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はじめに 

  私、牧井忠は福岡県旧糸島郡北崎村宮浦、現在の福岡市西区宮浦に
生まれました。地元は小さな漁村で、実家は農家を営んでいました。 

 祖母や母は地元でとれた新鮮な魚や、畑でとれた旬の野菜を使って手作
りの料理をたくさん作ってくれました。素材の味を十分にいかしたシンプル
な料理や、同じ素材でも飽きないようにと切り方、調理法や味付けを変え
て、その食材の魅力を沢山味わわせてくれたことを覚えています。 

  そんな環境で育った私は自然と食べ物への興味がわき、高校卒業後に
福岡市内の魚市場で４年間勤めて、魚の扱い方や産地情報などの基本
を学びました。天然と養殖の魚介類の違いや、旬や産地によって脂のの
り方、魚の身のしまり方が違うこと、そしていつ、どのように調理して食べ
ると一番魚の美味しさを味わうことができるかを経験から身につけること
ができました。 

  その後1975年に福岡市内の小笹で八百屋を開業しました。取り扱う商
品が増えて、コンビニ形式、スーパーマーケットへと形態を変えていく中で、
徐々に食の現場への疑問がわいてきました。スーパーや店舗では明らか
に養殖と分かるものが天然と書いてあったり、肥料や農薬で色の濃い野
菜ばかりが並べてあったり。調味料は化学調味料が入った大量生産した
商品が安い値段で売られている。あまりにもこれは違うんじゃないというも
のばかりが売ってある。間違いだらけの食品売り場が多すぎるこという現
実に対し、自分のスーパーで売る商品は「本物」を届けたいという食への
こだわりが強くなっていきました。 

  「お客様にうそをつきたくない、産地直送の旬の美味しさを届けたい、そ
してなんと言っても次世代の日本人が安心して食べられる本物の味と商
品を伝えていきたい。」そんな気持ちで、１つ１つの商品を選び抜いていま
す。昔の日本人は、季節を肌で感じ、その季節や地域に合った食を選び
ながら、身体を守ってきました。季節感や郷土の特徴がなくなってきた日
本には、正直危機感を感じています。このような時だからこそ、もう一度昔
から伝承されてきた「日本の本物の食」を見直していくべきではないでしょ
うか。 

  マキイは、これからも身体にいい商品やサービスを通じて、誇るべき日
本の食を伝承し続けていきます。 

平成２４年４月 

有限会社 マキイ 

代表 牧井 忠 
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I . 経営理念・行動理念 

◎ マキイの経営理念 

『 Good Quality Supermarket 』  
 
・私達はお客様に本当のおいしさを安心と共に提供したい。 

・私達はスタッフに生きがいのために働ける職場を創造したい。 

・私達は協力業者さんとお客様のからの喜びの言葉を共有したい。 

・私達の体は食べ物でいかされていると再確認したい。 

 

◎ マキイの行動理念 

『Good Quality （高品質）を守る』 
 
・私たちがお客様に提供するものは、おいしく身体にやさしい商品、 

 作り手のまごころが伝わる商品です。 

・お客様の満足（喜び）は、定期的なご来店と口コミにつながります。 

・信用されている誇りとともに得る利益が「老舗」を創りあげます。 
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Ⅱ . 活動方針 

◎六角形の『忠』は、マキイの経営に対する想いを表して
います。 

 「まごころをこめて、誠意を尽くし、よく努めを果たすこと」
という 意味です。 

◎企業活動を行う上で、重要と考える６つのキーワードを
通して、社会貢献をしていくことを目指します。６つのキー
ワードに沿った活動へ丁寧に取り組み、バランスを保つこ
とが経営理念「Good Quality Supermarket」へ向かう経
営ができます。 

