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12 年ぶりの日本製作のゴジラ映画で興
行収入 80 億円を突破。リアルな描写に
観客や企業が日常を重ねて熱狂

コミカルな「ペンパイナッポーアッポー
ペン（ＰＰＡＰ）」が世界的ヒット。動画投
稿サイトから旋風
自動運転技術搭載ミニバン。発売 1
カ月で目標の 2.5 倍となる約 2 万台を
受注 7 割が自動運転モデル
日本ハムファイターズの日本一を「二
刀流」でけん引。日本最速 165 ㌔を
記録するなどパ・リーグＭＶＰに
過激な発言を繰り返したトランプ氏が
米次期大統領に。円安・株高が進む
など日本経済にも大きな影響
しまむら、100 円ショップで掘り出し物探
しが人気。格安スマホや外食の低価
格メニューが支持を集める
国内ダウンロード 4000 万件のフリマア
プリ。ブランド品から使いかけ化粧品
まで、月間流通 100 億円超に
ＩＴと金融を融合した新サービス。家計
簿アプリ「マネーフォワード」はユーザ
ー数が 400 万人突破
米フィリップ・モリス・インターナショナル
の火を使わないタバコ。煙が出ずにお
いも少なく販売 200 万超
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テレ朝とサイバーエージェントの 24 時
間放送ネットテレビ局。アプリダウンロ
ード数は 1000 万件突破
47 都道府県ごとに地域と一緒に開発
したキリンの限定ビール。年間目標を
120 万から 260 万ケースに上方修正
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東京―新函館北斗を最短約 4 時間で
結ぶ。開業 9 カ月の乗客数は約 170 万
人。新幹線がついに日本をほぼ縦断

芥川賞を受賞した村田沙耶香氏の
小説。著者は現役のコンビニアルバイ
ト店員。50 万部突破
都市鉱山活用を目指し、宅配便を使
った小型家電回収サービスを手掛け
る。全国約 100 の自治体と業務提携
アスレチックとレジ ャー を合わせた造
語。ファッションにスポーツテイストを取り
入れ人気
絵師・伊藤若冲の生誕 300 年記念で一
般初公開の絵も展示。最大 5 時間超え
の待ち時間で入場者数は 44 万人

「スーパーマリオブラザーズ」など名作
ソフト内蔵の手のひらサイズファミコン。
26 万台を売り品薄続く
21 歳の読者モデル。バラエティ番組な
どで活躍、奇抜なファッションとキャラ
クターで若者の人気を集める
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カズレーザー

メダル獲得数は過去最多と日本人ア
スリートが活躍。閉会式の「安倍マリオ」
などの演出も話題に
プレイステーション 4 につないで遊ぶ仮
想現実（ＶＲ）のゲーム機器。2 週間で 5
万 2000 台を販売し品薄
広島カープが 25 年ぶりにセ・リーグ制
覇。緒方孝市監督の「神ってる」は流
行語に。オバマ大統領も訪問
8 月に女性初の東京都知事に就任。
築地市場の移転延期や東京五輪会
場見直しなどに注目が集まる
ローストビーフ丼やオシャレな雑貨など、
「インスタグラム」で共有したくなる写真
映えする商品が人気に
動物の耳をつけるなど顔写真を加工で
き、一定時間で画像が消える自撮りア
プリ。10 代を中心にヒット
世界最大手エアビーアンドビーでは日
本での利用者が 1～10 月で 300 万人
超と前年の倍以上。法整備が課題
小型強力モーター搭載の高級ヘアドラ
イヤー。税別 4 万 5 千円と高額ながら
機能が評価され販売好調
1 分程度で料理の手順を見せる動画
サービス。「テイストメイド」のフォロワーは
約 300 万人
スッポンスープやフカヒレなどを使用した
即席麺。発売 7 カ月で 1400 万個と計
画の倍以上
韓国・中国からの博多港などへの来
港が増え、欧米のクルーズ各社のアジ
ア周遊コースも増
子どもの寝かしつけのための絵本。80
万部突破。行動科学者の著者が自
費出版し、ＳＮＳなどで人気が出た
創エネ、省エネによるネット・ゼロ・エネ
ルギー・ハウス。積水ハウスは上期の
受注物件で 72％が対応
8 年ぶりに発売したボディーソープの新
商品。保湿成分が洗い流されない点
が人気で計画比 3 倍の売れ行き
ＴＢＳドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」
が尻上がりに人気に。劇中ダンスが話
題で録画視聴率も高い
タカラトミーのペット玩具。たまごを温める
と殻を割ってペットが出現。クリスマス商
戦だが品薄が続く
お笑いコンビ「メイプル超合金」で人気。
高学歴芸人としてクイズ番組などでも活
躍
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日本流通産業の黎明期 夜明け前
1962 年、アメリカの経営雑誌『フォーチュン』はアメリカ経済を襲う流通革命の連続特集記
事を組んだ。その折、ピーター・ドラッカーが「経済の暗黒大陸“Ｅｃｏｎｏｍｙ’ｓ Ｄａｒｋ Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔ”」
（4 月号）という一文を寄稿した。
ドラッカーは自動車メーカーのゼネラル・モーターズとともに、総合量販店（ゼネラル・マーチ
ャンダイズ・ストア＝ＧＭＳ）のシアーズ・ローバックのコンサルタントをしていた経験があり、消費財メ
ーカーの流通政策や小売業について精通していた。
アメリカの消費者が 1 ドルを支出すると、そのうちおよそ半分の 50 セントは製品が完成した後
の輸送、保管、販売活動に費やされると数字を挙げて、流通部門の重要性を指摘した。そのう
えで、この「最後の暗黒大陸」がアメリカ経済のフロンティアであると言い切った。
事実、黄金の 60 年代を迎えた「豊かな社会」アメリカでは人口の増加とモータリゼーション
の進展に伴い、郊外生活圏が花開き、ショッピングセンターやディスカウントストアといった新しい
小売営業形態（業態）が躍進していた。
特に、当時ＳＳＤＤＳ（セルフサービス・ディスカウント・デパートメント・ストア）と呼ばれたディスカ
ウントストアは、スーパーマーケットに続く第 2 の流通産業革命の旗手として脚光を浴びていた。Ｓ
ＳＤＤＳは郊外に大きな駐車場を備えたセルフサービスの大型店舗で、百貨店やショッピングセン
ターより簡素な店舗で取扱商品を絞り込み、常時 10～30％の値引き販売をしていた。
流通産業革命の荒波は太平洋を渡り、日本にまで押し寄せた。50 年の朝鮮戦争特需で
戦後復興経済が軌道に乗った日本は 60 年、池田勇人内閣の打ち出した所得倍増計画によ
り高度経済成長期を迎えていた。流通業界では、62 年 4 月、渥美俊一（敬称略、以下同）が
箱根小涌園でペガサスクラブ第 1 回会合を開き、ダイエー・中内功、イトーヨーカ堂・伊藤雅俊、
岡田屋（後のジャスコ）・岡田卓也ら 13 社の若き経営者を集め、スーパーマーケットとチェーン
ストアの経営研究会を始めた。翌 63 年 4 月には、商業界が近代小売業の経営専門誌『販売
革新』を創刊した。創刊 5 月号は渥美俊一の「スーパーマーケットの未来図」のほか、商業界
主幹・倉本長治、新潟大学教授・川崎進一らそうそうたる論客が寄稿している。
日本の流通関係者は競い合うように渡米した。59 年、商業界が派遣したアメリカ流通視察
団には岡田卓也や長崎屋・岩田孝八が参加している。中内功は 62 年、商業界が全米スーパ
ーマーケット協会創立 25 周年記念式典に派遣した訪米団の団長として初渡米した。
時のアメリカ大統領ジョン・Ｆ・ケネディの「アメリカとソ連の違いはスーパーマーケットがあるか
否かであり、1 時間の労働で買えるバスケットの中身の違いである」とのメッセージを聞き、「自分
の進むべき道はこれだ」と感動したとのエピソードが、このとき生まれた。
日本にセルフサービス方式を紹介した米系レジスター販売会社、日本ＮＣＲ（ナショナル・キャ
ッシュ・レジスター）が派遣した視察団にも多くの小売業者が参加した。イトーヨーカ堂の伊藤雅
俊は、62 年春に参加している。伊藤は渡米前、衣料品店の常である「百貨店になること」を夢
見ていたが、スーパーマーケットやディスカウントストアが市場を揺るがすアメリカの実情を目の当
たりにし、チェーンストア経営に舵を切った。

キャッチアップ型発展の始まり
かくして日本経済と同様、流通業界もまたキャッチアップ型発展をたどることになった。産業
のキャッチアップ型発展はアメリカモデルを手本にした模倣学習効果が作用するので、急成長
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が可能である半面、日米間の経営環境や手持ち資源の違いから、各企業はどのようにアメリ
カモデルを日本に適応させるかという難問に直面する。
単なる模倣ではなく、日本の市場や自社の置かれた状況に合わせて、どのように戦略を打
ち出すのかが問われた。それが流通産業革命 1.0 の基本テーマである。ここでは企業の経営
革新から日本の流通産業革命を 3 つの段階ないし局面に分けて、流通企業の創造的適応
過程を分析する。およそ革命とは特定時期に権力の交代が起こり、社会体制が一変するもの
だが、そのための準備期間は長く、社会組織や価値観が隅々にわたり変わるのはそれ以上の
長い月日を要する。流通産業革命も例外ではない。
タイトルを「流通革命」ではなく、「流通産業革命」と表記したのにも若干の意味がある。『フォ
ーチュン』特集号と同じ年、東京大学の若い統計学者だった林周二の書いた『流通革命』（中
公新書）がベストセラーとなった。大型スーパーが全国に数百店舗ほどできれば、大規模消費
財メーカーの組織した流通経路と一つになり、零細商店が多く、細くて長い複雑な流通経路が
太く短くなり、中間マージンが排除され（「問屋無用論」）、流通効率化が実現すると展望した。
これに対し、チェーンストア経営の観点から徹底的な批判を加えたのが流通産業研究所
（後のセゾン総研）所長の佐藤肇だった。第 1 に、流通効率化は単に問屋を排除すれば実現
するのではなく、チェーンストアが新しい生産・流通システムを構築することで達成される。第 2 に、
零細小売商や問屋を系列化している大規模消費財メーカーとスーパーが一体となることでは
なく、スーパーが大規模消費財メーカーの流通支配力に対するカウンターベイリングパワー（対
抗力）として機能することにより、初めて流通のコストダウンが可能となると主張した（佐藤肇『流
通産業革命』有斐閣）。

