中心とした一つの
事業として成長するための鍵があるのではないか
と考えています。
　とりわけ当社は農家の方が儲かるための商売を
することが必須です。また地域経済を考えても農
家が儲からないと地域経済は循環していかないと
考えています。

○当社の強みについてお聞かせ下さい。
　―安さと品揃えへの挑戦
　当社は農家の仕入れコスト低減のため、できる
限り農業資材を安く販売することを念頭に置いて
います。安さを実現するため一番重要なのは物流
だと考えています。平成23年に新グラントマト物
流センターが完成し、商品調達力と物流機能が大
幅に改善しました。これにより商品配送を当社で
一手に扱い、仕入れ先の物流のコストを下げるこ
とで、仕入れ価格の引き下げの提案をすることが
できます。
　また、情報システムへの投資を積極的に行って
います。情報システムのバージョンアップは数年
おきに行っています。特に POS レジのデータが

一番重要で、そのデータは見込み発注など物流セ
ンターの商品管理システムに直結しています。現
在は精度とスピードが向上し、多店舗の対応が可
能となっています。
　今後はインターネットを単に商品の購入だけに
使用するのではなく、当社情報の中軸として様々
な事業がネットの中で集約し、そこで情報や商品
を共有するという仕組みができれば新しいビジネ
スとなります。つまり、ネット販売に情報発信を
プラスし、インターネットを農家や消費者とつな
がっていくツールと考え、毎日の営業活動や店舗
にて活用することを、もっと検討していかなけれ
ばならないと考えています。

○ 商品の強み、他社との差別化について
　お伺いします。
　―「福島ブランド」を全国へ
　当社の魅力はお客様との距離が近いというフレ
ンドリーさであると考えています。当社は農家に
軸足を置いた商売をしていますので、農家の気持
ちに近いのだと思います。それは農業に関わる人
にしかわからない細かい要求に応じた商品の品揃
えや、季節ごと、地域ごとに農家が必要とする農
業資材について把握していることによるものと考
えています。
　そこで、当社は一般商品の小売販売だけではな
く、地元農家へ提案できるプライベートブランド
（PB）商品にも力をいれています。肥料に関して
は以前から自社製品も販売しており大変好評を得
ています。有機100％の肥料「ハイパーペレット」

インターネット販売物流センター精米作業を行う大型機械

広々とした物流センター倉庫
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は昨年出店した農業資材EXPOでも好評でした。
　また、当社ではお酒や加工食品も農産物と考え
ています。地域のお客様に提供できる商品を増や
そうと、当社で吟味した焼酎などのプライベート
ブランドのお酒も販売しています。さらに、現在
最も力を入れているのが、
お米です。当社で開発し
た「キラメキふくしま」
という品種を、今年５
月から販売します。味は、
コクが強くてさらっと
している。それでいて
甘みがあって粘りもある。
食べてみるとわかるの
ですが、こしひかりとは
まったく違う品種で、とてもおいしくておもしろ
いお米です。
　当社は2008年に精米課を稼働させ、白米の卸売
りを始めました。自社で精米をしていることもあ
り、品種ごとの精米手法にはこだわりがあります
ので、是非ご賞味ください。
　「キラメキふくしま」は、農家にとっては、収
穫量が多く、販売は当社で扱わせていただきます。
また、消費者にとっては、おいしいく安全なお米
を食べられます。そして、当社にとっては、当社
独自品種を農家に生産していただけるという様に、
三者にとって良い繋がりができるのではないかと
考えています。福島以外では作ることは考えてい
ません。あくまでも「福島ブランド」として販売
したいと思います。

○人材育成、社員教育についてお聞かせ下さい。
　―人材を財産へ、プロ意識の育成
　当社は事業部経営のできる人材育成を進めてお
り、農業生産資材・生活必需品等の販売を通して、
社員が経営者としての能力を習得することを目指
しています。
　平成14年には人材育成の研修機関として「グラ
ントマト大学」を開設しました。とてもユニーク
な機関で、計数管理・人材管理・計画立案力・実
践力といった、経営に必要な勉強をします。経営
者の育成にあたってはトレーニングが必要です。
根気よく続けることで能力を高めていけば、社員
にとっても会社にとっても大きな財産になると確
信しています。

　「グラントマト大学」では入社して最初の研修
で会社の損益計算を勉強します。お客様対応はも
ちろん重要で研修は十分に行いますが、まずは会
社の儲けを把握してほしいというのが理由です。
　また社員に求めているのはプロ意識です。せっ
かく研修をしてもプロ意識がなければ、ただの数
字遊びです。また、商売に対してもプロ意識がな
ければ、仕事はただの作業に終わってしまいます。