忠 

①取引先 ②商品 

⑤地域・社会 ⑥コミュニケーション 

③社員 ④環境・ 
製造 
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Ⅲ．会社概要(1)基本情報 

名称 有限会社 マキイ 

代表者 代表取締役社長 牧井 忠 

資本金 2450万 

創業 創業 1975年   

設立 設立 1982年 

本社 〒810-0014  

福岡市中央区平尾5丁目19-1  

TEL:092-522-7000 FAX:092-522−5304  

EMAIL info@makii.com 

http://www.makii.com 

取り扱い商品 生鮮食品・加工食品・生花・惣菜 

デリカテッセン・ベーカリー 

主要取引先 戎フード(株)･高取食品企業組合･ 
(株)欧グルマン･福岡魚市場･共和食品 

福岡県花キ農業共同組合 

取引銀行 福岡銀行 六本松支店 

スーパーマーケット からだに優しい食堂 
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Ⅲ．会社概要(2) 事業概要 

① 小売り 

 ・生鮮食品 

 ・調味料 

 ・惣菜、パン 

 ・ケータリング 

 

② 食堂 

 

③ 農業 

 

④ 料理教室 
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Ⅲ．会社概要(3) 沿革 

1975年11月 青果業開業 

1975年10月 長丘店開店 

1980年6月 小笹店開店 

1980年11月 山荘通り店開店 

1982年9月 有限会社マキイ設立 資本金３００万 

1986年3月 長丘店売却 

1986年11月 山荘通り店改装 

1989年9月 小笹店売却 

1991年3月 資本金1000万円に増資 

1993年12月 山荘通り店を増床リニューアルオープン 

1994年7月 生肉部門直営化 

1997年5月 ベーカリー部門直営化 

1999年3月 鮮魚部門直営化 全部門直営化完了 

2002年 レストランクールドマキイオープン 

2002年 食の学校に入会 

2003年 資本金2450万に増資 

2007年 マキイ農園で無肥料・無農薬栽培による 

米栽培開始 

2011年 「からだに優しい食堂」リニューアル 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

こだわりの商品を見つけるまでの道 
 

① 足でかせぐ。 
 スーパーを始めた頃は、社長自ら東京や大阪のベンチマーク店
に出向き、こだわり商品や惣菜を全て購入し、ホテルで試食しま
した。旅費と商品の費用、そして何より時間にかなり投資しました。
そして味や原材料（化学調味料無添加など）内容が気に入った商
品を、メーカーに問い合わせて取り扱いを交渉しました。 

そうして地道に１つづつ商品を増やしていったのです。 

 

② 今では４０００品を超える商品ですが、
棚に並ぶのは簡単じゃありません。 

選ばれる商品は、100品のうち2~3品です。 
 福岡でのこだわりスーパーとして名が売れてきた現在では、 

メーカーの方から取り扱いを依頼してくることもあります。 

無添加・オーガニックだけではマキイの商品の仲間になることは
できません。安全、安心そして美味しくなけば、商品として認めま
せん。その競争率はなんと２〜３％なのです。 

このようにして超難関を突破した商品が少しづつ棚に増え、 

マキイの商品力が強くなっていくのです。 

 またスーパー店内にお客様アンケートBOXを設置して、ご要望
のある商品は出来る限り取り扱うように努力しています。 

  

① 取引先 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

協力会社さんと、お客様からの喜び
の言葉を共有したい。 
 

① 信頼できる問屋（戎フード）との出会い 
マキイの食に対する想いに感銘を受けた、無添加食品を
扱い、高品質な品揃えの問屋の社長との出会いがあり、
今のマキイを支える商品力が生まれました。食に対する
誠実な想いがお互いを結びつけて、お客様にこだわりの
商品を提供することができるのです。 
 

（エピソード） 
 1990年に大阪のこだわり商品を扱う問屋（戎フード）さ
んと出会った時は、野間の店を閉店したばかりで資金繰
りが苦しい時でした。「お客様に安心で安全な本物の商
品を届けたい！ お客様が喜ぶための品揃えをしたい」と
想いを大阪まで出向き、直接会って伝えたところ、数日後
に社長自ら来店され、店を1週周ってから1枚のメモをくれ
ました。そこには商品リストがずらりと並び、一言「こんな
商品から始めてみたら。」と。牧井さんは「チャレンジしま
す！」と答え、発注したところ本当に品物が届いたそうで
す。実績もなく資金も苦しい中、食に対する想いを信じて
くださった戎フードの社長様には本当に感謝していますと
のこと。それから20年以上、この信頼関係が続いていま
す。 