流通産業革命 3.0
流通産業革命 1.0

流通産業革命 2.0

流通産業革命 3.0

経済成長期
・主要なでき事

復興・高度成長期
・所得倍増計画
・列島改造ブーム

安定成長期
・石油ショック
・バブル経済

低成長期
・失われた 20 年
・リーマンショック

1 人当たりＧＤＰ
年平均伸び率

7.6％
（1945～73 年）

2.9％
（1974～90 年）

0.8％
（1991～2010 年）

市場特性

売り手市場

買い手市場

売り手・買い手協働市場

戦略の本質

コストリーダーシップ

価値の差異化

顧客経験の創造

競争優位業態

総合量販店

専門量販店

プラットフォーム

代表企業

ダイエー、西友、イトー
ヨーカ堂、ジャスコ（現
イオン）

セブン-イレブン、ユニク
ロ、ニトリ、良品計画

アマゾン、楽天、ヤフー、
グーグル

競争優位の源泉

規模の経済性

組織能力の構築

ネットワークの経済性

流通チャネル
・主要な流通形態

製販対立
・流通系列化組織

製販協調
・チェーストア

製販融合
・ｅコマース
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流通産業革命 1.0
日米ハイブリッド型総合量販店の時代
日本における流通産業革命は、アメリカからのセルフサービス方式の導入から始まった。
1953 年 12 月、日本ＮＣＲの経営指導により東京・青山の食料品専門店・紀ノ国屋がセルフ
サービス方式を導入した。これが日本で最初のセルフサービス店となった。
セルフサービスは対面販売と比べて人手のかからない効率の良い販売方法であると同時
に、顧客が自由に商品を選択できる空間を実現している点が消費者の支持を受け、瞬く間に
全国に普及した。日本ＮＣＲは「現代小売業経営法」と訳されていた「ＭＭＭ（モダン・マーチャン
ダイジング・メソッド）」を経営指導のテキストとして用い、食料品・日用雑貨品をフルラインで提供
し、ロスリーダー（目玉商品）で劇的低価格イメージを演出する薄利多売のスーパーマーケット
（ＳＭ）経営を推奨した。
56 年 3 月、九州・小倉で丸和フードセンターが 400 ㎡の売場に生鮮食品、加工食品、日
用雑貨品など幅広く品揃えした初のＳＭを開店した。ＳＭは中小小売商の経営を圧迫していた生
活協同組合対策として注目され、丸和フードセンターの吉田日出夫は翌年、ボランタリーチェ
ーン本部を設立し、消費者のための主婦の店運動を展開し、各地に「風車」のマークのついた
加盟店が産声を上げた。57 年 9 月、大阪・千林で中内功が開店した医薬品・雑貨店も「主婦
の店ダイエー」を名乗ったが、風車系チェーンには加盟していなかった。

日本的総合量販店の誕生
日本独自の総合量販店である「総合スーパー」（日本型スーパーストアと同義）はここから
生まれた。衣料品店のイトーヨーカ堂やニチイ、医薬品・雑貨店のダイエー、そして、食料品の
忠実屋もセルフサービス方式の業種店はいずれも取扱商品を拡大し、衣食住の生活必需品
3 部門を品揃えする総合スーパー（ＧＭＳ）へと変貌した。
当時、ＧＭＳはアメリカの影響を受けて、ＳＳＤＤＳと名乗っていた。例えば、ダイエーは 63 年 7
月、日本初のＳＳＤＤＳという触れ込みの三宮第一店（三宮ダイエービル）を地下 1 階、地上 6 階
建て、総店舗面積約 8600 ㎡（テナント含む）の規模で開店した。食品、化粧品、日用雑貨品、
家具などの売場の他、食堂まであり、冷暖房、エスカレーター、エレベーターを完備していた。
大阪・千林の主婦の店ダイエーが 100 ㎡弱の簡素な店舗だから、いかに店舗の規模拡大と
売場環境の整備が急速に進んだのか分かる。
アメリカのディスカウントストア（ＤＳ）は当初は食品を扱う店もあったが、マーケットリーダーのＫ
マートやウォルマートは原則、食品を扱わない戦略を採用した。その点で、日本のＧＭＳは食料品
と非食料品を同時に扱う特異な業態だった。背景には日米での生活様式と商業構造の違い
があった。日本では伝統的に住宅地周辺に生活必需品の業種別商店が集積していた。特に、
生鮮食品の消費量が多い日本の商店街の核となっていたのが生鮮食料品店である。日本に
は優れた卸売市場制度があった。生鮮食料品店は卸売市場の機能に依存しながら、家業と
して加工調理と品質管理の技術を蓄積し、事業を継続することができた。
他業種からの転業組が多かった初期ＧＭＳは生鮮食品の加工、・管理技術を持たなかった。
いち早く株式公開を果たした長崎屋を見ても、長い間、生鮮食料品売場は外部業者への業
務委託に頼っていた。ＳＭのチェーン展開にも生鮮食料品の加工・管理技術の開発が必須課
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題だったが、問題解決されるのは遅かった。ＡＪＳ（オール日本スーパーマーケット協会）を率いた
関西スーパーの場合でも、生鮮食料品の加工・管理技術が確立するのは 70 年代半ば以降
のことだった。アメリカの状況は違った。マイケル・カレンが 30 年 8 月、勤務していた食料品店チ
ェーン、クローガーを退社しニューヨーク市郊外のロングアイランドにＳＭを開店した時、すでに最
大手のＡ＆Ｐは 15000 店を超えるグロサリーストア（各種食料品店）を展開していた。しかし、グロ
サリーストアはコーヒー、紅茶、パン、缶詰などの加工食品主体の店舗であり、日本のように生
鮮食料品店の数は多くなかった。
アメリカでは自動車の普及が進んでいた。地価の安い道路沿いに「奇怪なほど巨大な店
舗をつくり」、「十分な駐車場を備える」（カレンが退職前にクローガーの上司に宛てた手紙、Ｍ．
Ｍ．ジンマーマン『スーパーマーケット』商業界刊）ＳＭには車客が押し寄せ、1 週間分の食料品
や生活必需品をまとめ買いする習慣を浸透していった。
多くのＳＭチェーンは生鮮食品の加工・管理を集中的に行うセンター方式を採用していた。
質の高い生鮮食品を求める消費者が少なく、生鮮食品店が少ないアメリカでは、センター方
式でも通用した。それに対して、関西スーパーの北野祐次らは生鮮食品の品質水準の高い日
本では店内加工・包装を行うインストア方式が競争上、不可欠と考え、システム開発に取り組ん
だ。アメリカでは戦前に登場した食品系のＳＭ、それに遅れること約 30 年後の 60 年代に台頭し
た非食品系のＤＳはそれぞれ異なる歴史的初期条件の下で別々に発展した。対して日本では
50 年代半ばかり 60 年代にかけアメリカ発の流通産業革命が一度にやってきた。60 年代に入る
と、有力各社は一斉に総合化路線に突っ走った。
消費生活が未成熟な 60 年代、食品の家計に占める割合は大きく、ロスリーダーとしての集
客力も抜群だった。しかし冷蔵・冷凍機器には設備投資がかかり、商品ロス（破損・損失）率も
高く、生鮮を含む食品部門の荒利益率は 10％前後と、食品加工・管理技術の確立する 70 年
代末の 20％前後と比べるとおよそ半分程度の低い水準であり、儲からない部門だった。（『現
代小売商業の革新』日本経済新聞社）。
それゆえ衣料品・雑貨のセルフサービス店にとり購買頻度の高い食品部門が顧客動員の
手段として、食品のセルフサービス店にとっては粗利益率の高い非食品部門が収益確保の手
段として有効で、どちらのセルフサービス店も取扱商品を総合化する道を歩んだ。
衣食住のワンストップショッピング機能を低価格で提供するＧＭＳは日本で生まれた特異な業
態であり、60 年代から 80 年代まで日本の流通産業革命の担い手となった。競争相手は一握
りの百貨店とおびただしい数の中小小売商であり、ＧＭＳは各地であっという間に百貨店と中小
小売商から販売額シェアを奪い取り、急成長を遂げた。

2 人の指導者――倉本長治と渥美俊一
『日本経済新聞』は 67 年 1 月 30 日付で「ビッグストア売上高ランキング」（現「小売業調査」）
を公表し、大きな反響を呼んだ。創業 9 年目のダイエーが年商 400 億円でトップを走り、以下西
友ストアー、十字屋、長崎屋などが上位を占めている。ＧＭＳが成長産業と見込まれると、百貨
店、商社、電鉄会社など異業種からの参入が相次ぎ、ビッグストア 50 社のうち 3 分の 2 は独立
系繁盛店の流れを汲むチェーンストア勢力が占めていた（『小売イノベーションの源泉』日本経
済新聞社）。繁盛店は自分たちだけでビッグストアへの道を切り開いてきたわけではない。そこに
は 2 人の優れた指導者が存在した。1 人は 48 年雑誌『商業界』を創刊し、51 年に第 1 回商業
界ゼミナールを開催した商業界主幹・倉本長治であり、いま 1 人は 62 年チェーンストアの経営
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研究団体ペガサスクラブを組織した日本リテイリングセンター（ＪＲＣ）の渥美俊一である。
倉本長治は戦前、山下汽船の香港駐在員を経て雑誌編集者に転じた国際派だった。戦
後、57 年に戦前に続いて 2 回目の訪米視察を行い、その時『フォーチェン』特集号に先駆け、
ＤＳ旋風の立役者であるニューヨークのコルベットや郊外ショッピングセンターの実態を調べ、同
年中に『百貨店の次に来るもの』（再建社）にまとめている。後から訪米する人々の格好の手引
き書となったことは言うまでもない。
倉本は 51 年 2 月、第 1 回商業界ゼミナールを開催し、最盛時には 3000 人近い商人が倉
本ら講師陣の声に耳を傾け、相互に意見交換する場となった。そこから中内、岡田、岩田の他、
十字屋・山藤捷七、ベニマル・大高善雄ら数多くの経営者が育った。
商業界は「店は客のためにある」をモットーに掲げ、近代小売業の嚆矢となったイギリス生活
協同組合の創立精神に通じる「誠実な商法」（Ｈｏｎｅｓｔ Ｔｒａｄｉｎｇ）を提唱した。すなわち質素倹
約に務めたぎりぎりの経費で、努力して仕入れた間違いない良品に、必要最小限度の利潤を
載せ、お客に有利な売価を付けて販売する。最小利潤の原則による誠実な商法の勧めであ
る。
最小利潤の原則はＮＣＲのＭＭＭの 7 つの原則に出てくる低価格高回転経営と同じことである。
元手も十分にない、魅力的な品揃えもしゃれた店構えも難しい時代にあって、良品廉価の誠実
な商法は繁盛店の秘訣となった。

先制・一番主義の渥美理論
倉本の教えをチェーンストア経営論として昇華させたのが渥美俊一だった。渥美は終始「ア
メリカモデル」を手本に、「豊かな日本」実現のため、老舗商店の支店経営からメーカーによる
流通支配に至る日本の現状を全て否定した。「渥美教祖の一番弟子」を任じていたダイエーの
中内が企業ミッションとして「よい品をどんどん安く」「物価 2 分の 1」と表明したのは、アメリカ並み
の豊かさ――渥美の言葉で言えば「経済民主主義」――を日本で実現するとの意気込みを
示すものだった。
事実、ダイエーは松下電器産業（現・パナソニック）、花王などの価格支配に挑み、取引停
止もいとわなかった。中内は、「僕は流通革命という十字架に縛られているわけです（中略）。古
くは日本リテイリングセンターの渥美俊一さんに、最近はマスコミにはりつけになっているわけです」
（聞き手・吉田安伸『中内功 何のために闘うのか』日本経済新聞社）と真情を吐露している。
それだけ渥美の影響力は絶対だった。渥美は絶えず現場と理論を往還し、日本の状況に応じ
た打ち手を次々に示した。流通革命以降、30 年間は小さな店が大きくなるための「ビッグストア
づくり」の時代とし、先制主義、一番主義、小商圏戦略等を提案した。
先制主義とは経営額でいうところの先発者の優位性であり、時流に合った乗り物（新業態）
を開発し、時にはアメリカから直輸入し、誰よりも早くチェーン化することが成長戦略の決め手に
なると説いた。一番主義とは業界全体や地域で一番となると、最も条件の良い店舗物件や取
引条件が獲得できる。これにも一理ある。ジャック・ウェルチがＧＥ（ゼネラル・エレクトリック）で採
用したナンバーワンかナンバーツーの事業のみ残すとした事業再構築の発想に通底している。
ナンバーワンになるためには商品カテゴリーごとに地域で最大の売場面積を確保し、衣料品か
ら出発したＧＭＳの場合であれば、次は食品、家電、化粧品・医薬品、靴などとラインロビング
（カテゴリー収奪）し、総合化を図れと指導した。
小商圏戦略は、小さな商圏で成立するフォーマット（業態の市場ポジションニング）を開発し、
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店舗数を増やすことだ。例えばウォルマートは当初、Ｋマートなど大手が無視した人口 2 万 5000
人以上の南部スモールタウンに集中出店。小商圏だが競合のないブルーオーシャンで、同時
にハードライン商品中心に高占拠率で売上高を上げた。
渥美の理論は時には極端な本部至上主義と批判されたが、経営資源が乏しい中で成長
するためには、優秀な人材を本部に集め、問屋や販社の人材まで使えと、現実に即した指導を
行った。しかし、ＧＭＳの経営は安定成長期から低成長期に移行する 90 年代に入ると、過剰投
資から悪化した。ヤオハン、長崎屋、マイカル、西友、ダイエーと相次ぎ経営が破たんした。バ
ブル崩壊後の「失われた 10 年」の中で、流通産業革命 1.0 の世代が見失ったものは何か。ＧＭ
Ｓの失速と入れ替わるように流通産業革命 2.0 の世代が台頭してきた。

