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野澤組とチーズの歴史
2014年、当社は創業145周年を迎えます。

東京日本橋で輸入雑貨の卸・小売業を開業し
たのが始まりでした。現在の主力事業は酪農
製品やパスタなどの食品で、売り上げ全体の約
7割を占めています。とりわけ、日本のチーズの
歴史は野澤組の歴史ともいえ、1931年に当社
が初めてチーズを日本に輸入したのです。当時、
オランダに畜産関係の仕事で渡った社員が、現
地でチーズや乳製品を見て、「乳製品の栄養と
おいしさを大衆化し、健康増進に貢献しよう」
と、チーズを輸入したのが始まりであり、当初
は宮内庁などに納めていたようです。

現在、食の洋風化が進んだといっても、日本
人の年間チーズ消費量はまだ少なく、ようやく
2.4kg ／人となりました。米国では15kg ／人、
欧州では日本の10倍以上の消費量ですので、日
本での普及はまだまだです。私は今、日本輸入
チーズ普及協会の副会長を務めていますが、そ
こでは「チーズファイブ」として、まず2倍の消

費量である5kg ／人を目標に普及活動に力を入
れています。ただ、まだ嗜

し

好
こう

品の域を脱してい
ない部分や、為替レートの問題もあり、安定的
に供給するのはなかなか難しいのが現状です。

小売店のチーズ売り場を見ると、各乳業メー
カーさんは値段を一定にするために、チーズ
の枚数やサイズを調整したりと、大変に努力
されています。小売りの場合、さまざまな制約
があり、小さくすればするほど手間も掛かり、
価格も高くなります。さらに、日本ではチーズ
の食べ方がまだまだ知られていないという実情
があります。チーズフェスタでもよく聞かれる
のは、「どうやって食べるのですか？」という
質問です。これは例えば、海外で「豆腐は
どうやって食べるの？」と疑問を持たれるの
と同じことで、日本人にとってまだまだ遠い
存在になっています。

私は、友人を家に招く際には、わざと大きな
塊のチーズを用意して、自らスライスして召し
上がっていただいています。チーズを使った
レシピの料理を食べていただく中で、チーズ
のおいしさが浸透していき、それが消費につ
ながるというのが自然ではないかと考えてい
ます。欧米での小売り販売のように、チーズ
コーナーが充実し、試食や量り売りが主流に
なれば一層普及していくと思いますが、日本
では、衛生上、それが認められていません。
ただその分、のりしろとして今後の可能性が
多くあるともいえ、これからもチーズの普及に
努めていきたいと考えています。
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代表取締役社長

「最も信頼できる商社」へ
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トータルアプローチの継承を
チーズ以外に畜産事業として、乳牛の凍結

精液輸入、牛舎内資材や搾乳機器なども扱って
おり、酪農家へトータルな経営支援を行ってい
ます。TPPなどの問題もありますが、日本の
良い乳製品を海外に輸出したいという思いが
あり、今後は、輸出機能を持たない小さな作
り手さんのプレミアムな製品を輸出できればと
考えています。資材を酪農家へ提供するだけ
ではなく、製品も買い取り、その販売を手伝う
というのも、今後行っていきたい事業です。

また、先代からも言われていますが、小回り
を利かせた「トータルアプローチ」をしっかり
継承したいと思っています。例えば、酪農家を
お客さまとした場合、畜産部はホルスタインの
凍結精液・凍結受精卵や生体の輸入、機械部
は牛舎内資材、搾乳機材、食品部はチーズや
パスタ、繊維部は作業着、帽子、家庭用品部
ではチーズナイフといった、トータルでお客さま
に提供できるものがありますので、ここに、海
外へ牛乳を輸出するお手伝いが追加できれば、
当社にしかできないユニークなサービス、機能
となり、お客さまにさらに満足していただける
のではないかと考えています。酪農にかけては

「野澤組に聞いていただければ全てできます」
と言えればいいなと思っています。もちろん、 
競合他社も個別機能を持っていますが、

「トータルで機能を持っている」ことが当社
の強みです。

酪農家といえば、後継者不足がとても深刻な
問題になっています。毎年、挨拶回りのために
北海道を訪れますが、皆さん、口をそろえて人
手不足を訴えられています。当社は2012年に、
北海道におけるメーンオフィスを札幌から帯広に
移転し、「北海道サポートセンター」を開設しま
した。酪農の主産地に近い場所に人員も在庫も
集約させ、コミュニケーションを密にし、担当地
区に出向くという体制をとっています。北海道は
広く、車での長距離移動もあり、携帯の電波が