① 取引先 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

農家さんとも共に成長する 

（Win-Winの関係） 
仕入れ先の農家さんとも利益をしっかり分かち合いたい。そ
してマキイと一緒に成長して頂きたい。手間ひまかけて育て
た野菜や果物は、我が子のように愛おしいと思っている農
家さんですが、農業共同組合に出すと、他のものと混合さ
れ、値段も自分で決めることはできません。その価値が分
かるからこそ相場より高い値段で仕入れ、農家さんが本物
の野菜作りに力が入るように応援しています。 

 

（エピソード） 
①富士町の米農家に出会ったのは10年位前で、当時はほ
とんどJAに出荷していました。新潟産こしひかりが１俵
18000〜19000円の時代でしたが、マキイではその時から
ずっと１俵２００００円で買い続けています。今はもち米や野
菜も注文していますが、もちつき大会には応援に来てくださ
るように、お互いに信頼のおける関係が続いています。 
 

① 取引先 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

農家さんとも共に成長する 

（Win-Winの関係） 
（エピソード） 
 

②水俣の地元で頑張っている生産者の方とも取引しています。桜
野園の松本さんは、無農薬栽培でお茶を生産し、肥料も「人間が食
べても大丈夫なものだけ」を使います。なたね油粕は国産のものを
使用し、魚粕は鰹節の原料になるような良質のものを使っています。
自然の味にこだわり、肥料をやりすぎず、お茶の木にも負担をかけ
ない栽培を心がけています。５年前からは無肥料の自然栽培にも
取り組んでいます。 

 

いりこやちりめんを製造している杉本水産さんは、不知火の海でと
れた魚を昔ながらの天日干しで仕上げています。無漂白、調味料
も無添加で、塩だけで作ったちりめんは，噛めば噛むほど味がでて、
磯の香りがたっぷり味わえます。手間を惜しまず、丁寧に作られた
商品には生産者のこだわりと愛情が注がれているのです。 

品質が保たれるように冷蔵庫で保管して販売し、お客様の手元に
届くまで最上の状態で管理しています。 

① 取引先 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

調味料へのこだわり 
 

マキイでは昔ながらの製法で手間をかけて作った調味料
を選定しています。 

大量生産された物と1本の価格を比較すると高価と感じる
かもしれません。しかし、原料の質、１本の中の使用量、
そして時間をどれだけかけて作られているか、それを知る
と「高いものにはそれだけの理由がある。」と理解して頂け
ます。そうしてできた調味料にはうま味があり、深みのある
味になっているので、素材の味を引き出すことができ、ま
た料理への使用量も少なくていいので、結果的には長持
ちすることになるのです。 

 

では、マキイで取り扱っている基本の調味料で代表的なも
のを１つづつご紹介させて頂きます。 

 

 ①塩・・・カンホアの塩 

 ②醤油・・・北伊 純もろみしょうゆ 

 ③みりん・・・甘強酒造 昔仕込本味醂 

 ④酢・・・千鳥酢、富士酢 

 ⑤味噌・・・原田食品 

 

※白砂糖は精製している調味料なので、マキイでは 

  基本の調味料には含みません。 
 

② 商品 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

① 塩（カンホアの塩） 
人間は水と塩だけで生きられるというよう
に、塩は１番に重要な調味料です。精製し
ている塩にはミネラルが含まれていませ
ん。 

マキイで惣菜に使用する塩は、ベトナム
のカンファで塩田方式で作られる天日干
しの塩です。半径２０Km以内に工場がな

いので空気もきれいな場所の海水を満潮
時に塞き止め、そのまま天日干しにします。
そうすることでにがりが取り除かれ、身体
にも優しい塩ができます。 

② 商品 

② 醤油（北伊醤油） 
本物の醤油の原料は『大豆、麦、麹、塩』のみで
最低でも２年は製造にかかります。大手メーカー
は６週間から３ヶ月で製品化することが普通。 

創業明治30年の北伊醤油醸造元は、伝承の技を

持った蔵人が、厳選された糸島産丸大豆、小麦、
天日塩を使用し、杉桶の中で「麹」が自然に発酵
するのを待ちます。天然本醸造には２年半〜４年
の歳月がかかり、長期熟成の間に深いコクと旨味
が出てきます。大量生産では出せない本物の天
然醸造の味が、「北伊の純もろみしょうゆ」です。 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