○震災後の対応についてお聞かせ下さい。
　―困難な状況を全社一丸となって対応
　震災と原発事故のとても難しい状況の中で経営
判断をしなければならず大変でした。
　特に、原発事故により放射性物質が飛散し農作
物への影響が報じられ、早急に当社が販売する農
産物や食品の安全を確認しなければならない状況
にありました。
　まず私は放射能関連の資料を集め、平成23年４
月から１ヵ月間毎日10時間くらい勉強し、放射性
物質の農作物への影響について調査しました。ま
た、当社では放射線計測機器を導入し販売するお
米、野菜、商品の自主検査を始めました。同年７
月には放射線研究所の設立により検査体制の強化
を図り、当社で販売するお米は独自に全量全袋検
査し販売していました。その甲斐もあって、お米
の販売は秋口から上向き始めました。平成24年に
は県の全量全袋検査体制が整い、現在も当社が精
米したお米は全量全袋検査をしています。しかし、
震災当時は検査体制が整っておらず、不眠不休の
状態で検査しており大変でした。そんな時でも社
員は頑張ってくれました。本当に当社の社員は素
晴らしいと思います。

○社会貢献活動についてお聞きします。
　―思いをかたちに、野球場を整備
　震災時、少年野球に関わっていたのですが、子
ども達が安心して野球をやれるところがなくなっ
てしまいました。なんとかしなくてはならないと
いう心境でした。土木の経験はなかったのですが、
自分でブルドーザーを運転して、当社の使用して
いない雑木林の土地に野球グラウンドを３面整備
しました。やってみるとなかなか面白い作業で、
２ヵ月くらい重機に乗り通しでした。
　県外の野球チームに声をかけたところ、栃木や
群馬など多くのチームが来てくれました。現在ま

当社オリジナルの新品種
「キラメキふくしま」
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でに少年野球の大会を何度か開催していますが、
一番人数が多い時で15チーム500人位の子ども達
や親御さんが集まったことがあります。県外から
グラウンドに来てくれ、福島は大丈夫だと言って
帰ってくれました。本当にやってよかったと思い
ます。将来は「福島ホープス」の練習場にも使用
してほしいと思っています。
　また、震災後に、縁があって口

こうしんれつ

唇裂・口
こうがいれつ

蓋裂※

の子供たちへの寄付を始めました。震災で痛い目
にあった福島の人間ですから、人の痛みがわかる
のだと思います。これからも、できる範囲でいろ
いろな方面に社会貢献していきたいと思います。
※ 口唇裂・口蓋裂…口唇裂とは口唇に披

ひ

裂
れつ

が生じる先天
性の病気。口蓋裂とは口と鼻を隔てている上あごに先
天的に亀裂が生じる病気。

○今後の事業展開についてお聞かせ下さい。
　―夢に向け一歩一歩前進
　震災で得た教訓としてはもっと「磨く」という
意識を持たなくてはならないということです。安

全面はもちろんのこと、食材の品質に関してはひ
とつとして甘えや妥協をしてはいけないことを学
びました。
　当社の商品は、基本的にはどこでも買えるもの
を販売しており、商品の差別化はなかなか難しい
ところがあります。だからこそ事業を伸ばしてい
くためには購入していただくお客様が求めるもの
を１つ１つ吟味し、そのお客様のニーズに対応し、
商品を１つ１つ他社と差別化していくことが重要
であると考えています。
　現在、将来の上場を念頭に業容拡大に努めてお
り、社内体制の整備なども含めて毎日改善改良に
追われているところです。目標を定めると自分た
ちの甘さ、勉強不足が見えてきます。会社全体に
磨きをかけ、地域の食に貢献していくという高い
意識を持ち続けていきたいと考えています。

【インタビューを終えて】

　今回の取材では、「グラントマト」玉川店と
「業務スーパー」須賀川店の店舗も取材させて
いただきました。両店舗とも品揃えが豊富で、
特に「グラントマト」の肥料の種類の多さと農
機具の種類の多さに驚き、そして店舗の生活用
品の価格の安さに再度驚かされました。
　南條社長にインタビューをさせていただき、
地元福島の食を中心とした農業や社会貢献にか
ける思いをお伺いしました。みずから野球グラ
ウンドを整備してしまう社長の行動力と情熱が
強く感じられ、農業の新境地の開拓へ向け前進
する当社の、今後のさらなる発展を確信できる
取材となりました。 （安藤）

農業への思いを熱く語る南條社長、右は千葉常務

本社事務室

グラントマト物流センターと野球グラウンド

物流センター構内のユニークな掲示「ホームランボールに注意」
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