
誰もいないのにお金を払いますか？

道路脇に置かれた新鮮な野菜。そこには売り手の姿がなく、いかにも不用心だ。
それでも「置き野菜」を利用する人は、備え付けの箱にきちんと代金を入れる。
こうした商いは「先用後利」と言われ、300 年ほど前に富山の薬売りが行商に全国を回ったことから始まった。
企業のオフィスに菓子を置く人気の商法も、商品の代金を後日回収するスタイルだ。
小さな商いだが、見知らぬ相手を信じることで成り立つビジネス。あなたは信じられますか？
構成／ JQR 編集部

相手に委ねるビジネス
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（上）住宅街の中に点在する畑の作付面積は狭いな
がら、農家は多品種を育てている。（左）誰もいな
い無人販売所。日本人にとっては見慣れた風景だが、
考えると不思議な光景だ。

き野菜」は朝に採れた野菜
が並ぶので新鮮。しかも作

り手の顔が見えるから安心です。
取材中に出会ったおば様は、「明
日はこれ食べたいから置いておい
て、なんて予約することもあるのよ」
って。予約ができるなんて、私、
知りませんでした。置いておくだけ
ですよね。先に来た人が持って行
ってしまわないのですか？　なんて、
ニコニコ話してくれるおば様には突
っ込めませんでした･･････。
　さて、今回取材に回ったのは、

東京・世田谷区の農家です。世
田谷と言えば高級住宅街のイメー
ジですが、まだまだ畑や林が残って
いるんですね。とは言え、区内に
ある農家の８割以上が 50a 未満
の小規模経営だそうです。そのた
め多品目を少量生産し、農家個人
の直売所や、JA の共同直売所な
どで販売する「地産地消」が主流
となっていると、東京中央農業協
同組合砧地区生活センターの金
子理史さんが教えてくれました。
　こうした農家の皆さんの生活を支

える「置き野菜」は、つまり無人
の販売所です。置いた野菜を管理
し売る人がいないので、“ 買った人
が代金を払ってくれるはず ”という、
見知らぬ人への信頼感がなくては
始まりません。実際の代金回収率
を聞くと80 〜 90％だそうです。や
はり100％という訳にはいかないよ
うですね。盗難対策として最近増
えているのが、コインロッカー方式。
代金は回収できますが、野菜を手
にとって見ることができないのが難
点です。

「置

売り手と買い手が互いを信用 !!

無人販売を実践する農家の方に
話をお聞きしました

収穫した野菜を無人の販売所に置き
代金を回収する「置き野菜」ビジネス

地元の人たちが買ってくれるのは
信頼されていることの証明
石井良彦さん

収穫の直前まで太陽を浴びた
美味しい野菜を食べて欲しい
斉藤道紀さん

（左）「販売所に野菜を並べたら、並べっ
ぱなし」と斉藤道紀さん。（右）何の表
示もない料金箱に、誰もが代金を入れる。

（右）代金は自分で計算
して小さな箱に投入。お
つりは出ないので、小銭
を用意して行こう。（下）
並ぶのは、いずれも朝採
れた新鮮な野菜。色も良
く、売り切れた時点で終
了。追加はない。

地元の人にとっては、新鮮な野菜が安く買える嬉しい
販売所。野菜が並ぶとすぐ売れ始める。

取材・文／畑田麻理子　写真／内藤サトル

相手に委ねるビジネス

6

戸時代から代々続く農家の石
井良彦さん。販売所へ伺っ

たのは、採れたばかりの野菜を棚に
並べ始めた朝 9 時頃。それに気づ
いた通りすがりの人たちが群がり、
置くそばから売れていきます。作る野
菜は年間40種類ほどで、毎日５
〜６種の野菜を並べるとのこと。
 「今日は出来が良かったと思うと、
お客さんから美味しかったと言われた
り。無人販売は野菜の出来具合が
わかるバロメーターですね」
　馴染みのお客さんが多いので、
代金の回収率もいいのではと聞くと、

った野菜の７割を出荷し、残
りを無人販売所で販売してい

る斉藤道紀さん。３割も置くなんて
リスクが高そうです。当初は道路に
面した場所に置いていましたが、や
はり車での盗難が多く、そこで少し
奥まった畑に近い場所に移すと、