③ みりん（甘強 昔仕込本味醂） 
本物のみりんの原料は「もち米、米麹、焼酎」。甘強酒造は文九２年の創業から約１４０年間、
その伝統を守り味醂を作り続けています。 

「昔仕込」は、原料も仕込ともに昔のままを再現した本味醂です。水飴や液糖などを一切添加
せず、良質な米から麹が自然な甘みをしっかり引き出しています。２年以上も貯蔵熟成されて
いるので、まろやかな味と風味が特徴です。 

④ 酢（千鳥酢、富士酢） 
酢は米を原料にまず日本酒を作り、酢酸菌を入れて酢酸を生産させて作り、その後まろやか
な味になるには最低でも１年半近くかかります。大量生産される酢は工場で人為的に発酵さ
せ２日間で作られます。最低限の原料しか使わずに、アルコールや酢酸を添加しているから
安価で提供できるのです。京都伏見の米酢、千鳥酢は、天然の原料と２５０年前から伝わる
醸造で長時間かけて製造され、素材を大切にする京料理をいかすまろやかなやわらかい味
わいが特徴です。揮発しにくい旨味成分を多く含むので、酸っぱさを包み込みまろやかな酢に
なるのです。マキイの惣菜に使用している酢（富士酢）は、得A級の無農薬米を原料にして、
水１Lに対し２２０gの米を使用します。杜氏さんが純米酒をまず作り、酢酸菌をつけて約１年
発酵させます。そうすることでうま味のあるまろやかな酢ができます。どちらも原料にこだわり、
丁寧に造られている料理を引き立てる酢です。 

⑤ 味噌 
味噌の原料は大豆ですが、麹の種類によって米味噌、麦味噌、豆みそと大きく３種類に分か
れます。米や麦を蒸して、種麹を混ぜます。煮た大豆と麹をつけた米や麦、塩をすり合わせて
容器に入れて発酵・熟成させます。 

原田食品は明治２０年創業で、１００％国産原料の大豆と天日塩を使用しています。昔から受
け継がれてきた麹と製法を用いて作った味噌は、深い旨味と自然の甘みがたっぷり含まれて
います。 

② 商品 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

青果物 
今スーパーに多く出回っている野菜は色が濃い
けど、野菜の苦味やアクがない食べやすい野菜
です。肥料に窒素を入れることで色が濃くなり、
消費者も好んで購入します。 

マキイの青果物は完全無農薬、無肥料の野菜
を、自社農園や契約農家から取り寄せています。
生で食べても安心な野菜や果実を多く取り揃え
ています。 

 

豆腐 
大豆の味をしっかり味わってもらえるように、通
常より豆乳の濃度が多いオリジナル豆腐を作っ
てもらい、お客様にお届けしています。 

できたての豆腐は大豆のしっかりした風味が人
気です。 

 

魚・海産物 
社長は漁師町で育ち、魚市場で４年働いていま
した。だからこそ魚の新鮮さや味、質にはうるさ
く、目利きもプロの領域です。社長自ら毎朝魚
市場に魚を仕入れにいきます。養殖物は奇形
が多く、薬やえさをまいた海で育っているので、
少し弱い魚も生き残ることができます。マキイの
魚や海産物は全て天然です。荒波や自然の中
で育った天然の魚は身がしまり、うま味や脂も
十分に含まれています。 

 

新しく取り入れる商品は 
原材料に調味料、合成の食品添加物や着色料、
保存料など「化学物質」が含まれていない 

ものを厳選しています。 

② 商品 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

輸入品へのこだわり 
 

マキイでは輸入品にも妥協はしません。国産と同じようにお客様
に安心・安全な商品を届けるために、世界中からこだわりの品物
を多く集めています。 

①アルチェネロ(alce nero) は1970年初にイタリアに誕生した
オーガニックの先駆者です。イタリア各地の農家と一緒に安全で
美味しい有機栽培の野菜を使った食材や加工品を製造していま
す。輸入品コーナーでは主にアルチェネロブランドを取り扱ってい
ます。オリーブ油、パスタ、トマトソース、オリーブオイルなどが人
気の商品です。 

