物流現場をスマート化！
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年 8 割成長の健康食品物流革新，
「顧客の期待を超える満足」実現へ
万田発酵・本社工場へのiWMS G5-IP導入事例
23年をかけ開発した
独自酵素
◆健康食品から農業資材にも
植物発酵食品「万田酵素」の名は，
多くの読者が新聞広告などで見かけ
たことがあるだろう。万田発酵（図
表-1）が独自開発したこの植物発酵

食品は，黒砂糖，果実類，根菜類，
穀類，海藻類など53種類以上もの
原材料を使用し丸ごと粉砕。丹念な
編集部は広島・三原港から高速

続く日本酒「万田」の蔵元の11代目

をかけ低温で自然発酵・熟成させ，

船で因島に渡り，原材料調達から全

当主。300年以上培った醸造の知恵

熱も水も一切加えず原材料の持つ力

品の生産，充填・梱包・出荷まで一

と技術をもとに，
「命あるすべての

を引き出して完成する独自の製品

貫して行う，
同社本社工場を訪れた。

生き物の健康や地球の環境に役立て

写真①のような巨大ダイコンを

たい」
「妊婦さんに食べてもらい元

納豆，チーズ，酒類など世に発酵

見て，思い当たる人も多いに違いな

気な赤ちゃんを産んでほしい」とい

食品の数は多いが，これほど多くの

い。植物用に開発された万田酵素

食品を原材料としている例はまずな

は，収穫増加・品質向上に有効な農

い。

業用の特殊肥料として植物本来の生

樽仕込みから３年余・100工程以上

で，いま大ブレイク中だ。

1

命力を引き出す力があり，他にもカ
図表-1
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万田発酵㈱の会社概要

ボチャ，ヒマワリなどを大きく生育

本 社
所在地

〒722-2192 広島県尾道市
因島重井町5800-95

させている（細胞自体を大きくするの

T E L

0845-24-3555㈹

ない）
。

F A X

0845-26-2034

設 立

1987（昭和62）年6月3日

ケア用品としても応用され，いずれ

代表者

松浦良紀 代表取締役社長

も高い評価を得ている。

年 商

約90億円（12年3月期予想）

従業員数

153人

事業内容

健康食品等の製造及び販売
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でなく細胞の数が増えるので味は落ち

さらに水産・畜産飼料や，スキン

◆どん底からの再出発
同社の創業者・松浦新吾郎現会
長は，元禄時代から因島の地に代々

❶植物用万田酵素で育った30㎏の巨大ダイコン
を持つ松浦社長（後の容積60ℓの大きなひょうた
んも植物用万田酵素を使用して育てた）

❷加工棟の500ℓ樽で熟
成されるペースト状の万
田酵素。右は仕込み2年
目の状態で，年を経るほ
ど粒度が細かくまろやか
になる

2

ます」
通販ビジネスのブレイクで，出荷
単位は小口が圧倒的に増え，物流の
仕組み自体を大きく変革する必要に
迫られた。そこで新システムの導入
検討が開始されたのである。