流通産業革命 2.0
専門量販店の深いイノベーション
1973 年の第一石油ショックを境に日本経済は安定成長期に移行した。1 人当たりＧＤＰ伸び
率は復興・高度成長期（1945～73 年）の 7.6％から、安定成長期（1974～90 年）の 2.9％に急
速に低下した。消費市場の個性化・多様化が進み、量から質、モノからサービスへの転換が
起きた。80 年代前半、セブン-イレブン・ジャパンで確立した単品管理経営をイトーヨーカ堂に持
ち込み、業務改革で業績のＶ字型回復を実現したセブン＆アイ・ＨＤ名誉顧問・鈴木敏文氏の
口癖である「売り手市場から買い手市場に変わった」時代が到来したのである。
総合的な品揃えのワンストップショッピングを競争的な価格で提供する業態戦略が広く伝播
し、総合スーパー間のつぶし合いが始まり、競争を差異化できない同質的競争がまん延した。
総合スーパー各社の 82 年度決算は競合激化から既存店売上高の前年割れが続出し、「ス
ーパー冬の時代」と言われた。どこの店に行っても変わり映えしないと酷評された総合量販店に
代わり、特定商品部門に品揃えを絞った新しい業態コンセプトを打ち出した専門量販店が登場
した。以下の 3 社が代表する企業である。
セブン-イレブン・ジャパン 74 年 5 月、東京・江東区で 1 号店を開き、6 年後の 80 年 11 月に
1000 店舗を達成し、94 年には経常利益で親会社のイトーヨーカ堂を抜き、利益日本一になっ
た。2000 年代には、イトーヨーカ堂に替わりセブン-イレブンＨＤの中核企業となる。
ファーストリテイリング 84 年、広島・袋町にユニクロ 1 号店を開店し、98 年に秋冬商戦でフリ
ースブームを巻き起こし、ＳＰＡモデルを確立する。グローバル化を加速し、2013 年、年商 1 兆円
台に乗せる。
ニトリ 67 年 12 月、北海道・札幌市で似鳥家具店を創業、86 年ホーム・ファニシング・ストア
へ業態を転換し、03 年 100 店舗、年商 1000 億円体制に。16 年 2 月期、29 期連続増収増
益を達成する。ドラッグストア、ホームセンター、アパレル、紳士服、家電などカテゴリーキラーの
ほか、コンビニエンスストアと食品スーパーも食品主体であり、ここでは専門量販店勢力に含め
ることにする。

多品種少量生産時代における専門量販店の創造的適応
専門量販店の成長要因は業界により微妙に異なるが、市場の変化への創造的適応の結
果である点は共通している。何より消費市場の多様化・個性化によって、多品種少量生産の
時代が到来した。
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一例を挙げると、東芝の 20 インチのテレビの製造台数は 67 年の 11 種類から 82 年には 85
種類に、冷蔵庫は同期間 9 種類から 34 種類に急増している（『日経産業新聞』83 年 10 月
14 日付）。食品市場もまったく同様である。日本コカ・コーラの資料によると、70 年ブランド数は
3 種類で製品数は 22 品目だったが、86 年にはそれぞれ 14 ブランド、178 品目に急増している。
品目当たり販売数量は 5 分の 1 に激減した。
同一商品カテゴリーで市場セグメンテーションに応じた多ブランド政策が採用され、新製品
の投入頻度が活発化した。しかし、売場面積には限りがある。とりわけ、79 年の大規模小売店
舗法（大店法）改正と 82 年の通産省による行政指導により、総合量販店の出店にはブレーキ
がかかり、仮に出店できても店舗面積が大幅削減された。
改正大店法の規制対象外となる売場面積 500 ㎡未満の専門量販店がその間隙をぬって
成長した。コンビニエンスストアに至っては、たとえ大型店が商店街にならい、年間 50 日休み、
午後 7 時に閉店しても年中無休 24 時間営業で売上を伸ばすことできた。
車社会の到来も専門量販店を利した。従来は駅前や中心市街地周辺に店を構えていたが、
70 年代半ば、都市近郊や地方都市では乗用車普及率が 2 人に 1 台の時代になり、郊外出
店が増えた。駅前の小さな店舗の投資額で郊外に数段、大きな店舗を出すことができるように
なった。売場が広がることで、多品種少量生産時代に対応した豊富な品揃えが可能となった。
専門量販店は売場規模のみならずライフスタイル別や用途別売場を提案し、総合量販店と
の競争を差異化した。72 年 12 月、ヒノデ（後ドイト）が埼玉県与野市の新大宮バイパス沿いにわ
が国初となるホームセンターを開店した。「自分で何でもやる」という意味のＤｏ ｉｔ ｙｏｕｒｓｅｌｆ（ＤＩＹ）
を合言葉に日曜大工というライフスタイルを提案する郊外店舗として大きな注目を浴びた。
ドイトの成功を契機に郊外専門量販店が雨後の竹の子のように林立した。青山商事が低価
格帯の商品に絞り込んだ郊外型 1 号店を東広島市に開店したのが 74 年 4 月、千葉薬品、サ
ンキュードラッグなどで組織した共同仕入れ機構オールジャパンドラッグ（ＡＪＤ）が千葉県作草部
の美容健康関連商品やグリーティングカードなどの用途別売場を意識したアメリカ式ドラッグスト
アの実験店舗を開いたのが 73 年 10 月のことだった。80 年代に入ると、さらに新しいタイプの専
門量販店が台頭した。ユニクロの初の郊外型店舗が開店したのは 85 年 6 月であり、ニトリが住
まいのトータルコーディネーションによるホーム・ファニシング・ストア業態へ展開したのも同時期で
ある。専門量販店はラインロビングによるスーパーの総合化戦略を逆手に取る革新を巻き起こし
た。総合スーパーの家電、住居用品、紳士服、化粧品・雑貨などの売場を大きく上回る店舗
規模を確保し、総合スーパーから次々に客を奪った。「売るものがなくなった」とまで言われた総
合スーパーの市場規模は 97 年の約 10 兆円をピークに、14 年には 5 兆 3000 億円まで一挙に
縮減した（商業統計表より。ただし、調査方法の変更を含む）。

「広いイノベーション」と「深いイノベーション」
安定成長期に躍進した専門量販店もまた、アメリカから学んだ。コンビニからホームセンター、
ドラッグストア、ＳＰＡまでほとんどすべての業態革新はアメリカの模倣から始まった。アメリカの研
究者の製品開発に関する実証研究によると、コピー・キャット（模倣）はイノベーションのコストの
65％で済むとの結果が得られている。模倣学習はキャッチアップ型発展、つまり後進の優位性
を示すものにほかならない。しかし、今なお続く一部専門量販店の持続的な成長は独自の創
造的適応の結果でもあった。その点を評価しなければならない。イノベーションのパターンが総合
量販店のそれとは大きく異なっていた。
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総合量販店は百貨店と同様、店舗規模と品揃えの拡大とサービス水準の引き上げにより、
「浅井が広いイノベーション」を起こした。「浅い」とは、イノベーションが小売（販売）、卸（保管・
配送などの供給）、メーカー（開発・生産などの調達）と順次、上流段階に遡及せず、小売り
段階の業態・出店にとどまっている垂直統合の程度が低い経営革新を意味している。また、
「広い」とは、業態の決めてなる取扱商品のカテゴリー数が多い総合化の程度を表している。
それに対して、専門量販店の「狭いが深いイノベーション」は、取扱商品カテゴリーは 1 ないし
特定少数に限定されているが、卸、メーカー、段階まで変革が及んでおり、大規模消費財メー
カーの流通系列化組織はほぼ崩壊した。特に、先頭集団を形成する専門量販店はメーカー
の心臓部である商品開発・製造まで変革した。メーカーのブランド力からリベート・派遣社員に
依存し、卸の商品の保管・小分け・配送機能に頼っていた第一世代との大きな違いがそこに
見いだせる。小売業が商品企画・開発、製造方法に主体的に関与し、ブランディングしたＰＢ商
品や海外で開発輸入した独自な商品、メーカーに対して仕様書発注した専売商品といった独
自商品が売上高に占める割合が極めて高いのである。
セブン-イレブンは弁当、おにぎりなど取引先メーカーと独自に開発したオリジナル商品とセブ
ンプレミアムなどのＰＢ商品を合計すると、売上高の 60％近く（たばこ・雑誌を除く）を占めている。
ユニクロはほぼ 100％ＰＢ商品で占められている。ニトリは売上高の 90％以上がベトナムなど
の自社木工工場を含む海外で開発し輸入したオリジナル商品やＰＢ商品である。
ＰＢ商品は当該小売業でのみ販売される商品であり、店舗・商品がブランディングされている
点で究極の価値差異化の手段である。
第一世代を代表するダイエーは「マーチャンダイジングのダイエー」を自負しならＰＢ比率が
20％を超えることはなかった。商品の企画・開発する能力が内部蓄積されておらず、ＮＢ模倣型
ＰＢの限界だった。専門量販店はその限界を突破した。セブン-イレブンは 70 年代末にはメーカー
との間で集団的商品開発組織の日本デリカフーズ協同組合を設立し、味の素、ハウス食品、
プリマハムなど有力食品メーカー70 社以上が参加し、自前の共同センターを全国に設置し、
弁当、おにぎり、惣菜などの「オリジナルデイリー商品」を供給している。
グループ全体で販売するＰＢ商品「セブンプレミアム」が短期間に年商 1 兆円を達成できたの
も、同協同組合の商品開発手法と取引関係を転用した結果である。協同組合方式の商品開
発は海外にもない独創であり、食品産業において「製販協働」の一大勢力を形成した。
ユニクロの価値創造の決めては日本の合繊メーカーや中国系縫製工場との戦略提携に
ある。特に、東レとは複雑な繊維の製造・流通経路を変革するとのミッションで意気投合し、長
期的な戦略提携を結び、原糸の開発から縫製まで一貫した生産システムを構築し、機能性の
高いヒット商品を連発した。それは、海外ファストリファッションにはない革新である。
ニトリの創造的適応の推進力は、80 年代半ば業務提携し、00 年に完全子会社化した有力
家具メーカー・卸のマルミツ（現ニトリファニチャー）である。マルミツはアジアでの現地生産を手
掛けており、94 年以降インドネシア、ベトナムと現地生産を開始し、家具売上高の過半を供給し
ている。また、ニトリはイケアのフラットパック方式と違い、組み立てられた家具を顧客に届ける配
送システムを自前で構築しており、ユニクロの先を行く「物流・製造小売業」を自認している。専
門量販店の商品開発力のパワーは、圧倒的な単品販売量にある。商品カテゴリーを絞り込み、
標準化された店舗を数多く展開する専門量販店の単品販売量は大きく、メーカーの量小経済
生産量を軽々と超えた。今、セブン-イレブンの食品売上高はイトーヨーカ堂の 5 倍、ユニクロの
衣料品売上高はイトーヨーカ堂の 4 倍に達している。
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総合量販店の忘れ物「マスマーチャンダイジング」が専門量販店により実現した。大規模消
費財メーカーとの関係は、「対立」から「協働」へと大きく変わった。生産・卸段階に踏み込み、
「深いイノベーション」を引き起こすチェーンストアが勝者の座についた。