②欧グルマンの社長さんは、日本で始めてナチュラルチーズを紹
介した会社の創業に関わり、福岡で独立したのが約２０年前です。
独立前からマキイの社長は知り合いで、今では常時３０種類以上
のチーズが売り場には並んでいます。イタリアのシェフを紹介して
もらい、食のイベントを開催するなど良い関係が続いています。 

③メープルシロップは、カナダでもおいしいシロップを創ることで有
名な農場の毎年最初のころに採取される貴重な樹液を使用した
ものを販売しています。再加熱せずに直接便詰めしています。一
般のメープルシロップに比べ、クセがなく上品で繊細な味わいが
特徴です。世界中で出荷はたったの１万本、シリアルナンバーが
つけられている貴重なメープルシロップです。 
 

② 商品 



Good Quality Supermarket 17 

Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

私達はスタッフに生き甲斐のために働ける職場を 

創造したい。 

（社長の社員への想い） 

私達が届けているのは単なる商品ではなく、食の安心・安全、そして本物
です。社員達には自分の子供や孫達に安心して食べさせられる食材は何
なのか、次世代に何を伝えていかなければいけないのか。それを理解して、
お客様にマキイの本物の商品を伝えていって欲しいと、心から望んでいま
す。スーパーを始めて約３０年経ち、私の食への想いが少しづつ浸透しつ
つあります。店長や幹部、朝礼でこだわり食品や食の安全について話をす
ることで社員全体がマキイの理念を共通認識していけると感じています。 

スーパーや食堂を安心して任せられる社員達がいるからこそ、マキイが運
営でき、お客様へ満足いく商品やサービスを届けられるのです。そんな社
員達に感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

（社員インタビュー魚売場 落谷さん） 

マキイで働いて１９年目になります。以前に他のスーパーでも働いたことが
ありますが、商品に対する考え方がマキイは全く違いますね。 

自分の子供に食べさせたいものや次 

世代に伝えたいものを売れるところに喜びを 

感じます。魚を市場から仕入れる時も、売れ 

そうだから、安いからという理由ではなく、 

お客様に食べてほしいもの、旬を感じられる物 

を選びます。社長は仕入れに関してはチャレ 

ンジさせてくれるので、売れた時や喜んでもら 

えた時はすごく嬉しいですね。 

③ 社員 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

製造のパン作りや惣菜作りで大切にしていること、それば
「恒にシンプルであれ！！」 

原料の質が８０％、味付けは２０％と考えるからこそ、原料
の見極めがカギ！素材選びには妥協しません。 

 

① パン作り 
国産小麦のみを使った天然酵母をじっくり発酵させた 

自家製パンは、すべて店内で手作りしています。 

国産の小麦の味を引き出すためにイタリアの海塩を 

使用し、天然酵母と相性のよいビートグラニュー糖を 

使用しています。 

 

② 惣菜作り 
無添加、手作りの調味料を使ったお惣菜も人気です。外見がきれいなのは
添加物が入っているからで見た目はいいけど、身体には優しくない。マキイ
のお惣菜はすべて手作りで最後まで安心して美味しく食べられます。子供
にも安心して食べていただける、食べた人が本当に喜んでもらえるお惣菜
を提供しています。 

調味料も手作りです。 
  （手作り調味料 例） 

  ・マヨネーズ：放し飼いで飼育されるニワトリが産 
  むアーク卵を使用。 

  ・すし酢：千鳥酢の本醸酢を使用。 

  ・あじ塩：カンファの塩 

  （調味料の項を参照）＋昆布だし 

 

 

 

④ 環境・製造 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

食堂事業（まきいさんちの食堂） 
 

場所： スーパーマキイ すぐ隣 

    南山荘通りバス停前TEL 092-522-7000 

営業時間： 11:00~16:00（オーダーストップ15:30)  