だいたい８割程度だとか。2 割の人
がお金を払わない、というのではあり
ません。車で通りがかった人がまとめ
て持って行ってしまうようです。それ
は残念な話でした。そうしたことがあ
るにせよ、無人の販売所でなぜ誰
もがお金を払うのでしょうか？　「日
本人のまじめな気質ももちろんある

回収率は９割になったそうです。
　無人の販売所で、なぜお金を払
うのでしょうか？　石井さんと同じ質
問をしてみました。すると、
 『細かいお金の持ち合わせがない
ので、次に来た時に払います』とい
うメモが残されていてね。次の日料

のでしょうが、私が毎日丹精込めて
育てている姿を見てくれているからで
はないかと思いますね」
　と、石井さんは答えてくれました。
この辺りの農地もだんだん少なくなっ
てきたと振り返る石井さん。美味し
い野菜を、いつまでも並べて欲しい
と思いました。

金箱を開けたら、その代金がちゃん
と入っていたこともあった」
　と、エピソードを話してくれました。
野菜を育てることとは違った気苦労
もある無人販売。続ける理由は、「次
に繋がるから」とのこと。
 「うちの野菜が美味しいと分かってく
れれば、また買ってもらえる。なので、
自信を持って育てている。『この前
買った枝豆は味が濃くて美味しかっ
た』って、手紙があったこともあった。
丹精込めて育てた野菜を食べてもら
えることが何より嬉しいですね」
　そう聞いて、私は農家の心意気
を感じたのでした。

江

作

（右）無人販売所に並べる野菜も農協
に卸す野菜も出来映えは変わらない。

（左）農薬の使用は最低限に抑え、有
機肥料で育てることを追求している石
井良彦さん
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売りが日本各地の家庭を訪問
して薬が入った箱を置き、そ

の後再び訪れ薬の代金を回収し、
使われた分を補充するという置き薬
のビジネス。その始まりは1683 年、
富山藩第 2 代藩主・前田正甫（ま
えだまさとし）公が備前（現在の岡
山県）の医師、万代常閑（まんだ
いじょうかん）に受け継がれていた

「反魂丹」を服用したことによる。こ
れがよく効いたため、それ以降、正
甫公は反魂丹を常時懐中に携帯。

を踏み入れ商いを始める薬売りたち
は、常に細心の注意を払っていた。

信頼を得るために
礼儀作法をつくす

　訪問した家に仏壇があれば、必
ず手を合わせて先祖に敬意を表する
などの「礼儀作法」を重んじたので
ある。そうした所作や言葉遣いなど
を見て、家の主は薬売りを迎え入れ、
話に耳を傾けたのだ。すると薬売り
は薬の入った箱を置き、代金も取ら

1690 年に江戸城で三春（現在の
福島県）藩主の秋田河内守（あき
たかわちのかみ）が腹痛になった折、
正甫公が反魂丹を服用させたとこ
ろ、腹痛はあっという間に治まった。
この「江戸城腹痛事件」で反魂丹
の薬効に驚いた諸国の大名が、薬
を求めるようになったという。
　反魂丹の主たる効能は現在の総
合胃腸薬のようなもの。正甫公は
富山城下の薬種商屋である松井屋
源右衛門に薬を調合させ、依頼して

ずその場を去るのである。そして数ヵ
月から1 年後に再び訪れ、薬の代
金を受け取るのである。
　江戸時代は、庶民がさまざまな薬
を購入して非常時に備えるほど裕福
ではなかった。しかも、体調はいつ
悪くなるかわからない。それだけに必
要な時に薬が使え、使った分だけ代
金を支払えばよい置き薬の「先用
後利」ビジネスは、利用する側にと
っても嬉しい仕組みだった。薬が効
くことがわかると、顧客はもちろんそ

きた藩主や藩士の依頼に応えた。
正甫公伝説の真偽は定かではない
と言っても、正甫公が薬草の栽培を
奨め、合薬の研究を行ったことは事
実である。その後、正甫公はこの
薬の諸国行商を推進し、富山商人
による置き薬ビジネスが広まった。
以来 300 年以上も続くビジネスとな
るのである。
　面識のない行商人が突然訪ねて
きたら、人は訝しがるだろう。従って、
見知らぬ家を訪ね、生活の場に足