流通産業革命 3.0
オムニか、プラットフォームか
1990 年代、新たな荒波が太平洋を越えて、再び押し寄せてきた。アメリカで標準化されたプ
ロトコル（通信手順）を用いた営利目的のインターネットサービスが開始され、90 年代半ばにはマ
イクロソフトのＷｉｎｄｏｗｓ95 が発売され、ｗｗｗ（ワールド・ワイド・ウェブ）や電子メールが一般家庭
に普及し始めた。日本では 90 年代初めにバブル経済がはじけ、「失われた 20 年」といわれる低
成長期が始まった。総合量販店の経営破綻が相次ぎ、専門量販店でも家電、ホームセンタ
ー、ドラッグストアなどで合従連衡が起き、コンビニ業界のように上位 3 位が市場の 90％超を握
る寡占化が流通業界全体で進んだ。
その中にあり、ｅコマース（ＥＣ）がぐんと伸びた。世界的なマーケットリーダーはアマゾン・ドット・
コムだ。95 年 7 月、書籍のオンラインショップを開始し、2015 年 12 月期総売上高が 1000 億㌦
（1 ドル＝120 円換算で約 12 兆円）を達成。日本での同期売上高も約 1 兆円となった。
オフライン小売業界はＥＣへの対応を急いでおり、流通業界では店舗、ネット、カタログの 3 つ
の主要販路が併存するマルチチャネル化が進んだ。その進化形で、15 年 11 月、セブン＆アイ
が「オムニセブン」を始動し、業界全体でも店舗とネットを融合させたオムニチャネル化の機運が
高まった。だが、オムニ戦略は揺れ動いている。16 年秋、セブン＆アイの新経営陣はオムニ戦
略を見直し、不特定多数の顧客対象のチャネル転換ではなく、既存オフライン小売業の顧客
対象の顧客管理などマーケティング手段として位置付けし直した。大きな戦略的後退だ。
何が問題なのか。オムニ戦略の経営課題はたくさんある。既存のオフライン小売業では店
舗で売り手と買い手は 1 対 1 で対応していた。買い手は、自宅に配布されるチラシ広告を見て、
店舗に出掛け、お買い得商品を探し、レジでニーズを満たす一塊の財の集合をつくり、レジで精
算し、持ち帰る。そこでは全ての流通機能は店舗を軸に作用していた。その関係がネット、スマー
トフォン、ＳＮＳなど新しいコミュニケーション手段の普及で激変した。
オフラインかオンラインかの二者択一ではなく店舗で実物を見てネットで購入するショールーミ
ングやＳＮＳで情報を得て店舗で購入するウェブルーミングが起きた。店舗でバンドリング（束の構
築）されていた流通機能が解体するアンバンドリング化が起き、情報探索、商品選択、代金決
済、配送の各機能の新しい組み合わせが生じた。新しい流通の脱構築のためには、パソコン
からスマートフォンへの切り替えに対応した買物アプリ、翌日配送を可能とする在庫保管や配
送センター、ワンクリックやリコメンデーション（関連商品・サービスの推奨機能）などソフトウェア
の開発が課題となり、最終的にどのような流通ビジネスモデルをつくるかが問われている。

アマゾンのハイブリット型ビジネスモデル
今、日本ではオンライン小売業とオフライン小売業、そしてオムニチャネルのビジネスモデルを
比較分析し、長期的な戦略を明確に打ち出している既存小売業は決して多くない。基本的な
ところだけでも説明しておこう。オフライン小売業は総合スーパーもコンビニも、基本は商品を仕入
れて販売する再販売業者である。メーカー、卸、小売りは所有権の移転でつながっているパイ
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プライン型ビジネスモデルである。オムニも例外ではない。
それに対して、オンライン小売業はそうではない。楽天もヤフーも出店者を集めて販売を仲介
する電子商店街の主宰者である。電子商店街の主宰者は通常のショッピングモールと同様、
買物する消費者も出店するテナントも共にお客であり、自らが所有権リスクを負って販売するわ
けではない。収益はテナントに課金する家賃である。電子商店街はパイプライン型ではない。わ
れわれがプラットフォームと呼んでいるビジネスモデルである。
アマゾンはパイプラインとプラットフォームのハイブリット型である。当初アマゾンはリアル店舗と
同じパイプライン型だった。書籍から始め、その後衣料品、家電、音楽、食品と次々に取扱商
品を広げ、創業 5 年目の 99 年度には念願の「エブリシングストア（何でも売る店）」に変身した。
書籍のオンラインショップもエブリシングストアも原則、自社で在庫を持つパイプライン型だった。
プラットフォームビジネスに転換するのは 00 年に書籍で外部出品者に門戸を開放し、「アマ
ゾン・マーケットプライス」を始めたころである。第三者にアマゾンの市場空間を解放し、商品を販
売する機会を与えた。当然、自社で販売している同種あるいは類似の商品と競合するが、「世
界一顧客中心の会社」を目指すアマゾンは競合を意に介さず、顧客が有利と判断する方を選
べばよいと割り切った。この決断がビジネスモデルを変えた。
自社サイト内のカニバリの代償として、アマゾンには出品者から平均 15％見当の仲介手数
料や同 10％見当の在庫保管・配送料が入る。販売件数に占める第 3 者の売上高比率は 00
年の 6％から 15 年には 50％近くに上昇し、赤字体質だった財務状況が大幅に改善した。
プラットフォームビジネスでは主宰者が売り手（出品者）と買い手をマッチングする機能を担い、
片方が増えると他方も増えるという良循環が加速する点に強みがある。アマゾンは当初からワ
ンクリックでの迅速なオーダー、商品レビューによる顧客参加、過去の購買履歴に基づくレコメン
デーション、配送時間の短縮化により顧客の囲い込みを図っていた。近年では一定会費で使
い放題の無料配送サービスや映画・音楽視聴サービスを提供している。
顧客がリピーターを中心に増えれば、出品希望者も増える。今、外部出品者数は 200 万を
超えている。中には有力ＮＢメーカーも小売業も含まれており、プラットフォーム上で「製販融合」
現象が起きている。どんな商品もあるとなれば、顧客もさらに増える。使い放題サービスは買い
手側にも規模の経済、すなわち使えば使うほど、会費負担が低下するという効果が働き、今や
アマゾンの競争力の切り札である。
日本の既存オフライン小売業は第三者の出品を受け入れていず、自社の取扱商品のみを
販売している。コンビニ受け取りの利便性は確かにあるが、それは全体のビジネスモデルの構成
要素の一つにすぎない。セブン＆アイ名誉顧問・鈴木敏文氏は、こう言っている。
「（オムニチャネルは）最初から乗り合いバスじゃないんだよ（中略）。新しい商品を作って、リ
アルとネットの両方で売ること。そうすれば、マーチャンダイジングの規模は大きくなる。オムニチャ
ネルの基本は、マーチャンダイジング、要するに商品開発なんです」（『日経ビジネス』16 年 9 月
19 日号）。これは流通産業革命 2.0 の「価値の差異化」戦略の延長線上にある考え方であり、
「閉じられた」パイプライン型モデルである。アマゾンは地球状最大の「乗り合いバス」だ。それで
アメリカ小売業上位企業で唯一 20％以上の年間売上高成長力を維持している。

鍵は「良き顧客経験」の創造
セブン＆アイの新経営陣がビジネスモデルの違いに気付いたか知る由もないが、合計 1000
億円という投資計画に見合った手応えなかった過去 1 年間に実績を踏まえ、グループシナジー
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を出すためデジタルマーケティング手段としてオムニ戦略を格下げした。
流通産業革命 3.0 には不透明感が漂っている。確かなことはプラットフォームビジネスがパイ
プライン型を大きく上回って成長している現実であり、それは個人による中古品売買や越境ＥＣと
いった新しい動きを包摂しながら進行している。日本における小売市場のＥＣ化率は 15 年で 5％
程度（経済産業省調べ）だが、すでに 15％を超えるイギリスや中国のような国も現れている。しか
し、リアル店舗の良さがなくなるわけではない。
商業の本質は経済的・時間的側面と社会的・人間の側面の 2 つから成り立つ。価格や利
便性の点ではネットにかなわないが、リアル店舗には五感で体得する安堵、癒やし、学習、驚き
がある。店のある街中には自然、建物、人々が織りなす界わい性がかもし出されている。歩いて
みたい空間、のぞいてみたい売場、触れ合いたい人々のつくり出す顧客経験にはネットにはな
い独自の価値がある。リアルとネットのせめぎ合いの落ち着き先は、「良き顧客経験」をつくり出
すリアル店舗の変革次第である。

プラットフォームビジネスの事例
事例
パソコンのＯＳ
クレジットカード
家庭用ゲーム機
ショッピングモール
電子商店街
民泊仲介業
配車サービス
リナックス・サーバー
Ｗｉ-Ｆｉ
ＤＶＤプレーヤー

利用者 1
使用者
消費者
消費者
消費者
消費者
消費者
消費者
使用者
使用者
消費者

利用者 2
アプリ開発者
加盟店
ゲーム開発者
テナント
出品者
住宅持ち主
自動車運転手
アプリ開発者
接続サービス提供者
ソフト制作者

各企業が個別ＰＦを提供
ウィンドウズ、マック
ビザ、マスターカード、ＪＣＢ
ソニー、任天堂、ＸＢｏｘ
イオンモール、ららぽーと
楽天、アマゾン、ヤフー
エアビーアンドビー
ウーバー、リフト
複数企業がＰＦを共有
ＩＢＭ、デル、ＨＰ
シスコ、デル
ソニー、東芝、サムソン
（『販売革新』2017 年