  ランチ営業のみ 

定休日：火曜日 

（メニュー例） 

・日替わり和風ランチ 880円 
（味噌汁付き、おにぎりおかわり自由） 

季節の素材を使った味のバランスを 

考えた和風ランチ 砂糖不使用 

・無添加ビーフカレーランチ （甘口または辛口）580円  
（おにぎり、パンおかわり自由） 

・無添加シチューランチ（クリームまたはビーフ） 580円  
（おにぎり、パンおかわり自由） 

・和風ちゃんぽん 580円 
お肉を使わないヘルシーなちゃんぽんです。自家製の無添加和風スープ
で、季節の野菜をたっぷりお召し上がりください。（おにぎりおかわり自由） 

 

   ★木曜日は、「マクロビオ 
   ティックの日」として、特別メ 
   ニューをご用意しています。 

 

④ 環境・製造 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

 

農業 

牧井社長の生地、福岡市西区宮浦や佐賀
県佐賀市富士町菖蒲地区で無農薬栽培で
野菜や米を育てています。 

自社農園では、農薬と肥料をいっさい使用
しない自然栽培農法でりんごや米を栽培し
ている青森県の木村秋則さんから指導を受
けて、自然栽培で野菜や米作りを行ってい
ます。 

朝収穫した野菜を自社農園から毎日運び、
また生産者がスーパーに届けてくれます。
手間や時間を惜しまずに、丁寧に野菜を育
ててくれる生産者達のおかげで、化学成分
を含まない安全な野菜をお客様に届けるこ
とができるのです。自然栽培で育った野菜
はアクが少なく、優しい野菜そのものの味
なので、素材の良さをしっかり味わえるの
が特徴です。 

 

④環境・製造 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

味覚を鍛える食の学校 

 『味覚を呼び覚まそう！』がコンセプト。 

『本物』を最終的に見極めるのは、『味覚』です。「三
つ子の魂、１００まで」という言葉のとおり、３歳まで
に味覚を鍛えられるとその味は身体に植え付けられ
ます。マキイの食の学校では、本物を見極めるチカ
ラ『味覚』を鍛えていきます。 

食の学校の料理教室では、毎回１つの調味料や素
材を使った料理を作ります。 

今ではハウス栽培の野菜が増えまた、年中様々な
食材がが手に入るようになりましたが、昔は旬の季
節は同じ野菜や魚しか手に入りませんでした。それ
を味や調理方法を変えて、飽きさせずに工夫しなが
ら料理してきました。いわゆる『ばかり食い』です。栄
養分をたっぷり含んだ旬の野菜や魚を丸ごと味わい、
素材の特徴や食べ方を知ることがで来たのです。食
の学校では、素材の味や特徴を味わい伝えていくこ
とで、日本の四季折々の食材を楽しむ知識を見につ
けて欲しいと願っています。 

④ 環境・製造 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

食の学校（料理教室）  

 

『味覚を呼び覚まそう！食の学校』をコンセプトに、様々なコースの料理教
室を毎週行っています。 

 

①調味料コース（基礎調味料の知識、特徴とその使い方、商品の選び方） 

  ・砂糖 ・塩 ・酢 ・醤油 ・味噌 

②だしコース（だしの取り方から、万能調味料の作り方まで） 

  ・だしの基本材料 ・だしのとり方とみそ汁 ・だしのとり方とお吸い物 ・
万能和風だしの作り方と使い方 ・万能ポン酢の作り方と使い方 

③野菜コース（野菜の特徴、見分け方、野菜料理いろいろ） 

  ・野菜生産現場、ご馳走とは ・白菜 ・かぶ ・蓮根 ・春菊、水菜 

  ・大根 ・ブロッコリー ・玉葱 ・山菜 ・人参 

④いろはコース（素材の特徴を学び、その選び方・使い方を伝えます。 

           砂糖を使わない素材をいかした料理です。） 

 ★いコース（霜降の季節、晩秋料理） 

  ・秋刀魚 ・豚肉 ・山芋 ・ごぼう ・煮込み料理 

 ★ろコース（小雪、大雪の季節料理） 

  ・うなぎ ・かわはぎ ・鍋料理 ・かぶ ・ぶり  

 ★はコース （発酵調味料の実力） 

  ・塩こうじ ・醤油 ・みりん ・味噌 ・酢 

 ★にコース （野菜のおいしさを味わいます） 

  ・すずな、すずしろ ・根物 ・いろんなサラダ ・葉物 ・ケールの子孫 

    