のことを近隣にふれ回る。クチコミで
得意先はさらに増えるという訳だ。
　こうして、薬売りは日本各地を巡り
ながら、薬がなくなる頃を見計らって
客先を訪れるのである。このようにし
て「先用後利」は継続的なビジネ
スとなり、そこでは顧客がどの薬をど
れだけ使用してきたか、特定の薬剤
がどれだけ効いたかなどのデータを得
て、それを元に薬を仕入れ、顧客へ
のサービス向上により一層務めるの
だった。

江戸時代に富山で始まった　

「富山の置き薬」は売薬業者が各家庭に薬箱を置き、使った分の薬
の代金をあとから回収するというもの。いわゆる「先用後利」と呼
ばれる商いだ。日本で誕生してから 300 年が経過し、このスタイル
は世界各国でも導入されている。その歴史と背景を紹介する。
文／本間揚文、JQR 編集部　イラスト／溝口イタル

※反魂丹は現在でも販売されているが、江戸時代のものとは成分が異なっている。

置き薬の歴史と
先用後利の思想

相手に委ねるビジネス
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薬
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懸場帳は
今で言うデータベース

　薬売りが受け持つのは「懸場」
と呼ばれる決められた地域。その顧
客管理台帳は「懸場帳」と呼ばれ
ていた。現在で言うデータベースで、
これまで顧客が使用した薬の種類と
分量、家族構成と健康状態、集金
の履歴などが記されている。懸場帳
を見れば資本の回転具合や地域で
消費される薬などが一目瞭然で、こ

より、稲の品種改良や稲作技術が
進んだという。
　このように、全国を行商する薬売
りは単に薬を売るだけ以上の役割を
果たしていたのである。

世界に広がる
先用後利の仕組み

　現在、配置薬業界は各国政府
の要請を受けて海外へ進出してい
る。モンゴルでは草原地帯で暮らす
遊牧民が人口の約 35％を占めてお

れから置き薬ビジネスは非常に合理
的で先進的なものだったことがわか
る。また、そこに薬売りによる信用
調査が加わっているため、懸場帳に
は売掛値以上の高値がついた。古
い帳面を利用すればすぐに利益をあ
げることができるため、薬売りは懸場
帳を売って退職金を得たという。
　先進的だったのはデータベースと
しての懸場帳だけではない。置き薬
のビジネスで欠かせなかったのが顧
客への土産物だ。土産品は今でい

り、都市部まではかなり距離があるう
えに収入の時期も年に数回と限られ
ているため、先用後利のビジネスモ
デルが受け入れられ、配置薬業は
2012 年からモンゴルの政府事業と
なった。同様にタイやミャンマーなど
の国でも配置薬システムが導入さ
れ、日本独特のビジネスモデルだっ
た置き薬は世界へと広がっている。
　一方、日本国内でも近年オフィス
に菓子や野菜、コスメなどを置き、
代金を後日回収する新しい「先用

う販促ツールであり、紙風船のほか
針や塗箸、九谷焼の徳利、盃、
急須、それに役者絵図、カレンダー
など、顧客の満足を得るため種類を
揃えていた。
　こうした土産物以上に顧客が喜ん
だのは、実は薬売りとの四方山話で
ある。全国を巡る薬売りは、各地で
耳にした新鮮な情報を携えやって来
るからだ。そこには最新の稲作技術
の情報もあり、時には各地の稲のも
み殻を持ち帰ることもあった。それに

後利」ビジネスが登場している。利
用者は気が向いた時に、オフィスを
出ることなく使え、運営会社も代金
回収コストを抑えつつ、オフィスとい
う市場を独占できる。置き薬ビジネス
は古くも色あせない、画期的なビジ
ネスモデルなのである。

相手に委ねるビジネス

＜参考文献＞
先用後利 普及版 とやまの薬のルーツ 北日本新聞社編　北日本新聞社「先用後利」のビジネスモデル　桐谷 恵介 ( 著 ),  
宮崎 友之 ( 著 ),  大橋 久直 ( 著 ) 中央経済

＜参考ホームページ＞
北日本新聞 http://www.kitanippon.co.jp/contents/appear/1/17.html
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「リフレッシュボックス®」（写真）や冷蔵庫を無償で貸し出し、
お菓子やアイスクリーム、飲料などを企業に置くグリコ独自の『置き菓子®』ビジネス、「オフィスグリコ」。

取った分だけ自己申告で貯金箱の中にお金を入れるだけ。
そのユニークなビジネスは日本ならでは !?