入らないような地域も多くあります。自然環境も
厳しいため、万が一に備えて、マイナス30度ま
で耐えられる寝袋を社員全員に持たせています。

また、当社は台湾にも合弁企業がありますが、
台湾での北海道のブランド力はとても強く、乳
製品が台湾国内では作れないこともあり、日本
のフレッシュな乳製品は非常に人気があります。
市場としてはまだ小さいですが、ビジネスチャンス
であり、今後も酪農経営のトータル支援を積極
的に行っていきたいと考えています。

野澤組3つの精神
野澤組に入社する以前、私は国内の百貨店

や海外で服飾小売りの仕事を経験しました。
当社入社後は、海外駐在で輸出業務を担当
したり、輸入食材の問屋で問屋機能を学んだ
りと、流通に関する幅広い経験をさせていた
だきました。2008 年に5 代目社長に就任しま
したが、就任後に取り組んだことに、経営理
念の成文化と新卒採用の再開があります。採
用説明会の際、自ら会社概要やビジョン、経
営理念について話をするのですが、経営理念
については成文化されていない部分がありま
した。そこで、経営理念を見直す良い機会と
捉え、社内外の人にインタビューをし、野澤
組の特徴や強み弱みについてヒアリングを行
いました。すると、面白いことに、回答者か
らはほとんど同じ答えが返ってきました。そこ
で浮き彫りになったのが、「イノベーション」、
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12　日本貿易会 月報

会員会社紹介　　  インタビュートップ

「ジェントルマン・アグリーメント」、「ダイレク
トマーケティング」の3つの精神です。

すでにお話しした通り、チーズを日本に初め
て輸入したのが当社ですが、畜産分野でも、
生きた乳牛を米国、カナダから船や飛行機で
運ぶのではなく、凍結精液の形で輸入し、日
本で良い乳牛を育てるというノウハウを確立さ
せました。リスクもコストも高かった生体輸入
から、選

よ

りすぐりの遺伝子だけを輸入する方法
にシフトすることで、安全性も高く、低コストの
繁殖方法を日本に広めました。まずここに、
1つ目の「イノベーション」の精神があります。

2つ目に、「ジェントルマン・アグリーメント」
です。これは、「紳士協定」と訳せますが、契
約書はできるだけ最小限にし、互いの信頼関
係でビジネスをすることを大切にしています。契
約社会の現代では、これは難しくなってきてい
ますが、長くお付き合いをしている取引先や海
外のサプライヤーに対しては、互いに親しい関
係を保ち、信頼関係があるからこそ、その中で
は商品や期間の限定もないという優位性がわれ
われにはあります。

3つ目は「ダイレクトマーケティング」です。
われわれはエンドユーザーへ直接、販売に行き
ます。もちろん、全ての販売はできませんので
代理店は起用しますが、できるだけ直接お客さ
まのもとへ足を運び、お客さまが本当に何を求
めているのか、何を考え、その業界全体がどう
いう方向に進むかを直接聞いてきます。当社の

規模であれば小回りが利きますので、いち早く
スピーディーに対応できることをエンドユーザー
に強調していくのが当社のスタイルです。

これら3つの精神をあらためて成文化、製
本し、社員と共有したわけですが、当社の土台
ともいえる経営理念に対する認識が増してきた
ように感じています。

また、これは先代から受け継がれている考え
ですが、「信頼される会社」であることを大切
にしています。歴史が古い分、先輩方が築いて
くださったお客さまとの信頼関係はとても深い
ものがあり、それを崩さないようにする。また、
業界の中でも古株になってきますと、業界の責
任を負った社業をしないといけません。私は、
日本輸入チーズ普及協会副会長と、日本家畜
輸出入協議会副理事長も務めており、業界に
貢献していく必要性を強く感じています。その
ためには、われわれ自身の継続性が大事です。
サプライヤーともお客さまとも、Win-Winの関係
をつくらなければ、会社は長く存続できません。
１つのチームとして動いていくことで、サプライ
ヤーにもお客さまに対しても、長期的な関係を
念頭に置いてビジネスを行うことが当社の特徴
であり、私もそれを願っています。そこがプライ
ベートカンパニーの良さや強みであり、そうした
部分を活かしながら、新しいビジネスを育てて
いこうと考えています。