「期待を超える満足」
実現のために
驚くことに，ここで松浦社長が描
う思いを原点に，20余年に及ぶ研

時代に30億円で購入したもの。そ

く物流改革のゴールは，
「絶対単品

究の末，
「万田酵素」の開発に成功

の負担が次第に重くなったところで

管理」と「受注当日配達」の実現だ

した。

不況に見舞われ，私は05年にどん

った。いずれも国内に実施企業はあ

家畜に与え，自らも食してその効

底の状態で跡を継いだんです。でも

るが最先端の限定事例のみ，大変な

能を確信していた創業者は，妊娠中

そこから這い上がってきたこの7年

目標である。

のわが妻にも試食させたところ，元

間は，本当にやりがいがありまし

気な赤子を安産で出産。
「万田酵素」

た。痺れるくらいに…」松浦社長は

の評判がまたたく間に広まったとい

そう言って微笑む。

◆絶対単品管理
まず「絶対単品管理」にかける松

幼時から万田酵素で元気に育っ

浦社長の思いは，
「安全・安心，品

84年に当初量り売りだった商品

た２代目・松浦社長はこの間，全国

質への徹底的なこだわり」から来る

の瓶詰めに成功，現在の「万田酵素」

22か所の支店を東西２か所に絞る

ものであることが，話を聞いてよく

が商品として完成するまで，実に

など社業の立て直しと事業改革をパ

分かった。

23年間を費やしている。

ラレルに進行してきたのだが，その

「原材料もほとんど無農薬・減農

だがこの後も販売が軌道に乗る

焦点となったのが，通信販売による

薬で植物用万田酵素をかけて育て，

までは苦労の連続。創業者は体ひと

ダイレクトマーケティングの開始だ

栽培記録も取っており，東北からの

つで東京に出て「万田酵素」を売り

った。

調達はありませんが現在は放射能測

う。

歩き，一歩ずつ社業を拡大，89年に

「従来はBtoB でナショナルブラ

定も行っています。品質管理への投

は因島に21,000坪の土地を購入し

ンド商品を一括大量生産して卸に納

資は苦しいときも継続し，創業以来

大規模工場を建てるまでに発展し

品し，薬局・百貨店などで販売され

28年間，健康被害は一件も出して

た。

ていました。それが５年前にBtoC

いません」

だが05年に社長に就任した長男・
良紀氏は，打ち明ける。
「実はこの土地は，年商８億円の

3

の通販を開始したところ好評を得ら

同社が第三者機関認証として

れ，初年度は売上が３倍に拡大，以

GMP（適正製造規範）を取得したの

後４年間も年80%成長を続けてい

は08年で，植物発酵食品業界では

4

❸梱包工程／濾過したペーストを瓶詰めまたは分包充填後，箱詰め（粒タイプも
ある） ❹万田発酵の代表製品群／右から万田酵素，万田HI酵素，万田酵素金印，
万田酵素プラス温，万田酵素プラス温粒タイプ，特殊肥料のアミノアルファ
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◆注文当日配達

第１号。また日本食品衛生協会の検

なルートで届いているのか。調達か

査指針に基づく微生物検査，理化学

ら発送までは自社で管理できます

現在通信販売業界で実際に「当日

検査，官能検査も励行している。

が，その先が見えないままではいけ

配達」を実現している例として，

ないと考えました」

BtoBではオフィス用品のアスクル，

「そうした意識はお客様と我々メ
ーカーが直接つながるBtoC ビジネ

つまり，
〈絶対単品単位でのトレ

スの中で，さらに深まりました。１

ーサビリティ〉を確立しようという

人ひとりのお客様にどの商品がどん

のだ。

図表-2

BtoCではアマゾン・ジャパンの一
部地域その他がある。
いずれも物流拠点と配送のシス

iWMS G5-IP のシステム構成イメージ
シ ス テ ム イ メ ー ジ

通販管理システム

基幹システム

分析システム

WMS（G5-IP）

●マスタ管理
格納
●権限管理
入荷検品
格納指示
●入荷管理
ハンディ
●出荷機能（法人・DM）
コンベア・ ターミナル
入荷スケジュール決定
ソーター
●単品ロット管理
RFID
●在庫管理
リーダー・
自動倉庫
ライター
●在庫調整
●返品管理
ラベラー
DPS
●ロケーション管理
●ロケーション移動機能 入荷予定登録
●倉庫間移動機能
フォーク
ERP
SCM を構成する
●補充機能
端末
多種多様なシステムの
●棚卸機能
核となるパッケージ
●属性変更機能
TMS
EAI
●各種 I/F 機能
輸出入
●作業進捗管理
ビジネス
出荷

トラッキング

インテリ
ジェンス
（BI）

入荷実績

クロスドック

出荷指示登録

業務
システム

出荷スケジュール決定

ピッキング
出荷検品
引当

支店
支店

自社倉庫

他倉庫
他倉庫

良品在庫（保管）

法人出荷

良品在庫（ピック）
入荷

調達元

補充移動

移動
DM 出荷

ロケ移動
棚卸
属性
返品／廃棄

法人／ DM 出荷

変更

返品

不良品在庫

物 理 イ メ ー ジ
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納品先

❺❻ BtoB出荷品の
ピッキング，スキャン

5

応用性の高いこと，そして高品質で
低コストであることです」
iWMS は以前に本誌でも取り上

6

げた，紳士服の青山商事が実施する
絶対単品管理を達成という大きな実
績がある。
［IP］とは，物流向け［SP
＝シナリオパック］の製造業版＝イ
ンダストリアル・パックの略で，フ
レームワークスが積み重ねたユース
ケースで130種あるシナリオから最
適なものを選択することで，カスタ