文／ JQR 編集部　撮影／豊田和志

オフィスグリコの
『置き菓子®』ビジネスって何？

2000 年よりオフィスグリコの事業に携わ
る。東京での展開に始めから関わり、商品
を手に、あちこち営業に歩き回ったと話す。

江崎グリコ株式会社
川端弘太郎さん
オフィスグリコ推進部

オフィスグリコの『置き菓
子®』が入っている「リフレッ
シュボックス」。中のお菓子
はどれでも1個100円！

「オフィスグリコ」は、従業員が各自で利
用したい時にお菓子などの商品を取り出
し、代金を備え付けの貯金箱に投入するシ
ステム。ボックスや冷蔵庫の設置費用はグ
リコが負担。しかも盗難、紛失などによる
金銭的補償も求めない。1997 年にプロ
ジェクトがスタートし、1999 年に大阪に
第 1 号販売センターを開設。2002 年よ
り東京に進出して本格展開が始まった。こ
の『置き菓子®』はビジネスモデル特許を
取得。サービスを提供しているのは首都圏、
横浜、川崎、千葉、埼玉、愛知、大阪、兵
庫、広島、福岡の一部エリア。

数百種類ある商品の中で、人気がある
のは小腹をほどよく満たしてくれるこ
れらのお菓子。「ビスコ」は定番の味
以外に、発酵バター仕立てや小麦胚芽
入りもリクエスト多数。また、ボリュー
ムと美味しさを兼ね備えた「フレンド
ベーカリー」のココア＆チョコチップ
は数量限定品だがファンが多い。

オフィスグリコの人気アイテム

食べた
分だけ

 払ってね♡

カ
ギ
も
カ
ウ
ン
タ
ー
も
つ
い
て
い
ま
せ
ん
！

相手に委ねるビジネス

常、メーカーは商品を問屋
を通じてスーパーやコンビ

ニなどの小売店へ卸すため、直接、
消費者に商品を販売することはな
い。大手菓子メーカーの江崎グリコ
もかつてはそうだった。そうした既
存の仕組みからの脱却を図り、消費
者に直接商品を届けることができな
いかと考えたのが『置き菓子®』
ビジネスの始まりだったという。
 「オフィスのデスクの引き出しに
は、何かしらお菓子が入っているも
のです。しかし、就業時間中にお菓
子を買いに行く人は少ない。だから
こそ、オフィスは新しいビジネスチ
ャンスの場ではないかと考えまし
た」（川端さん）
　そのアイデアを具現化するため
に、プロジェクトチームを立ち上げ
た。お客様と直接顔を合わせ、商品
を身近に感じ、購入してもらうこと
がテーマ。最初に考えついた販売方
法は “ 駅弁スタイル ” だった。お菓
子を手にスタッフがオフィスに直接
販売に訪れる方法だ。
 「実際にやってみると、就業時間中
のオフィスで “ お菓子いかがです

か？ ” と声を張り上げてもお客様に
とっては迷惑なだけ。結局、昼休み
限定や 18 時以降、という制約がつ
きました。しかも直接販売するのは
商品単価が安いこともあり、とても
効率が悪い。すぐに断念しました。
そこでお菓子をオフィス内に置いて
もらえないか、と考えたのです」
　
ヒントは野菜の無人販売

　『置き菓子®』を始めるにあたっ
て、グリコがゆずれなかったのは、
企業にお金を払ってもらうのではな
く、利用する個人に商品を買っても
らうこと。まとめて集金するのでは
なく、個人からお金を頂く方法を考
えた。そこで思いついたのが日本各
地でよく見かける野菜の無人販売の
スタイルだった。
 「正直言うと、最初は貯金箱を置く
だけで代金をきちんと回収できるの
か不安がありました。そこで、事前
に参考調査をして、野菜の無人販売
をしている農家を回って回収率をう
かがったのです。するとほとんどが
90％以上の確率で料金箱にお金が