1 月

号）

英ＥＵ離脱決定 米トランプ大統領
日経平均

株・円 波乱の 1 年 5 年連続上昇

2016 年最後の取引となった 30 日の東京市場で、日経平均株価の終値は 15 年末に比べ
て 80 円（0.42％）高の 19114 円となり、小幅ながら 5 年連続の上昇となった。米大統領選後に
景気拡大期待から原油、株式に資金が流入。海外で起きた想定外の事態が市場を揺るがし、
投資マネーがめまぐるしく動いた一年だった。16 年の年間上昇率は 12 年 11 月に始まったアベノ
ミクス相場で最も小さかった。ただ今年の相場は英国民投票によるＥＵ離脱決定など想定外の
事態に見舞われ、乱高下を繰り返した。日銀のマイナス金利政策や米利上げへの思惑も重な
り投資家は「過去 3 年で最も難しい年」（東京海上日動火災保険の桑山祐介氏）と翻弄され
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た。海外投資家は一時、日経平均の下落幅が 4000 円を超えるほど日本株を売っていた。自
己資本利益率（ＲＯＥ）の改善など「変化が見られない」（米ＧＭＯのトーマス・ローズ氏）のが一
因だ。評価を一変させたのは 11 月の米大統領選だ。トランプ氏当選が決まった直後に起きた
円高・株安は 1 日で反転し、ドル高・円安の追い風が吹いた。対ドルの円相場で年間の高値と
安値の差は 22 円台後半と、8 年ぶりの大きさとなった。円安に支えられ、日経平均は年末とし
ては 20 年ぶりの水準に上昇した。日銀が金融緩和の一環として上場投資信託（ＥＴＦ）を約 4 兆
6 千億円買い入れた影響は大きいものの、5 年連続の上昇は 1989 年までの 12 年連騰以来、
27 年ぶりだ。世界のマネーは景気拡大への期待を映し、安全資産の債券から成長の恩恵を
受けやすい格式に向かっている。米ダウ工業株 30 種平均は史上初の 2 万㌦が目前に迫る。
商品市場にも資金が戻り、総合的な値動きを示す「ロイター・コアコモディティーＣＲＢ指数」は 6
年ぶりのプラスに転じそうだ。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の減産合意を機に原油価格が持ち直し、
新興国経済への不安も和らいでいる。欧米を中心に保護主義のうねりが強まるなか、17 年も
想定外の事態が相場を揺るがす状況は続きそうだ。円安がもたらす企業業績の改善効果を除
けば、今の日本株には固有の材料が乏しい。株価の持続的な回復には日本の低い潜在成
長率という構造問題の克服が欠かせない。米ハリス・アソシエイツのデービッド・ヘロー氏は「安
部政権は労働力不足を解決する改革を進める必要がある」と語る。生産性が高まれば欧米に
比べて低い利益率の改善につながる。日興アセットマネジメントの神山直樹氏は「『働き方改革』
を通じ女性や高齢者が仕事に就きやすくなれば解決策の一つになる」と話している。

5 年前と市場環境はこう変わった
11 年末

12 年 11 月 14 日※

16 年末

5 年前と比べて

8455 円

8664 円

1 万 9114 円

株価は 2 倍

77 円 56 銭

79 円 90 銭

117 円 10 銭

円安に

長期金利

0.980％

0.750％

0.040％

一時マイナス圏まで低下

実質ＧＤＰ成長
率（年換算）

▲0.5％

0.3％

1.3％

ＧＤＰ

1 万 2217 ㌦

1 万 2570 ㌦

1 万 9819 ㌦

最高値圏に

98 ㌦

86 ㌦

53 ㌦

一時 20 ドル台まで下落
後、反転

日経平均
円相場

米ダウ平均
ＷＴＩ原油

今年

人民元対ドル 6.6％下落 人民銀資本流出を警戒

2016 年の人民元の対ドル下落率は 6％超となり、大規模な切り下げがあった 1994 年以来
の大きさになった。元安がさらなる資本流出につながることを恐れる中国人民銀行（中央銀行）
は、国境をまたぐ元取引の監視強化に動くなど警戒を強めている。
元は 30 日午後 4 時 30 分（日本時間午後 5 時 30 分）時点で 1 ㌦＝6.9495 元と 2016 年
通年で 6.6％下落。元の値下がりは 3 年連続で、累計の下落率は 13％近い。16 年の対ドル
相場は年央に下げ止まって以降、9 月まで一進一退を続けた。資本流出に伴う元売りは続い
ていたが、人民銀がドル売り・元買い介入を繰り返したためだ。国際通貨基金（ＩＭＦ）の仮想通
貨、特別引き出し権（ＳＤＲ）に組み入れられるのを控え、通貨や金融市場の安定を強調する狙
いがあった。ただ、外貨準備はピーク時の 4 兆㌦弱から 11 月末は 3 兆 5１6 億㌦まで減少。外
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貨準備を温存する目的もあって秋以降は介入規模が小さくなり、米大統領選後のドル高局面
でも元安を容認した。トランプ次期米大統領の対中政策が不透明な中、輸出の下支えとなる
元安を前倒しで進めたいとの意向もあるもようだ。人民銀は緩やかな元安は認める一方、資本
流出には神経をとがらせている。企業の海外送金やＭ＆Ａへの規制を強化しているだけでなく、
個人の海外における金融商品購入などにも介入は及んでいる。銀行の店頭では外貨の保有
額を絞り、顧客の両替や外貨引き出しに応じないケースも出ている。
最近では国境をまたぐ元取引について銀行に月次での報告を求め始めた。外貨の規制を
強めた結果、元を海外に持ち出したうえで両替する動きが加速しているためだ。現時点では報
告を求めているにすぎないが、銀行は「実態の把握後に規制に踏み切る可能性がある」と懸念
する。中国の通貨当局は断続的に規制を強めてきた。だが、狙いとは裏腹に今後の元安を見
込む企業や個人が増え、資金流出を招く逆効果を生んでいる。
投資銀行の多くは 17 年に 1 ㌦＝7.1～7.4 元まで元安が進むと予想する。一方、輸出が下
げ止まりつつあるため、大幅な下落は考えにくいとの指摘も出始めている。

初売り 福袋に列

小売り 好天後押し

売上高前年超え 「消費弱含みの表れ」の声も
1～2 日に小売り各社が開いた「初売り」は前年を上回る来店客を集めた。年末年始の曜
日の巡り合わせが例年に比べてまとまった休みを取りにくかったこともあり、天候に恵まれた首都
圏の各店舗では開店前に長い行列ができた。各社とも売上高は前年を上回ったものの、福袋
やセール対象品などを買い求める消費者が多く、消費の本格回復にはまだ時間がかかる見
通しだ。三越伊勢丹ＨＤはグループの大半の店舗で初売りを 3 日に遅らせるなか、三越日本橋
本店は例年通りの 2 日に実施した。午前 4 時 50 分に並んだという一番乗りの男性（42）は「老
舗すきやき店『今半』の肉など食品を中心に買いたい」と話した。開店前に前年を約 500 人上
回る 5150 人が行列をつくり、開店を午前 10 時から 10 分繰り上げた。
三越日本橋本店が用意した福袋は前年より 3％多い 5 万 5300 個。売上高は前年比 2％
以上の伸びとなり、滑り出しは好調だった。ただ、売場では肌着や靴下など生活関連商品をま
とめ買いする姿も目立ち、三越伊勢丹ＨＤの大西洋社長は「福袋に関心が集まるのは足元の
消費が弱含んでいることの表れ」と気を引き締めていた。
高島屋日本橋店では前年を 8％上回る 5000 人以上が開店前に列をつくった。多くの福袋
が午前中に売り切れるなどし、売上高は前年を 1％上回ったとみられる。関西の主要百貨店で
も 2 日から初売りがスタート。阪急阪神百貨店の阪急うめだ本店には午前 6 時半から買物客
が集まり、約 7000 人が行列をつくった。開店時間を予定より 30 分前倒しし、午前 9 時に営業を
始めた。婦人服や化粧品といった人気商品の福袋をインターネットでの事前受注に切り替えた
ことで開店前の行列は前年より 1000 人ほど少なかったというものの、子供服の福袋を扱う催事
会場や婦人服のセール売場は来店客でごった返した。子供服の福袋を目当てに夫婦で来店
した男性は「5 万円くらいは買う予定」と話した。2 日の売上高は前年を 15％上回った。
イオンリテールが運営するＧＭＳでも 1 日の客数は前年比で 1 割前後伸びた。売上高は前年
並みにとどまったものの、イオンでは「人混みを嫌う人の予約が毎年増えており、その分を含めれ
ば好調」としている。長期の休暇が取りにくかった今回、来店客からは「どこにも行けなかったから、
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普段は来ない初売りに来た」（埼玉県越谷市の 30 代夫婦）といった声も多く聞かれた。

小売各社の初売りは好調
三越伊勢丹ＨＤ

三越日本橋本店の開店前に並んだ人の数が前年比 1 割増の 5150 人

大丸松坂屋百貨店

開店前に並んだのは大丸東京店が前年並み、松坂屋上野店が 1 割増

そごう・西武

西武池袋本店の売上高が前年比 5％増、免税売上高は 2 割増

近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店に並んだ人の数が前年比 500 人増の 6500 人

イトーヨーカ堂

1 日の全店の売上高は前年並み。首都圏の主要大型店約 15 店は前年比
3～5％増で食品販売が好調

イオンリテール

ＧＭＳの客数が前年同日に比べ 1 割増

企業トップ年頭所感
ＡＮＡ

不確実性 警戒感強く

「日本企業に衝撃」 伊藤忠 「変化はチャンス」

企業トップが 2017 年にかける思いを新たにしている。仕事始めの 4 日に経営者が表明した
年頭所感では「不確実性への警戒」「変化への対応」「働き方改革」などがキーワードとなった。
米国でのトランプ新政権の発足、経営環境の激変などに直面しながら、難しいかじ取りを迫ら
れることになりそうだ。「世界の政治・経済動向からいっときも目が離せない」。ＡＮＡ・ＨＤの片野
坂真哉社長は不確実性への警戒を強める。米国の経済・外交政策の変化や英国のＥＵ離脱
交渉、反グローバリズムの台頭などは「日本企業に直接的、間接的なインパクトを与える」と指
摘する。伊藤忠商事の岡藤正広社長は「歴史に残る 1 年にしたい。変化は大きなチャンス」と
語った。ただ同時に「変化は一歩間違えると取り返しのつかないことになるリスクをはらむ」と気を
引き締めた。海運では日本郵船と商船三井、川崎汽船の 3 社が 7 月、コンテナ船事業を統合
する。川崎汽船の村上英三社長は「変化に合わせた体制が必要になってきた」と強調する。セ
ブン＆アイ・ＨＤの井阪隆一社長は「将来に対する不安などを背景に顧客の節約志向がますま
す高まるだろう。『変化への対応』に徹し、新しいことに挑戦していく」と意気込む。働き方改革を
どう進めるかが問われる 1 年にもなりそうだ。社員の過労自殺問題で揺れる電通では 16 年末、
石井直社長が辞任を表明している。石井社長は「原因はわれわれに内在する課題から生じた
ものであることを真摯に反省し、改めるべきところは抜本的に改めなければならない。『多様な価
値観を受容する』ことも重要だ」と述べた。
三菱商事 垣内威彦社長

トランプ新政権の政策次第だが、地政学的リスクの増大と世界経済
の好転を想定している

ＪＸＨＤ 内田幸雄社長

4 月に東燃ゼネラル石油と経営統合する。アジア有数のエネルギー・
資源・素材企業グループとしての飛躍を期す

東京ガス 広瀬道明社長

4 月のガス小売全面自由化は変革を断行するスタートである

日立製作所

より高いパフォーマンスを発揮するために、仕事のやり方を改めて考え

東原敏昭社長兼ＣＥＯ

直してほしい

キャノン

不確実性が高い年になると予想される。時代の趨勢を見極め、改革
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御手洗冨士夫会長兼ＣＥＯ

