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消費者の魚離れ、食品業界へ
の不信感、大規模店の進出…
昔ながらの小売店が生き抜く
ことが難しい時代。しかし小
規模の小売店ながら常連客の
心をつかんで放さない“繁盛
店”
、石 毛 魚 類 ではいつも 客
足が途絶えません。東日本大
震災後の水産不況を乗り越え、
三代目社長として地元商店街
とともに歩む石毛賢一社長に
お話を伺いました。

有限会社石毛魚類
代表取締役社長

石毛 賢一
心ふれあう対面販売で、
今日も大繁盛！
～お客様目線を貫く、街の鮮魚店～
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ノボリがはためく千城台本店。平日の午後でも客足は途絶えない。

店頭の活気ある様子に道行く人も思わず足を止める。地元だけでなく遠
方からの常連さんも多い。

薄利多売の繁盛店、その三代目として水産不況を乗り切る
街の鮮魚店の息子に生まれて
叔父が初代社長として、先代と
ともに小倉ショッピングセンター
内のテナントに入って1966（昭和
41）年に創業しました。
横芝から千葉に出てきて「いいも
のを安く」
「薄利多売」の精神で営業
を続け、1968（昭和43）年には千城
台に移り法人化しました。若葉区
内に３店舗、計80坪で、売上げを
維持しながら現在に至ります。
私は長男として、先代社長である
父が魚屋で奮闘する姿を見て育ち、
学校を卒業後は食品会社の営業とし
てサラリーマンを経験しました。そ
の後、スーパーマーケットで鮮魚売り
場の主任を担当しましたが、20代後
半で当社に入ることになりました。

繁盛店の一押し入荷情報
本当の繁盛店とはチラシをまい
たときだけでなく、日々コンスタ
ントにお客様に来ていただける店
だと考えています。チラシ以外の
特売を設定し、お客様に還元する

のを忘れないことが、先代からの
教 えです。 消 費 者 の 紙 媒 体 離 れ
も加速していますから、インター
ネット上でのアピールも大切です。
ホームページを、まめに新着情報
を更新できるブログ方式にしまし
た。チラシをそのまま掲載するの
でなく、その日の「一押し入荷情
報」を充実させました。毎朝、３
店舗の店長が船橋市場から、私が
千葉市場から仕入れるお薦めの品
を、いち早くご紹介しています。

震災から３年、苦境を乗り越えて
東日本大震災の影響は、やはり
大きかったですね。私が社長に就
任したとたん、水産業界に激震が
走りました。正直、代替わりした
初年度で自分が店をつぶしてしま
うのではとさえ 思 いました。 売
上げは半減しましたが、とにかく
全て魚に注ぎ込むしかないと、お
客様に還元しきった３年間でした。
安全が疑われるなら、とことん鮮
度のいいものを、とことん低価格

で販売し、普段は出さない遠方に
もチラシをまく、それも今までが
１万枚なら５万枚と。利益は後か
らついてくるものと信じ、採算度
外視で徹底的に安く売り続けまし
たね。お陰様で震災の年から４期
目の今年、ようやく震災前の売上
げを上回ることができました。

「課題は、従業員の
若返り。世代交代
を進めていきたい。
実はパート、アル
バイトも含めて約
50人います。先代
以外にまだ退職者
がいません。それ
だけ創業からの第一期メンバーがずっ
と頑張ってくれているので、若手の育
成が急務とも思っています」
いしげ けんいち
1969（昭和44）
年9月、
千葉市若葉区出身。
食品会社の営業職やスーパーマーケット
の鮮魚売り場で修行を積み、
1997（平成
9）年、有限会社石毛魚類に入社。2010
（平成22）年、代表取締役社長に就任。
<会社DATA>
http://www.ishigegyorui.co.jp/
所 在 地：
•本社・千城台本店／
千葉市若葉区千城台西2-13-1
☎043-237-0723
FAX 043-237-4273
•みつわ台店／千葉市若葉区みつわ台3-8-1
☎043-255-3120
•都賀店／千葉市若葉区都賀3-4-1
☎043-232-1718
•大宮加工所／千葉市若葉区多部田町62-1
   ☎043-234-4124
料理仕出し
事業内容：鮮魚及び水産加工品販売、