入っている。考えてみれば、商品や
お金が入った自動販売機は日本では
当たり前のように置かれています。
これは私の考えですが、日本人は子
どもの頃から感謝の気持ちが身につ
いていて、例え無人販売だったとし
ても、野菜を手間暇かけて作ってく
れた人の姿を思い浮かべ、その対価
をきちんと払わなければいけないと
無意識に思うのでしょう。だから、

『置き菓子®』もお菓子を届けるス
タッフが目にとまれば、不用心な貯

オフィスグリコ
（http://www.ezaki-glico.net/officeglico/）
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相手に委ねるビジネス

金箱でもきちんと集金できるのでは
ないかと考えたのです」
　『置き菓子®』のサービスを始め
た当初、商品ボックスには、籐かご
や、駄菓子入れに使われるポット型
を試したが、商品があまり入らない
うえに、見映えもよくなかった。も
っとオフィスになじむものにしよう
と、文房具などが入っていても違和
感がない今の B5 サイズの３段式の
ケースに落ち着いたという。これな
ら１ボックスで約 10 種類、24 個
のお菓子が入る。お金を入れてもら
うカエルの貯金箱は、今でこそオフ
ィスグリコのキャラクターのように
なっているが実は市販品だ。
 「ほとんどの貯金箱は、お金を入れ
るところが後ろにあるんです。どう
せならお菓子を買ってもらう時に投
入口が正面にあって、気持ちがなご
むようなものがあればと思いまし
た。そんな時に見つけたのが、ある
銀行で口座を新規開設した際にもら
える景品のこのカエルの貯金箱でし
た。大きさもちょうどよかった（笑）」
　とはいえ、すぐに『置き菓子®』
が認知されたわけではない。営業に
回っても、名刺交換どころか話も聞
いてもらえず、受付で追い払われる
ことも多かったという。とくに
2001 年に起こったニューヨークの

テロの後は、各社のセキュリティー
が厳しくなり、入館が難しくなった。
それでも地道に営業を続けて、少し
ずつ認知度が高まったこと、IT 企
業など若手の経営者が増え、職場の
雰囲気が変わってきたことなどから
受け入れてもらえるようになった。

防災備蓄としても活用

　『置き菓子®』のオフィスグリコが
スタートして14 年目の現在、設置
は約10万社。お菓子箱だけで約 12
万台設置している。最初はワンコイ
ンの100円で買える菓子だけだった
が、“ もう少し小腹が満たせるもの
がほしい”“飲み物もほしい”といっ
た声も多く寄せられたため、現在は
100円以外のアイスや麺類、ドリ
ンクなども置くようになった。自社
製品だけでは補えないカテゴリー
は、お客様のためと他社製品も扱う。
　とくに東日本大震災以降は、防
災備蓄に対する企業の意識が高ま
り、備蓄代替として利用されるケ
ースが増えているという。
 「東京都では帰宅困難者対策条例
で、従業員の３日分の水や食料を備
蓄するように指導されていますが、
いつ使うかわからないものを用意す
るのは企業にとって大きな負担で

す。しかし、我々のサービスを利用
すれば企業様はコスト負担すること
なく備蓄品の代替の一部として、置
いておくことができます。またオフ
ィスグリコは定期訪問により、賞味
期限管理のために商品の入れ替えを
行います。日常利用しながら非常時
でも管理された商品をお使い頂ける
のです。循環型の備蓄と考えていた
だくとわかりやすいですね。つまり
商品管理はもちろん、クオリティー
コントロールも職場の方々からする
とノーリスクでできるのです」
　そして職場におけるお菓子の食べ
方も変わってきているという。
 「普段はオフィスの一角においてい
るボックスを会議の際に持って行
き、そこでみんなでお菓子を食べな
がら、意見を出し合ったりしている
企業もあります。気軽なお菓子が、
気分のリフレッシュになったり、部
下や上司と会話を弾ませるきっかけ
になっているようです」