を加速していかなければならない

ＳＣ、頼みは「コト消費」
人口減 郊外に逆風

17 年予測

開業数 5 年ぶり低水準

成長を続けてきたＳＣが曲がり角に差し掛かっている。日本ＳＣ協会が 22 日発表した 2017 年
のＳＣ開業数の予測は 46 件。16 年比 8 件減り、5 年ぶりの少なさだ。新店は都心中心部に集
中し、人口減が著しい郊外の開発余地は狭まっている。郊外にＳＣを持つ各社は物販から「コト」
へのシフトを急ぐ。「駅に近いとやっぱり便利。都市部への出店は今後も増える」。日本ＳＣ協会
の清野智会長は同日の記者会見で述べた。同協会の集計対象は店舗面積が 1500 ㎡以上
で、テナントが 10 店以上入る施設。人口 15 万人以上の都市の中心部での新規開業は 16
年に 16 件と前年の倍になった。一方、それ以外の地域では 38 件と 3 割近く減った。
人口や乗用車保有台数の減少が郊外でのＳＣ開発に逆風になっている。16 年月次の既
存店売上高の前年割れは 11 月までに 6 回もあった。店舗数だけではない。新規ＳＣの平均店
舗面積は 16 年に 1 万 7212 ㎡と 10 年前の約 3 分の 2。都市部での出店集中で小型化が進
み、郊外の大型店に自動車での来店客を広く呼び込むモデルは失速している。
「ＳＣはコミュニティーセンターの役割が増している」とイオンモールの村上教行会長。主力テ
ナントだったアパレル各社の不振を受け、飲食やサービスの「コト消費」への対応を進める。
「イオンモール広島府中」（広島県府中町）は改装に際し、75％に当たる 210 店をリニューア
ルした。フードコートを 2 カ所設け、施設全体の 1 割強を割いた子供向けゾーンにカフェ併設の
遊び場やダンス教室を備えた。今夏に開業した「仙台パルコ 2」（仙台市）も 1 階にレストランゾー
ンを設け、コト消費の波に乗る。16 年開業のＳＣに入るテナントのうち飲食・サービスの「非物販」
の割合は 44％と前年比 10 ㌽
上昇。09 年以降での最高を記録した。来店しないと経験できない
サービスの提供に各社は躍起だ。ＳＣ協会の清野会長は「コト消費は 17 年もトレンドになる。健康
を意識した店づくりなど新機軸が求められる」と話す。全国の施設数は 3200 超で飽和感が漂う。
時間をかけてでも訪れたいと思う魅力がないと成長軌道には戻れない。

富裕層最多 122 世帯
民間調査

昨年国内

株高で資産膨らむ

預貯金や株式などを持つ富裕層が増えている。野村総合研究所の調査によると、2015 年
に「純金融資産」が 5 億円以上の「超富裕層」と 1 億円以上 5 億円未満の「富裕層」は、合わ
せて約 122 万世帯と前回調査の 13 年より 21％多かった。アベノミクスなど伴う株高で資産が
膨らみ、00 年の調査開始以来で最多となった。野村総研が国税庁や総務省などの統計と独
自アンケートから推計した。純金融資産は預貯金や株式、投資信託、生命保険などから負債
を差し引いて算出した。国内の総世帯を 5 段階に分けると、超富裕層が 73000 世帯、富裕層
は 114 万 4000 万世帯だった。富裕層は 13 年より 20％、超富裕層は 35.2％増えた。富裕層と
超富裕層の資産規模は計 272 兆円で同 13％増加。株高などで、5000 万円以上 1 億円未
満の「準富裕層」から富裕層に移ったケースも多かった。単純計算すると、全世帯数の 2.3％
に当たる超富裕層と富裕層が純金融資産の 19.4％を持っている。金融資産の多い世帯が増
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えた結果、相続税対策として生前贈与への関心も高まっている。野村総研が今年 8～9 月に
全国の企業オーナー経営者を対象に実施したアンケート調査によると、生前贈与の経験があ
る人は 43％。経験はないが「関心がある」との回答も 33％を占めた。半数近くが「生前贈与をで
きるだけ早く実施したい」とし、生前贈与を受けた子や孫の世代が住宅購入などに動きやすい
環境になっている。

日本の富裕層などの分布状況
超富裕層（5 億円以上）
富裕層（1 億～5 億円未満）
準富裕層（5000 万～1 億円未満）
アッパーマス層（3000 万～5000 万円未満）
マス層（3000 万円未満）

7.3 万世帯（計 75 兆円）
114.4 万世帯（計 197 兆円）
314.9 万世帯（計 245 兆円）
680.8 万世帯（計 282 兆円）
4173 万世帯（603 兆円）

注：野村総合研究所の推計で 2015 年時点。金額は純金融資産で預貯金や株式、保険などの合計額から負債を引いた値

今年売上高

百貨店 6 兆円割れへ 1～11 月で 3％減

日本百貨店協会が発表した 11 月の全国百貨店売上高は前年同月比 2.4％減の約 5257
億円だった。マイナスは 9 カ月連続。気温低下でコートやマフラーが売れ始め、減収率は縮小
した。1～11 月期の累計は 5 兆 2837 億円と前年同期を 3％強下回っており、年間売上高で 6
兆円を割る公算が出てきた。全体の 3 割を占める衣料品は 2.4％減で 13 カ月連続のマイナス
だった。コートなどの冬物衣料や雑貨が売れたものの、宝飾品や貴金属は昨年の訪日外国人
需要の反動で 1 割近く減った。11 月以降の株価上昇も「店頭で効果を実感できるほどではな
い。消費への波及は時間がかかるので様子を見たい」（近内哲也専務理事）という。訪日客
向けの免税売上高は約 145 億円と 7.1％減少した。8 カ月連続で減ったが、マイナス幅は 7 カ
月ぶりに 1 ケタに縮まった。1 人あたりの購買単価は 17.2％減の約 6 万 1 千円だった。地区別
では全地区が 2 カ月連続で前年割れだった。特に仙台が 4.4％減、神戸が 4.6％減と苦戦し
た。12 月も 15 日までで前年同期比約 2％減のペースといい、15 年 12 月実績（7098 億円）を
上回るのは厳しい状況だ。

11 月の全国百貨店売上高
全国
紳士服・洋品
婦人服・洋品
その他衣料品
身の回り品
雑貨
家庭用品
食料品
サービス
その他
総額

東京地区

39,351(▲2.8)

12,743(▲1.4)

106,835(▲2.0)

25,913(▲0.6)

22,302(▲3.7)

5,035( 2.9)

62,067(▲4.8)

18,372(▲5.7)

85,138(▲2.7)

25,606(▲2.4)

23,110(▲6.6)

7,629(▲3.2)

158,373(▲0.6)

39,946( 0.6)

5,348(▲0.1)

2,211( 5.7)

23,263(▲3.5)

6,660(▲3.5)

525,791(▲2.4)

144,119(▲1.4)
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単位：百万円、端数切り捨て、（）内は既存店の前年同月比増減率％、▲は減

百貨店 訪日消費低価格シフト
ボーナス商戦本番を迎えた 12 月 10～11 日、百貨店各社の高額商品売場はまずまずのに
ぎわいとなった。しかし、関係者の表情はさえない。売上高の 3 割を占める衣料品、特に「婦人
服の動きが鈍い。客が戻ってこない」（東急百貨店）からだ。
「百貨店は高い。ファストファッションは安い割に商品がしっかりしていて、流行を捉えているか
ら重宝している」。東京都心で買物を楽しんでいた女性会社員（26）はこう話した。百貨店の衣
料品は消費者の支持を失っている。日本百貨店協会によると、全国の百貨店の衣料品の売
上高は 10 月まで 12 カ月連続の前年割れ。衣料品の落ち込みを補ってきたインバウンドとアベノ
ミクスの押し上げ効果が薄まったことで 3 月以降は百貨店全体の売上高もマイナスが続く。
訪日する外国人は増え続けているにもかかわらず、インバウンド消費が振るわないのはなぜ
か。背景には 2014 年 10 月の免税対象商品の拡大の恩恵が一巡したことに加え、ブランド品な
ど高額品中心だった売れ筋が化粧品など単価の安い日用品に移ったことがある。
松屋銀座本店では 3～8 月の免税売上高が前年同期を 2 割強下回った。インバウンド消費
は先行きについても「当面は客単価の下落が続く」（三越伊勢丹ＨＤの大西洋社長）と厳しい見
方が広がる。アベノミクスがもたらした株価の上昇に触発された富裕層の消費にもブレーキがか
かる。中国などの新興国の経済成長の鈍化を受け、株価が下落。3 月以降、百貨店の美
術・宝飾・貴金属の売上高は前年割れが続く。1～10 月の全国売上高の累計は 4 兆 7579 億
円と前年同期を 3％強下回り、16 年通年の前年割れはほぼ確実だ。1991 年をピークに縮小傾
向にある国内百貨店市場は 6 兆円を割り込む可能性が大きい。株価の 1 万 9000 円台回復な
ど足元では明るい材料があるものの、「消費が盛り上がるまでにはタイムラグがある」（高島屋）。
不振にあえぐなか、百貨店各社は事業の再構築を迫られている。地方・郊外店を中心に収益
回復の見通しが立たない店舗の整理が進む。そごう・西武は 17 年 2 月までの 1 年間に 5 店を
閉鎖。三越伊勢丹も 17 年 3 月に三越の千葉店と多摩センター店を閉める。
店舗のリストラでは百貨店の市場を切り崩してきた有力専門店との提携が相次ぐ。高島屋
や東武百貨店は家具・雑貨の専門店「ニトリ」を誘致。本丸の衣料品でも「ユニクロ」や「ＺＡＲＡ」
などカジュアル衣料の人気店を取り込む動きが広がっている。

百貨店 3 社、実質増収
昨年 12 月

高島屋など高額品好調

大手百貨店 5 社が 4 日発表した 2016 年 12 月の売上高（既存店ベース、速報値）は高島
屋など 3 社が実質で増収となった。円安・株高が進み、訪日外国人客と富裕層による高額品
の売上が好調だった。ただ中間層は節約志向を強めており、販売の回復傾向が定着するのか
は不透明な状況が続く。伸び率が最も大きかったのは阪急阪神百貨店で前年同月比 1.3％
増と 5 カ月ぶりのプラスだった。売場を改装した婦人服や婦人雑貨が 2 桁増と好調で 30 万～
50 万円台の宝飾も 2 割増となった。インバウンド向けの免税店売上高も 1 割増と 8 カ月ぶりの
プラスとなり、単月としては過去最高を記録した。高島屋は 0.5％増と 2 ヵ月連続のプラスだった。
免税販売は好調な化粧品に加え、宝飾品などが前年を上回り全体では約 3 割増と伸びた。
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大丸松坂屋は 2.1％減だったが、建て替え工事中の大丸心斎橋店の影響を除くと 0.3％増とな
りプラスに転じた。そごう・西武は 2.3％減、三越伊勢丹は 1.9％減だった。そごう・西武は 3 カ月連
続、三越伊勢丹は 10 カ月連続のマイナスとなったが、両社とも 11 月に比べマイナス幅は縮小し
ている。初売りは前年並みの店舗が多く、堅調な滑り出しとなった。セールを始めた店も多かっ
たが「セールだからとむやみに購入せず、定価の商品が売れている」（大丸松坂屋）「高額品
が好調。インバウンドも 12 月の傾向が続き好調」（高島屋）という。

百貨店の集客家族連れに的
今年のＸマスは日曜日
百貨店各社が今年のクリスマス商戦で子どもをターゲットにした集客策に力を入れている。
高島屋は期間限定でメリーゴーラウンドを設置。三越伊勢丹ＨＤは店内でプロジェクションマッピ
ングを実施する。今年のクリスマスは日曜日のため家族と過ごす人が増えるとみており、家族連
れで訪れやすい雰囲気をつくることで集客増につなげる。
高島屋は日本橋店の 1 階正面ホールに 25 日までの期間限定でメリーゴーラウンドを設けた。
大きさは高さが 4 ㍍、直径が 3.4～3.6 ㍍。最大 12 人が乗れる。小学生以下の子どものみが乗
ることができ、6 歳以下は保護者の同伴が必要だ。
高島屋は子どもを含めた客層拡大に力を入れている。ベビー用品関連のブランドショップと
高島屋の自主編成を融合した売場をまずは大阪店と日本橋店に導入。来年春に京都店と新
宿店、横浜店に広げる計画だ。三越伊勢丹ＨＤは 12～29 日、三越日本橋本店でプロジェクシ
ョンマッピングを実施する。中央ホールにそびえ立つ高さ 11 ㍍の「天女（まごころ）像」に炎や雷
雲などに包まれているかのような映像を投映する。大丸松坂屋百貨店では同社のキャラクター
「さくらパンダ」をモチーフにしたイベントを実施する。

