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　小田急百貨店新宿店のリニューアルで新たな
ターゲット層となったのが、新宿エリアなどで働く有
職女性層、いわゆる「西口OL層」だ。忙しい毎日を
過ごしながら、ゆるりとした健康意識を持つ層と考
えられ、仕事帰りに寄って、楽しんでもらえる売場と
しての設計を進めた。
　同店では、サラダが副菜ではなく主食化し、バリ
エーションも増えていることに注目。各種サラダ料理
やマリネはもちろん、健康に対してゆるやかな意識を
向ける利用者向けに、「AROUND（アラウンド）
500」コーナーを設置。500kcal前後のメニューとし
て、雑穀ご飯を使用した「塩だれ角煮丼」や豆腐ハン
バーグを使用した｢黒酢香る豆腐ハンバーグとお野
菜重｣、お昼にぴったりな、野菜とお肉を混ぜて食べ
る「国産鶏とたっぷり野菜のビビンバ丼」をそろえ
る。クローズケース（対面販売）で24～30アイテム、
オープンケースで弁当系10～15アイテムを常時揃
えている。
　実際に店舗に立つ有坂真店長は、「新宿は利用
客の『感度』が高い印象がある。新商品の売れ行
きも良い」と語り、モニタリングにも最適な立地でも
あると語る。

では17時以降の帰宅時間帯にピークを迎えるが、
電車などでの帰宅時に中身がもれてしまわないよう
にパッキングにも工夫を凝らす。

エンドユーザーとの接点としての
発展目指す

  ケンコーマヨネーズ㈱は2011年(平成23年)の東
京証券取引所2部に上場するタイミングで､サラダ
カフェ㈱のあるべき姿をリブランディング。「サラダ
を広げる」方向性を示し、枠を決めないサラダのバ
リエーション開発に力を入れてきた。現在も、「サラ
ダ料理で新しい世界を食卓に」をコンセプトに、野
菜をキーとして他のさまざまな食材と合わせる「サ
ラダ料理」の浸透と拡大を進めている。2015年
（平成27年）にはカナダ・バンクーバーオフィスを開
設。海外トレンドをいち早く取り入れ、さらなるサラ
ダ料理の進化を進めている。
　大柴代表取締役社長は、「SAROUNDで発売
する商品を水平展開していくことも考えている。さ
まざまなトレンドを取り入れ、新たな需要喚起にもつ
なげたい」とし、同店を基点としたさらなる展開を模
索している。

「三位一体経営」体現する
サラダ料理

　　ケンコーマヨネーズ㈱は、同社本体、北海道か
ら九州まで広がるグループ会社、そして主要ターミ
ナル駅や百貨店などの実店舗・web事業などを行
うサラダカフェ㈱の「三位一体経営」を戦略の中核

る『皿多屋』、阪急百貨店うめだ本店で酒類に合う
世界のサラダ料理を提案する『WO R L D 
SALAD Chef's DELI』、サラダのフードパラダイ
スとして位置づける『Salad Cafe SALAPARA』
を展開している。
　2016年（平成28年）には近鉄あべのハルカス
店に、「和サラダ」専門店『WaSaRa』をオープン。
もともと日本の料理に使ってきた具材を生かした
「和サラダ」や「和惣菜」などのメニューを多数提
案している。
　今年2018年（平成30年）2月、小田急百貨店新
宿店が利用客層の変化に対応すべく食品売場をリ
ニューアルしたことに伴い、これまで『Salad Cafe』
として運営してきた店舗を刷新。『SAROUND』と
して装いも新たにスタートを切った。

「ゆるりと健康」支える
ハイブリッド店

　サラダカフェ㈱の大柴雅彦代表取締役社長は、
『SAROUND』を「Salad CafeとWaSaRaのハ
イブリッド」と位置づける。『SAROUND』とは、英
語のSALAD（サラダ）とAROUND（囲むように）
を合わせた造語。「サラダを中心に食卓を囲み、食
と笑顔を提供したい」という思いを込めた。

和サラダ追求、家に帰ってからも
おいしさと楽しさを

　大柴代表取締役社長は、「今や和サラダはサラ
ダカフェの柱の一つになっているが、和のテイスト
をサラダに取り込んでいく過程は新しい試みだっ
た」と振り返る。たとえば、「和風オニスラポテトサラ
ダ」は、ポテトサラダにコクと旨味のあるソースとた
まねぎのスライス、かつお節を合わせる。味付けは
和風だしにこだわり、これまでにない新たなおいしさ
作りに成功している。「1/2日分の緑黄色野菜の
ジュレサラダ」もだしにこだわり、醤油ベースのソー
スを使って新たなテイストを作り出した。これらは、
日々業種・業態別に試行錯誤を重ね、多種多様なメ
ニューを開発している同社グループの技術力によ
るものだ。
　同店の商品設計は、価格・品質のクオリティーは
もちろん、「デイリーユースの商品作り」にこだわっ
た。テイクアウト業態の特性を意識し、「持ち帰った
後でもふたを開ければ楽しい」（有坂店長）ことを
考慮し持ち帰り用の箱に入れる際、店舗で見たまま
をキープするよう、細心の注意で盛り付ける。同店

　サラダNo.1企業を目指すケンコーマヨネーズ㈱の100％子会社、サラダカフェ㈱は今年２月、東京都新
宿区の小田急百貨店新宿店に、新ブランド店舗『SAROUND（サラウンド）』をリニューアルオープンした。
普段使いのできる見た目にもおいしい「サラダ料理」メニューを多数取り揃え、健康への関心が高い働く女
性層を中心に訴求。主菜からデザートまで、幅広いラインアップで食卓に新風を吹き込んでいる。

“サラダ料理”で主菜からデザートまで！
食卓に新風吹き込む注目店

に据える。その中で、サラダカフェ㈱はグループ内
で唯一エンドユーザーとの接点を持ち、同社がグ
ループ全体で進める野菜をキーとして他のさまざま
な食材と合わせる「サラダ料理」を体現している。
　サラダカフェブランドの店舗では、量り売りサラダ
など百貨店を中心に展開する基幹ブランド『Salad 
Cafe』、ＳＭやモール向けに日々のおかずを提供す

SAROUND
小田急百貨店新宿店
（サラダカフェ㈱）（東京都）

「SAROUND」ロゴマーク
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るものだ。
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考慮し持ち帰り用の箱に入れる際、店舗で見たまま
をキープするよう、細心の注意で盛り付ける。同店

に据える。その中で、サラダカフェ㈱はグループ内
で唯一エンドユーザーとの接点を持ち、同社がグ
ループ全体で進める野菜をキーとして他のさまざま
な食材と合わせる「サラダ料理」を体現している。
　サラダカフェブランドの店舗では、量り売りサラダ
など百貨店を中心に展開する基幹ブランド『Salad 
Cafe』、ＳＭやモール向けに日々のおかずを提供す
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SAROUND
小田急百貨店新宿店
住　　所　東京都新宿区西新宿1-1-3
　　　　　小田急百貨店新宿店本館地下2階
電　　話　03-5325-3800
営業時間　10:00～20:30
　　　　　（定休日は施設に準ずる）

協会は会員企業様の取り組みを応援しています！！
 惣菜製造業をされている企業様で新しいお取組みなど、「惣菜ホットニュース」でご紹
介しませんか？ ご紹介を希望されます企業の方は、協会までお問い合わせください。取
材させて頂く場合には改めてご連絡をさせて頂きます。

一般社団法人 日本惣菜協会　TEL 03-3263-0957