代金回収率は 95％以上

　さて、気になる商品代金の回収率
だが、野菜の無人販売を上回る 95
％以上だという。
 「例えば、商品が９個減っているの
に貯金箱を見ると 800 円しか入っ
ていないこともあります。でもスタ
ッフが次に行った際、商品が８個し
か減ってないのに 900 円入ってい
るということもよくあります。おそ
らく、お菓子を買おうと思った時に
小銭がなくて後でお金を入れたとい
うことでしょう。お支払いはお客様
に任せる、というスタイルは成功し、
今は年間の売り上げが 50 億円に到
達するほどです。今では新卒採用の
アピール項目に “ オフィスグリコ完
備 ” などと書かれていることもあ
り、うれしくなりますね」
　小さな金額の売買でも、信頼関係
によって一大ビジネスに成長した

『置き菓子®』ビジネス。コミュニ
ケーションを大切にした商法はまだ
まだ捨てたものではない。

カートの上のボックスには補充用のお
菓子がぎっしり。飲料や食品などがこ
こに乗ることもある。

商品を運ぶカートはオ
フィスグリコオリジナル。
小さなエレベーターにも
入るように設計されてい
る。2km 圏内ならこの
カートを押して徒歩でお
客様のところを回る。

ワゴンの中には整
理ボックスに入っ
たお菓子が詰め込
まれている。携帯
端末で管理された
商品情報でこれら
のお菓子を届ける。

行って
 来ます！
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　オフィスグリコのひとつのセンタ
ーにスタッフは 10 名前後。エリア
は担当制で、１〜 2 週間に１回、
定期的にお客様のところへ毎回同じ
スタッフが訪れる。グリコのコーポ
レートカラーの真っ赤な制服とカー
トが目印だ。
 「お客様のところを訪れる時間は１
回あたり 5 〜 10 分です。商品の
入れ替えや補充のほか、その間にリ

クエストカードを回収したり、直接
お話を伺ったりします」（小宮さん）
　雨の日も風の日もスケジュールを
変更することなく訪れるため、“ こ
んな日に頑張っている姿を見て、元
気をもらったよ ” などの言葉をかけ
てもらうこともよくあるという。提
供しているのは実は商品だけではな
いのだ。コミュニケーションは商売
の基本であることを実感した。

商品を取り出したら
100 円を貯金箱へ。
愛嬌のあるカエルを

見ると、気分もなごむ。

お客様からおすすめを
聞かれることも。

「商品はすべて端末で
管理しています。

またリクエストカードで
お客様の好みも
確認しています」

商品を補充して、
定期的に入れ替え。

同じチョコレートでも
味や食感の違うものに。

お菓子だけで年間
約150アイテムを扱う。

水産業界の活性化のために IT を活用し、水
産流通のプラットフォームを再構築。生産
者と飲食店、店舗、一般消費者を結ぶため
のシステムづくりなどを手がけている。

「オフィスグリコ」は約 2ヵ月前から導入しています。休憩時間や夕方
の小腹がすいた時に利用していますね。オフィスが 9 階なのでわざわ
ざ外に買いに行くことを考えるとずっと便利ですし、商品もこまめに入
れ替わるので飽きることもありません。食べたい時に食べたいものがす
ぐ手に入るサービスはありがたいですね。（長川さん）

株式会社フーディソン

長川和弘さん
魚ポチ事業部

商品と一緒に元気を届ける ワンコインで買えるので

手軽ですね

相手に委ねるビジネス
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私が
担当して
います！

最近加わった
この商品も
人気です！

商品は
定期的に

入れ替えます

オフィスグリコ利用しています！

冷蔵庫には飲料がぎっしり。コーヒー、野
菜ジュース、お茶、ミネラルウォーター、
栄養ドリンクなどラインナップが豊富。

フーディソンではリフレッシュボックス２個と冷蔵庫
を完備。補充が終わった後はどんな商品が入っているか、
思わずのぞいてしまうという声も多い。

アイスは社内で人気だとい
う。「とくに夏の暑い日、営
業から帰って来た時、冷た
いアイスを食べながらほっ
とひと息つくことが多いで
すね」と長川さん。

小宮涼子さん
オフィスグリコ

カートを押すので、ウエ
ストに専用ポーチをつけ
て手は何も持たないスタ
イル。商品管理をする携
帯端末専用ポーチと、メ
モなどを入れるポーチは
どちらもグリコ仕様。