ネット・金融で連携探る
コンビニとスーパーどう生かす

ユニー・ファミマＨＤ社長上田準二氏

発足から 3 カ月が経過したユニー・ファミリーマートＨＤ。コンビニエンスストアと総合スーパーを
傘下に持ち、店舗売上高はイオン、セブン＆アイＨＤの流通 2 強に続く。
少子高齢化で先細る国内市場でどう勝ち残りを目指すのか。上田準二社長に聞いた。
――一体化は進んでいますか
「コンビニは 3 つのブランドを一気に『ファミリーマート』に統一することが第一の成果につながる。
現実的に考えれば 2 年半かかる。秀吉の『一夜城』のイメージで気合を入れて前倒しする。看
板替えと店舗の統廃合は順調に進んでいる。2017 年 2 月末までに商品や物流、店舗やＩＴな
どのシステムの統合を完了させる」「減損損失などの合併コストが発生するため、2 年間は純利
益で旧ファミリーマートの水準を大きく上回ることはない。2 年後にはコストがぱっと消え、業績のＶ
字回復が早まる」
――統合を急ぐ背景に危機感はありますか
「勝ち残る企業は限られる。そこでも競争があり、スピード感を持たないと脱落してしまう。今後も
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総合スーパーや百貨店の淘汰や業界再編は起こる。どれだけ迅速に市場を押さえるかが勝ち
残りの条件だ」「16 年の消費環境が厳しい中でも商品力強化に努めたコンビニは堅調だった。
今後も新鮮で質の高い商品を出していく。総合スーパーは同じ価格帯でまんべなく商品を並べ
ても需要は取れない。品質勝負か、価格勝負か。商品を緻密に分けなければならない」
――総合スーパーは競合企業も苦戦しています
「コストを圧縮しつつお客を呼べるかが重要だ。従来の枠にとらわれてはいけない。17 年には次
世代型の店舗をつくる。食品を核にしながら、文化やエンターテインメント、ＩＴサービス、健康や
癒やし、楽しさといったキーワードで進化形をつくりたい」
「既存店の売場そのものを変える改装にも一定額を投資する。ユニーは地盤の東海地域を中
心に圧倒的な知名度がある。地域に根差して生活者に信頼されている店を磨いていく」
――コンビニとスーパーの連携は？
「これから色々な取り組みが出てくる。例えばインターネット通販。商品を見れば、買いたいという
高齢のお客は多い。しかし、毎日店舗に来てもらえるわけではない。あらかじめ店舗で商品を選
んで、コンビニや宅配で受け取ってもらえるような仕組みを 17 年以降に形にしたい。それぞれの
店舗のカード会員に向けた金融ビジネスでも新しいことをやりたい」

進化形打ち出し流通 2 強を追う
「コンビニは 2 強に集約される」を持論としてきた上田準二社長。「サークルＫ」「サンクス」をの
み込む形で最大手のセブン‐イレブン・ジャパンに肉薄する国内約 1 万 8000 店の店舗網を有す
ることになったファミリーマートについては「すでに基礎がある」と手応えを示す。イオン、セブン＆
アイに対抗するには「エネルギーを多く割く必要がある」というユニーの立て直しが不可欠だ。衣
料品不振という構造問題を抱えるなか、スーパーの進化形をどう打ち出すのか。流通 2 強への
挑戦権はその成否にかかっている。

生鮮・冷食を 1000 品

ユニー・ファミリーマートＨＤ

ファミリーマート ＋ ｍｉｎｉピアゴ菊名駅西
ユニー・ファミリーマートＨＤが 10 月に横浜市に開いたコンビニエンスストアと小型スーパーの
一体型店舗「ファミリーマート＋ｍｉｎｉピアゴ菊名駅西店」が好評だ。コンビニの商品やサービスを
提供しながらスーパーの強みである生鮮食品も取り扱い、幅広い客層を取り込んでいる。商品
構成や運営手法を見直しつつ多店舗化を目指していく。
ＪＲ菊名駅（横浜市）から歩いて 5 分ほど、コンビニ「ファミリーマート」の緑の看板と、小型ス
ーパー「ｍｉｎｉピアゴ」の赤い看板が並ぶ同店舗がある。店に入ってまず目に入るのが右手にある
生鮮食品コーナーだ。
野菜や精肉などスーパーの強みである生鮮食品のほか、加工食品がずらりと並ぶ。左手
は通常のコンビニと同様、おにぎりや弁当、総菜などの「中食」を始め、飲料や菓子などの売り
場があり、レジではファミマの看板商品であるフライドチキン「ファミチキ」などを販売する。
店の売場面積は約 150 ㎡、商品数は約 3500 種類で通常のファミマとほぼ同様だ。ただ商
品構成ではｍｉｎｉピアゴの商品を約 1000 種類取り入れた。肉や魚、野菜のほか。冷凍食品や調
味料、レトルト食品といった加工食品などだ。
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ユニーグループのＰＢ商品「スタイルワン」なども扱う。一方でコンビニならではの商品やサービ
スも充実。ＡＴＭなどの端末を置き、公共料金支払いや宅配便の受付にも対応する。
平日午前に訪ねてみると高齢者や女性、制服を着た会社員や学生など幅広い来店客で
にぎわっていた。もともとｍｉｎｉピアゴだった同店は改装後に売上高が約 3 割伸びた。大滝将史店
長は「従来は比較的高齢の女性客が多かったが、改装後は若い女性など新しい来店客が増
えた」という。同店は東京都と神奈川県で小型スーパーを約 80 店運営する 99 イチバ（横浜市）
が運営していたが、99 イチバの親会社であるユニーグループＨＤは 9 月にファミリーマートと経営
統合した。コンビニと小型スーパーを一体化した同店舗はグループ統合の象徴でもある。
開店から 2 カ月が経過し、売れ行きを踏まえて今月中旬に商品構成を見直す。「食品のニ
ーズが強く、コンビニのお菓子などを増やす」（大滝店長）という。今後も運営手法を含めて見直
しを続けていく。99 イチバの伊藤輝志社長は「コンビニ強化型やスーパー強化型など、立地に
応じたコンビニとスーパーの組み合わせを検証したい」と述べる。横浜市の 1 号店は商品数で
言えばコンビニの比率が 7、スーパーの比率が 3 の「コンビニ強化型」だ。今後は都内の住宅地
にスーパーの比率を高めた 2 号店を開く計画。1 号店、2 号店の売れ行きを見ながら、コンビニ
とスーパーの「良いとこ取り」をした新業態として伸ばしていく考えだ。

イオン新施設に仏専門店
冷凍食品「ピカール」 有機産品「ビオセボン」
イオンは 9 日、フランスから誘致した冷凍食品と有機産品の専門店などが入居する複合施
設を都内に開いた。イオンの岡田元也社長は「都市部の攻略に向けて、今後は地域ごとに最
適な（店舗の）組み合わせをする」と発言。ＧＭＳ型の店にこだわらない考えを示した。
1 階部分に面積約 165 ㎡の冷凍食品専門店「ピカール」と、約 400 ㎡の有機専門「ビオセ
ボン」を置いた。2 階にウエルシアＨＤのドラッグストア、地下にメガスポーツのヨガスタジオも入る。
施設はもともとスーパーの「ピーコック」だったが、近隣に傘下のダイエーの店もあるため、差別化
できる店を探った。今後は都市部で同店のような広さ数千㎡程度の複合施設を展開する。柔
軟に店の構成を変えられるのは「自力でできるのはイオンだけ」（岡田社長）とし、地域で生活様
式や嗜好が大きく異なる都市の顧客を開拓する。施設の開業に合わせ来日したピカール・スー
ジュレ社のフィリップ・ダイエ社長と、ビオセボン社のティエリー・シラキ社長のインタビューは下記の
通り。

日本向け新商品検討

フィリップ・ダイエ社長

「11 月に開いた日本 1 号店は計画の 3 倍を超える売れ行きで、70 コンテナ分の商品を緊急
に追加した。この勢いが 3～6 カ月続けば、店舗展開のペース引き上げも考えたい。当社はパリ
近郊で 350 店を展開しており、東京でも同規模まで広げられるとみている」
「今は日本の消費者が仏製品のブランド力を求めている。だが品質が担保されれば、日本
の冷食メーカーと協力して新たな日本向け商品を開発する可能性もある。日本は欧州から遠く、
輸送コストや関税もかかる。顧客のニーズを聞き、検討したい」
「以前は日本と同様、仏でも冷凍食品が『手抜きの献立』『味は手作りに劣る』と思われて
いた。だが、そのイメージを当社が変えてきた。仏では払拭するのに 40 年かかったが、日本では
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それほどかけない。商品価値が伝わる接客などを充実させる」

農家と提携・買収視野

ティエリー・シラキ社長

「欧州では有機専門店は数多いが、当社は生鮮品の豊富さが圧倒的な強みになっている。
日本で同様の事業をするためには、生産者の協力が必要だ。既に無農薬にしているような国
内の農家と提携するほか、買収することもありうる」「仏では有機のレストランを既に運営している。
食品の質は食べなければ分からない。日本の 1 号店に広いイートインスペースを作ったのは、価
値を味わってもらう場所が不可欠と考えたからだ」「洋の東西を問わず人々は今自分が一体何
を口に入れているのか、疑問を感じるようになった。環境によく、余計な化学物質などを使ってい
ないというのは、絶対的な価値になり得る」「環境負荷の低減は世界的な課題だ。有機の市場
規模が大きくなれば価格も下がる。誰もが環境負荷の少ない食生活ができるようにしたい」

イオン、営業益 5％増

昨年 3～11 月

改装奏功 総合スーパー復調
イオンの 2016 年 3～11 月期の連結営業利益は前年同期比 5％増の 850 億円前後になっ
たようだ。改装やＰＢの値下げなどで集客が上向いたＧＭＳの持ち直しが大きい。ドラッグストアや
総合金融事業も伸びた。同社は連結決算の最終損益に取り込めない少数株主持ち分利益
が大きく、最終損益は数十億円の赤字（前年同期は 174 億円の赤字）にとどまったようだ。
9～11 月期の営業利益は前年同期に比べ 5 割増えたようだ。苦戦が続いていたＧＭＳに復
調の兆しが出始めた。中核会社のイオンリテールの既存店売上高は 10、11 月と 2 ヵ月連続で
前年同月を上回った。世界各地のワインや有機野菜、できたて総菜といったこだわり商品をそろ
えた新業態「イオンスタイル」への改装効果が出た。11 月中旬に第三のビールなどＰＢの主力商
品を値下げし、集客を伸ばした。11 月下旬に実施した「ブラックフライデー」セールは目新しさもあ
って反響を呼び、住宅用品や衣料品の売上も想定を上回ったようだ。
ダイエーの店舗再編が一巡、ダイエーを含む食品スーパーの利益も改善した。
スーパー事業以外も好調が続いた。ドラックストアは食品や化粧品の販売が伸び、総合金
融はクレジットカードの手数料収入が増えた。ショッピングモールを含むデベロッパー事業も順調
だった。3～11 月期は売上高にあたる営業収益が前年同期比 1％増の 6 兆 1000 億円前後に
なったとみられる。半面、最終損益は赤字が残った。イオンは子会社を積極的に上場させてきた
経緯から、出資比率が過半程度にとどまるケースが多い。営業損益段階では子会社の利益
を連結決算に全額反映できるが最終損益では出資分しか反映できないことが影響した。店舗
の減損などの特別損失の計上も響いた。イオンは利益の大半をクリスマス商戦や年末年始セ
ールがある 12～2 月期に稼ぐ。ＧＭＳの持ち直しは続くとみて、17 年 2 月期の連結最終損益は
100 億円の黒字とする従来予想を据え置く公算が大きい。