創業145周年を迎えるに当たり
創業145周年を迎えるに当たって、ここ5年

間、新卒採用を再開しています。当社社員はベ
テランが多く、働きたい社員がいれば、定年に
こだわらず雇用を更新していく体制をとってい
ます。しかし、長い目で見た場合、会社が存
続していくためには若い人たちの力がとても大
切であると考え、社長に就任後、あらためてリ
クルート活動を始めました。採用活動には全て
の層の社員が関わっています。説明会では私が
会社概要を、社員からは各部の活動を説明し、
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1－3次面接、最終役員面接と、主任、課長ク
ラスから役員までの社員が関わります。これに
より、社員みんなで選んだ人材を、みんなで責
任を持って育てるという意識が高まり、社員の
結束を固めています。

また、新人研修では適性を見るためにも、2 ヵ
月近くをかけて全国の支店を回らせており、北
海道や大阪、福井、九州など各地に足を運び、
最初の期間に現場を知るようにさせています。
2014年度も複数の新入社員が入りますが、ベテ
ラン社員の中に若いマインドを入れながら、プ
ラスの相乗効果を狙い、これまで築き上げた手
法や考え方を次の世代に伝承していくという、
いわば今はトランジション期間です。昔ながら
の当社の良い部分も残しながら、若い血も入れ
ていく。どこが良い部分で、どこを変えて新しく
しないと立ち遅れてしまうのか。世の中のニーズ
や為替も変わる中で、素早い判断をして動くの
はプレッシャーでもあります。社長になって一番
変わったことは、自分自身、24時間常に会社の
ことを考え続けているということですね。

チャレンジングな趣味
特に今、夢中になっているのは、トライアス

ロンです。ロングのアイアンマンレースに参加し
ており、2008－09年は長崎県五島で「3.8km
スイム、180kmバイク、フルマラソン」、最近
は2011年から宮古島のストロングマン「3kmス
イム、155kmバイク、フルマラソン」にも挑戦
しています。年1－2回はマラソン大会に出て
おり、2月には東京マラソンに参加しました。大
会にエントリーすることで、自分自身を追い込
んで、継続させています。その他には、バックカ
ントリースノーボード、サーフィン、登山。ラグビー
も昔からやっているので、ラグビースクールのコー
チをしたりといろいろなスポーツに挑戦してい
ます。採用説明会でも、チャレンジングなスポー
ツを趣味として学生に紹介していますが、今し
かできないこと、挑戦する姿勢を周囲に見せる

ためにも、自分で体現するようにしています。

日本貿易会に期待すること
日本貿易会では毎年12月に経営者懇談会が

行われますが、私も先代から続いて、例年参加
させていただいています。会長をはじめ、他社
の経営者の方 と々、気軽な雰囲気の中で直接
お話ができるのは非常に刺激を受けますし、本
当に役に立っています。今後も、日本貿易会の
会員会社や経営者の皆さんとの交流の機会を
多く持てることを期待しています。
（聞き手：広報グループ部長　木村　昭）

≪会社データ≫　
①代表者名 代表取締役社長　野澤毅一郎
②創業年 1869年（明治2年）

③本社所在地 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
新国際ビル4F

④資本金 1億円
⑤従業員数 136名（2013年）

⑥事業所

【国内】 大阪支店、神戸支店、北海道営業
本部、北陸営業所、九州営業所、
沖縄駐在員事務所

【海外】 ニューヨーク、アムステルダム、
メルボルン、オークランド、香港、
台北、ソウル、バンコク、上海、
煙台

⑦業務部門

食品部門…
酪農製品（ナチュラル・チーズ、パスタ等）
輸入

畜産部門…
優良種畜輸入、人工授精用凍結精液
輸入、受精卵移植新技術導入
種畜、 肉緬
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生産
機械部門…

農畜産・食品加工・屠
とじょう

場・食肉加工・
豆腐・豆乳・チーズ加工・生乳加工
ミニプラントに関する機械等輸出入、
屠場・食肉センター設計施工

繊維部門…
ジーンズ等衣料品生産・輸出入・国内
販売および天然繊維、合成繊維織物の
三国間貿易、ファッション情報活用等

家庭用品部門…
包丁、金属洋食器等家庭用品の対欧米
輸出、輸入、国内販売

⑧売上高 145億1,200万円（2013年9月）
⑨ 事業内容・

売上構成
食品67％、畜産11％、機械9％、
繊維12％、家庭用品1％

⑩URL http://www.nosawa.co.jp/
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