テム整備を徹底した結果ようやく実

ーパーカクテルDUO FOODsを採用）
。

マイズを不要とし，安価に・短期間

現されたもの。万田発酵が挑むのは

これに前後し物流システムの革

に・安定したシステムを提供できる

特に厳しいBtoC の分野であり，容

新に向けWMSの導入検討に入り，

易な課題ではない。

ベンダー数社の提案からフレームワ

今回も約５か月でBtoC 対応，キ

そこで松浦社長が口にしたのが，

ークスのiWMS G5-IPに決定，要件

ャリア対応，上位システム連携など

同社の企業理念・経営姿勢（Credo）

定義に入ったのは３月の震災後。さ

の仕上げ調整を実施した（図表-2）。

だ。その一条を見ると〈お客様の期

らに物流パートナーを選定し東西の

導入コストはWMSパッケージと構

待を超える満足を実現します〉とあ

新センター設置を決め，WMSと合

築費用だけで約2,500万円（ハンディ

る。

わせて立ち上げたのは11月，とい

端末，プリンタなどハードと基幹システ

「明日でなく，お客様が注文され

う信じがたいハイペースで構想実現

ムを合わせると１億円弱）だった。

たその日にお届けする。まだ実施例

に驀進。フレームワークスはWMS

の限られる今それを実現すれば，お

の構築・導入に加え，これら物流業

客様の期待を超えた〈感動〉が得ら

者選定等を含むプロジェクト全体の

れるのではないか。誰でも注文した

コーディネートを行っている。

特長がある。

◆物流拠点
BtoC物流機能拡充のため従来の
体制を抜本的に改革し，既存の広島

時の気持ちが一番熱く，冷めてから

「絶対単品管理と当日配送に向

ロジスティクスセンター（ヤマトロ

届いても感動が小さい。もちろんそ

け，今回は礎になる第１期の取り組

ジスティクスに委託）に加え，東に２

のためには物流体制と情報システム

みとして，WMS導入と合わせ東西

拠点を立ち上げることにした。通常

の高度化が必要ですが，不可能では

に物流拠点を立ち上げることにしま

商品用出荷拠点として埼玉物流セン

ないはず」と松浦社長の決意は固

した。フレームワークスの iWMS

ター（同プラスロジスティクス），メー

い。

G5-IP を選んだポイントは，絶対単

ル便で届けるお試し商品用拠点とな

品管理への対応性と実績，拡張性・

る東京物流センター（同日本郵便＝

今回の一連のシステム刷新，物流
システム革新は，これらの思いから
スタートしたのだった。

拠点と新システムで
物流革新へ

❼❽ BtoC出荷品の
ピッキング，スキャン

7

8

◆シナリオWMSの導入
松浦社長はまず３年前から基幹
システムの刷新に取り組み，11年
６月までにこれを先進クラウドシス
テムとして完成させた（内田洋行のス
2012・2
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9

10

❾梱包出荷検品 ❿iWMS G5-IPの管理画面例

JP）で，センターからの宅配はヤマ

れた商品名が画面に表示されるの

ドを印字して絶対単品管理を実現

ト運輸，JPと佐川急便に委ねてい

で，作業者はその在庫ロケーション

し，お客様の絶対的な信頼を得た

る。

に移動し，外装箱または個品のQR

い」と松浦社長は言う。

だがコンペを経てこれら複数業
者を選定し，一体となってプロジェ

コードをスキャン（写真⑤⑥）
。必要
数をピッキングする。

己満足でなくお客様のためであり，

クトチームを立ち上げたのは８月中

個品のQRコードは樽単位の製造

お客様が求め，潜在的に求めるもの

旬。それからWMSとの連動体制を

ロット情報まで含み，万一の際の絶

を見いだし，実現していく。その１

組み，本稼働させるまでわずか３か

対単品単位トレースを可能にする。

つが絶対単品管理により安心・安全

月だ。

単品外装面にインクジェットプリン

をご提供すること。食品業界でここ

「各社に相当なご無理を言いまし

タで印字する工程付加が必要なた

まで追求した例はないと思います」

たが，それぞれ実績とノウハウのあ

め，順次対応を進めているところ。

もう１つの「受注当日配送」はど

る会社だからこそ対応頂けました。

次にBtoC 出荷場の６号棟でも，

うか。
「お客様により近い所に物流

今後の拡張性，可変性を担保するた

同様にピッキング（写真⑦⑧）
。間違

拠点を拡充し配置すれば，決して不

めの拠点設置で，第１期としては十

った商品をスキャンすれば真っ赤な

可能ではないはず。これらに２年で

分な構えになったと思います」
（同）

画面で警告が出るので，出荷ミスを

めどを付け，５年で完成させたいと

排除できる。

考えています」

◆絶対単品管理の実際

続いて，出荷伝票のバーコードと

万田酵素は既に５大陸・30か国

個品のQRコードを読み合わせて検

以上にBtoB 市場を広げているが，

品の上，納品書を入れ梱包，送り状

近年はアジアと欧州，北米のほか南

現在の出荷数量は，
合計38.5万個・

を貼る（写真⑨）
。完了品はヤマトロ

米，アフリカにも拡大中という。

12万件/月で，
うちBtoBが3,000件，

ジスティクスの作業者が順次集荷し

「どんなにITが進歩しても，イン

BtoCが11.6万件程度（金額ベースで

ていく。現在はまだ受注当日出荷，

ターネットでものは運べない。お客

はB：Cがおよそ 4：1，アイテム数は食

翌日配送が基本だ。

様の期待を超えるため，物流は本当

では出庫・ピッキング，梱包，出
荷の物流現場状況を見てみよう。

品約300 ＋その他200 程度）
。今も毎

写真⑩は現場端末でのiWMS G5-

月力強く伸びており，80%成長を継

IPの管理画面例で，在庫ロケーシ

その進化に向けて今後もチャレンジ

続する勢いにある。

ョン把握，作業進捗状況把握などが

を続けます」

まずBtoB 出荷場の７号棟。出力

いつでも可能になっている。

ディ端末（キーエンス製，30台導入）
で読むと，WMS連携で引き当てら
2012・2

になくてはならない，大事な機能。

冬なお明るい瀬戸内の陽光に，松
浦社長の笑顔が重なるのだった。

された出荷伝票のバーコードをハン
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「何のために会社があるのか。自

◆さらにチャレンジ
「最終的には個品全品にQRコー

MF