   ⑤博多雑煮 （牧井忠の生まれ育っ 
   た宮浦に伝わる、博多雑煮をお伝え 
   します） 

 

④環境・製造 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

大量生産と食 
「あなたの命を頂きます。」この意味を知ってますか？ 

野菜や魚、生き物全てには人間のように、「命」があります。
私達人間は自分が生きるために、その命の栄養から身体が
作られています。日本人は昔からその感謝の気持ちを「いた
だきます！」の言葉で表現していました。 

 

しかし高度成長時に、価格優先の大量生産が行われた結果、
添加物を入れて保存期間を長くしたり、アルコールやアミノ酸
を入れてごまかした味の調味料がスーパーに並ぶようになり
ました。１つのハンバーグに使われている肉が実は１００以上
の牛肉を混ぜ合わせたものだったり、きゅうりの漬物が５０度
以上の夏の日に外に置かれていても変質しない、ハムの色
が真っ赤なのも発色剤が入っているから。生肉や魚が１週間
以上も日持ちするのはなぜ？そんなことを疑問に思う日本人
はどれ位いるのでしょうか。安く日持ちする商品が出回ってい
ることで、日本中が同じような食品を食べるようになり、地域
に根付いていた食文化が失われています。 

 

また日本人の本来の味覚は、うま味ややさしい味を感じられ
る繊細なものでした。英語ではピンク、日本語では桜色、桃色、
虹色、薄紅色、珊瑚色と多くように、味を表現することも得意
でした。味が均一化され、旬が感じられなくなり、味覚が壊さ
れることで、同じように親子の絆と日本の食文化も壊されてい
きつつあることに、私達は危機感を感じています。だからこそ、
本物の食品、本物の食材、味覚を鍛える学校を通して、この
素晴らしい日本の宝を守っていきたいと思っているのです。 

⑤ 地域・社会 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

本物と旬を感じる食のイベント 
①田植えや稲刈りの時には、お客様と一緒にイベント
を楽しみます。 

 6月 田植え体験（約８０人） 梅干し作り 

  10月 稲刈り体験（約６０人） 

 11月  収穫祭（ダシがなくても美味しい豚汁＆ 

  収穫して精米したてのおにぎり） 

 11月、１２月 みそ作り 

 

②無農薬栽培で育てたもち米で、つきたてのもちを楽
しむもち付きパーティも年に２回開催しています。 

毎年１１月と年末に行います。富士町から生産者が来
て、イベントを盛り上げてくれます。近所の子供達も毎
年楽しみにしています。 

⑤ コミュニケーション 
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Ⅳ. 当社の「ちから（知的財産）」 

食の交流会 

旬や季節を感じる交流会 
旬の食材を使った料理と、 

その料理に合わせたお酒を囲んで、 

食を楽しむ交流会を開催しています。 

 

①ボジョレーヌーボー＆秋刀魚  

  料理を楽しむ会 

②出張寿司パーティ 

③クリスマスパーティ 

④うなぎ料理対決 

（イタリアVS日本） 

⑤６０代男のお遊び 

 パーティ 

⑥コミュニケーション 
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さいごに 

私たちは大自然の包容力の中で生を受けている。  

私たちは大自然を支配することは絶対出来ない 。 

昔の人は大自然の力を神として称え,語り継ぐ努力をした。  

今の科学(化学)では大自然を解明することは到底出来ない解
明できているのは極々僅かである。  

人間よ驕るなかれ。私たちは大自然の中で生かされている。 

風も生き物である。もし風の恩恵が無かったら人間は生きてい
けない 。海も生き物である。大地も生き物である 。地球も生き
物である。また、宇宙も生き物である。皆さん無理な背伸びは 