新 鮮 さはお 墨 付 き。 高 くても
安くても、とにかく鮮度で勝負。
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「お客様の男性比率が高く、現役をリタイアした
世代が厨房に立ち、魚をさばく楽しさを覚えて常
連さんになるようです。趣味のグッズやパーツ
を選ぶように買って帰り、魚で“遊ぶ”感覚なの
店頭で、常に従業員が２、３人並んで手際よく
では」
（石毛社長）
魚をさばいていく。買ったその場で３枚におろ
してもらえば、馴染みのない魚も調理しやすい。

「今日はいいブリが入ってるよ！」威勢のい
い声が店頭に響き、お客様との会話もはずむ。

お客様を見つめ、商店街の復活に賭ける
遊び感覚で魚に親しんでほしい
消費者の魚離れが叫ばれています
が、
「おかずを作る」ためではなく、
うちの魚を“おもちゃ”として買っ
て帰ってもらえばいいんです。高額
な魚ではもったいないけれど、例え
ば今日はサンマが１匹39円。量販す
るにはお造りはできませんとお断り
しますが、39円なら自分でチャレン
ジしてみようと思える。遊び感覚で
調理してみて、成功すればうれしい
し、失敗しても39円、食べられない
ことはない。家庭でも店頭でも「こ
の前、失敗しちゃった」
「次はこう
やってみれば」
「こんな味付けもい
いよ」
「今度はこんな魚で試してみ
て」と会話が広がるのを楽しんでも
らえれば、絶対に魚が売れないなん
てことはないんです。

お客様を120％見つめることに
専念
二代目である先代が４年前に引退
し、私が三代目として社長に就任し
ました。社長として最初に取りか
かったのは、従業員の目線を変える
こと。それまでも全力で頑張っては
いましたが、そこからさらに120 ％
お客様のことだけを見つめる。仕入
れも品出しも、レジ打ちも、全てお
客様と向き合った働き方に努めるよ
うにしました。
かつては、より 良 い 商 品 ありき
で、商品とお客様が向き合っていま
したが、そこからもう一歩踏み込ん
で、ウソのない“対ひと”の商いをす
る。極端に言えば魚を買いに来るの
ではなく、従業員に会いに来てくれ
ればいいんです。

夢は自分を育てた商店街の復活
私もこの商店街で生まれ
育って、対面販売、人と人と
の交流ありきの商いを見て
きました。 残 念 ながら、そ
の面影はほとんど残ってい
ません。
自分を育ててくれた街に
お返しをする意味で、昔な
がらの商店街に根を張って
先代の頃、2005（平成17）
年に農林水産大臣から受賞された。
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いくために、何 ができるか
考 えました。 いずれはここ

で鮮魚以外の一般食料品やお総菜の
小売店を作って、昔ながらの歩いて
廻れる商店街を復活させたいですね。
高齢化が進むこの街で、今閉まって
いるシャッターを開けて、人と人が
ふれあえる場を作る。対話と心の交
流があれば、それが最大の強みだと
思います。子どもからお年寄りまで、
みんなが買い物を楽しめる街づくり
に関わってみたいですね。

石毛社長
Q朝の習慣は？

  

Q&A

４時30分起床、市場へ。９時頃、
店に戻り10時に開店。完全に朝型
ですが、夜も店で10時頃まで仕事。
Q愛読紙・愛読書は？
新聞は毎日新聞。本はビジネス書
が中心です。
Q仕事以外でハマっていることは？
休みはほとんどないですが、ひとり
飲み、ひとり映画、ひとりドライブ
…が好きですね。
Qカラオケの十八番は？
わりとうるさい ロ ッ ク 系 の マ イ
ナーなバンドを発掘します。暗め
の中島みゆきも好き。十八番はナ
イショ。
Q座右の銘は？
「日 々 お 客 に 有 利 な 商 いをするべ
し」
、勉強会で教わった言葉です。
Qとっておきのストレス解消法は？
プラス思考なのでストレスは貯め
ないタイプ。クヨクヨせず、悩みは
みんなと共有します。

Qやる気の源は？

同業・異業を問わず他の経営者さん
と仕事のことを語り合うと元気が
出ます。