やめましょう。 我々はありんこさんやつくしんぼさんと同じ生き
物なのです 。皆さんと共に生きようではありませんか。 

 

マキイは化学物質の食べ物より 、体にやさしい大自然の恩恵
を受けた食べ物文化を守りたいと考え、品揃えしております。 

  

1975年の創業以来、私たちはお客様に育てられてられていま
す。お客様の声を聞かせて頂くためにアンケートボックスを設置
し、要望に応え続けてきました。店内にはそんなお客様の声が
満ちあふれています。お客様に喜んで頂けるようにと、商品を探
し続けた結果、４０００種類以上の商品たちがお店でお客様を
待っています。いつでも美味しくて安心できる食材を提供したい
から。お客様の声にいつも応えていきたい。その気持ちから年
中無休２４時間営業を続けています。食の楽しさを思う存分満
喫して頂けるこだわり、それを目標にしています。 

今後とも、マキイをどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

みんなに届けたい食への想い 
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【ちからの経営（知的資産）とは】 
現在、企業競争力の源泉は、土地や建物、機械などの有形資産から、企業寓度

や組織力、ブランドや技術、ノウハウなどいわゆる見えない資産（知的資産）
に移行しています。知的資産経営とは、持続的に利益を生み出すために、自
らの有する固有の能力（見えない資産）を強化し進化する経営手法を意味し、
利害関係者と情報共有を諮ることを目的に文書化したものを知的資産経営
報告書と呼んでいます。平成１７年10月、経済産業省は「知的資産経営の開

示ガイドライン」を発表し、報告書の構成や評価指標について指針を示しまし
た。福岡県中小企業団体中央会は、ガイドラインに準処した文書を「ちからの
経営」設計書を名づけ、地域中小企業への普及を推進しています。 

 

【本書の取り扱いについて】 
記載内容は、本書の作成日現在において入手可能な情報をもとに、当社の判断にて記載してお

ります。取り巻く経営環境の変化によって、これらの記載内容などを変更すべき必要が生じ

ることもあり、当社が将来にわたって予想する業績等を保証する物ではありません。 

 

【作成支援】 
この本「ちからの経営」設計書の作成にあたっては、本書の記載内容につき、その客観性を維持

向上させる趣旨から、次に揚げる専門家・期間のご支援を賜りました。 

 

株式会社 Kan-Z  代表取締役（管理栄養士） 大山加奈惠氏 

福岡県中小企業団体中央会 企業支援室  

 

【お問い合わせ先】 
有限会社 マキイ 代表取締役社長 牧井 忠 

〒 福岡市中央区平尾５丁目１９番１号 

TEL: 092-522-7000  FAX: 092-522-5304 

E-MAIL: info@makii.com 
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こだわり商品 

想いやり生乳 
• 搾乳も牛が搾って欲しいと思うまで待ちます 牛にストレスを与えないから健康で生命力ある乳が出ると長谷

川社長の説明です 

• 「想いやり生乳」とは・・・ 

• ☆ありのままの乳は臭いがしません。牛乳独特の臭いは、加熱殺菌することで生じた蛋白質の焦げ臭です。
新鮮な生乳ほどあっさりしており、嫌な臭いも後口の悪さもありません。とろみがあるのは、実は乳質が悪いの

です。牛乳の蛋白質は幼児には合わないと言われていますが、それは加熱して変性した蛋
白質のことです。自然界では種の違う動物に授乳することはめずらしくありません。 

– ☆ 生乳は乳酸菌が生きています 

• ありのままの乳には当然乳酸菌が含まれていますが、乳酸菌は５０℃で死滅
してしまいます。「想いやり生乳」は乳酸菌が生きているため、自然に変化し
ていきます。 

– ☆ 想いやり生乳は腐敗しません 

• 悪い菌が全く含まれておらず、酵素・乳酸菌が生きている「想いやり生乳」は、
醗酵はしても腐敗はしません。嫌な臭いや苦味、ピリピリ感がない限り、いつ
までも飲めます。ただし、乳酸菌が増えてどんどん変化していきますので、新
しいほどあっさりしておいしく飲めます。おいしく飲める期限として８日間で設
定してあります。 

 