旧ダイエー「イオン」で開業 限定商品も開発
碑文谷店、日常と非日常で店作り メーカーと協業
イオンリテールは 16 日、旧ダイエー碑文谷店を「イオンスタイル碑文谷」として改装開業した。
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かつての流通王者ダイエーの旗艦店をイオンが継承。日用必需品と、嗜好性が高い“非日常”
の商品の双方がそろう店作りを目指した。低迷が続くＧＭＳの活路は示せるか。
「1 フロアが約 2000 ㎡と手狭な中で、何を品ぞろえし、同陳列するか考え抜いた」。同店の
町野弘幸店長はそう話す。16 日に開業したのは地上 7 階のうち、1～4 階のみ。部分開業のた
め全館では比較できないが、加工食品の品目数を改装前に比べ 1.5 倍に増やすなど「全体的
に品数は増やしている」という。1 階の肉売場では、ハンガリー産フォアグラ 600 ㌘が税込み
4298 円で売られていた。牛肉はイオンのＰＢ「タスマニアビーフ」に加え、ダイエーの独自ブランド
「さつま姫牛」もコーナー展開し、イオンで最大級の面積を割いた。全国的に支持の高い大手メ
ーカー品の調味料や加工食品は標準的にそろえる一方で、店舗限定の商品を開発。メーカ
ーなどと協業し、独自の「碑文谷ワイン」や「碑文谷コーヒー」、食パンの「碑文谷パン・ド・ミ」な
どを取りそろえた。ダイエー時代から培った「碑文谷」のブランド力を活用する。
住居関連売場では 10 万円を超える銘入り包丁、国産天然木の家具メーカーの椅子などを
置く。一方、近隣の小学生が使う文房具、入院時などに使う前開きパジャマなど、「必要なとき
があるが、売っているお店が近くにない商品をそろえた」（イオンリテールの大島学南関東カンパ
ニー支社長）。この 1 年ほど設置を進めている店内バーも配置。ワインのほか、イベリコ豚のパテ
などのおつまみをカウンター席で楽しめる。5～7 階は 2017 年 3 月 31 日に開く。紳士衣料・雑
貨や子ども用品、飲食などの売場が入る予定だ。

「途上の店」地域に根付け
一言で表現するなら「途上の店」だ。旧ダイエー碑文谷店が開業したのは 1975 年。今回 40
年以上を経て名実ともに生まれ変わったが、年末の商戦期に全館開業とはいかなかった。店
舗の本格的な評価は、5～7 階が開く来年 3 月を待たねばならない。
ピークの 1994 年度に 200 億円を超えていた同店の売上は、改装前に半分程度まで落ち込
んだ。その間、目黒区の人口に占める 65 歳以上の割合は 14％から約 20％に増え、インターネ
ット通販の普及が進んだ。競争環境や消費者の嗜好が変わり、店の役割も大きく変わっている。
代表格が「コト消費」への対応だろう。同店でも、新店の 2 階にはその場で食品や酒を提供する
外食さながらの「バル」がお目見えした。来春に開く 5～7 階には、子育て世帯や高齢者などの
「交流スペース」もできるという。面積当たりの効率を損ないかねない構成は、単純な物販業か
ら脱却を進めようとしているあらわれだ。現状ではまだ、そうしたモノとコトの融合した売場づくりが十
分とは言えない。せっかく増やした商品も、売場に埋没し顧客の目に入らなければ宝の持ち腐
れになる。商品の価値を伝えられる接客、売場作りにはさらに磨きをかける必要がある。同店を
管轄するイオンリテール南関東カンパニーの大島学支社長は「地域に住む人との関係を深め、
店を育てていく」と話す。改装はきっかけにすぎない。「スーパーの象徴」を引き継いだイオンには、
不断の進化を続けられるかが問われる。

イオン 健康管理を支援
血圧計測や健康相談

習慣的な来店促す

イオンは来店客の健康管理を支援する専門コーナーの設置を全国規模で始める。血圧計
や体組成計を無料で使えるようにするほか、専任の担当者が食生活などについて助言する。
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健康に関心を持つ高齢者らに習慣的に来店するように促し、関連商品の販売につなげる。
2020 年度までに 300 店に設置し、コンビニエンスストアや衣料・住宅用品などの専門店に対抗
する。グループのイオンリテールが運営するＧＭＳ内に設ける。一部店舗で既に実験しており、今
後 3 年で同社のＧＭＳの約 9 割に備える計画だ。新たな専門資格を創設し、有資格者を 800
人育成する。「ヘルスステーション」と名付けた 50 ㎡前後の売場に血圧計や体組成計のほか、
血管年齢や骨密度、肌年齢、下肢筋肉などの計測機器を置く。各機械は原則として誰でも無
料で使える。計測し数値をもとに食生活や運動の方法などについて専任の担当者がアドバイス
する。17 年度にも社内資格の「ヘルスケアアドバイザー（仮設）」を立ち上げ、従業員の取得を
促す。「生活習慣病を予防するためにはどんな食生活や運動の仕方が望ましいか」といった知
識を習得させる。介護が必要となった家庭に地元のケアマネジャーを紹介するといった窓口機
能を持たせることも検討する。コーナーには機能性食品や特定保健用食品、サプリメント、運
動用品、介護用品、化粧品なども置く。計測した数値や顧客の相談内容に応じ、適切な商品
を紹介して販売につなげる。
東北地方の実験店では、1 カ月間のコーナーの利用者が延べ 1 万人に達した。機器の使
用や健康相談に列ができることもあり「徐々に利用者が習慣化する」（イオンリテールの中島裕
子取締役）とみている。同店では中性脂肪や血糖値が気になる人に向けた健康食品の売れ
行きが良いという。店内の他の売場とも連携する。例えば健康に配慮したプライベートブランドの
コーナーを紹介したり、フィットネスジムと共同で運動メニューを作ったりする。イオンが「健康」を軸
にした売場づくりを進めるのは、大型で広域から集客するＧＭＳの再生には新たな来店目的をつく
ることが重要だからだ。健康管理は食事や運動など幅広い生活シーンにかかわることから総合
的な品揃えの強みが生かしやすい。実際に来店して健康状態を測定する必要があるためネット
通販では代替しにくい面もある。イオンは有機食品の取り扱いを広げたり、ＳＣ内を歩いて回ると
「健康ポイント」を付与したりするなど健康意識を来店につなげる取り組みを加速している。

3～11 月 10％増

ＤＣＭ純利益が最高 ＰＢ商品伸びる

ＨＣ最大手のＤＣＭＨＤが 27 日発表した 2016 年 3～11 月期の連結決算は、純利益が前年同
期比 10％増の 101 億円だった。同期として過去最高となった。利益率の高いＰＢ商品が伸び、
採算が上向いた。売上高に当たる営業収益は 1％増の 3376 億円。ドラッグストアとの競争激
化で日用品の販売が落ち込み、既存店売上高は 4％減少した。ただ新規出店やＭ＆Ａで店
舗網を広げ、増収を確保した。営業利益は 175 億円と 8％増えた。ＰＢの売上構成比は 15％と、
前期より 2 ㌽強増えた。円高で海外製品の仕入れコストも減った。17 年 2 月期通期の業績は
従来予想を据え置いた。営業収益は前期比 2％増の 4472 億円、純利益は 3％増の 109 億
円と最高益を更新する見通しだ。

ニトリＨＤ、純利益最高
3～11 月 36％増

アジアでの内製化も貢献

都心出店と価格戦略寄与

ニトリＨＤが 22 日発表した 2016 年 3～11 月期の連結純利益は前年同期比 36％増の 475
億円と、第 3 四半期として最高益となった。好調を支えたのは百貨店など都心を中心にした出
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店戦略と、中低価格拡充という商品戦略だ。東南アジアの自社工場で原材料や部材を内製
化し、原価を低減する取り組みも好業績を支えた。
上野マルイ店など国内外で 39 店増やし、都心を中心にした出店で新たな客層をつかんだ。
既存店も売上は好調だ。既存店売上高は 7％増。保温力を高めた寝具「Ｎウォーム」など機
能性商品が伸びた。集客力の高さに目を付けた百貨店などから出店要請が増えており「有利
な条件で出店できるようになった」（似鳥昭雄会長）。集客しやすい場所に出店し、売上が伸び
る好循環が生まれている。売上高は 13％増の 3790 億円と好調だった。
売上高の伸び以上に利益を伸ばしている。営業利益は 28％増の 702 億円だった。原価低
減の効果が大きく、売上高総利益率は 54.7％と、1.8 ㌽
改善した。「マットレスのコイルを圧縮して
持ち運びをしやすくすることで輸送費用を抑える」（武田史紀ゼネラルマネージャー）といった細か
い取り組みを積み重ねた。ニトリＨＤは海外から商品の 9 割を輸入する。中国の協力工場が中
心だが、ベトナムとインドネシアにある自社製造工場からの仕入れ比率を高めている。東南アジ
アは人件費などのコスト競争力が中国よりも高い。自社工場ではマットレスに使うウレタン素材を
内製化したり、商品の仕様を共通化したりして原価を抑える。ベトナムでは来秋、新工場が稼働
するが「利益率の改善に一段と貢献する」（武田氏）という。
商品を輸入に頼るニトリＨＤは対ドルで 1 円の円安が 16 億円の営業減益要因になる。業績
変動が収益に与える影響を抑えるため、為替予約を 18 年 2 月期の仕入れ分まで手当した。17
年 2 月期の平均決済レートは 1 ㌦＝108 円台に対し、18 年 2 月期は 103 円台にした。当面、
為替の影響は避けられそうだが、19 年 2 月期以降は為替予約をしていない。
株価は 22 日に一時 1 万 3130 円まで上昇し、年初来高値（1 万 3630 円）に近づいている。
17 年 2 月期の純利益予想は 9％増の 514 億円と据え置いたが、純利益の進捗率は 9 割で、
予想を上方修正する公算は大きい。好調な業績が堅調な株価を支えそうだ。

ヨーカドー、ニトリに出店 大家と店子初めて逆転
ニトリＨＤはイトーヨーカ堂の食品スーパーがテナントとして入る「ニトリ」を都内で開いた。ニトリ
がヨーカ堂内に出店したことはあるが、ヨーカ堂がニトリ内に間借りするのは初めて。これまでと
大家と店子が逆転した形になる。ニトリは 23 区内へ積極出店を続けており、食品スーパーとの
複合施設で集客力を高める。8 日に開いた「ニトリ環七梅島店」（東京・足立）は 5 階建ての 2
～3 階がニトリ、4 階以上が駐車場で、1 階にヨーカ堂食品館やドラッグストアが入る。両社は 6
店で同じ施設内に出店しているが、いずれもニトリが入居する側だった。
開店式典で、似鳥昭雄会長は「気軽に寄ってもらえるように食品に出てほしいと私からお願
いした。友達と一緒に店ができて一段とうれしい」とヨーカ堂の亀井淳社長と並んであいさつし
た。ニトリは同日、環八用賀店と池袋サンシャインシティ店も同時に開業。環八用賀店は開店前
に約 700 人が並んだ。ロードサイドの大型店でファッション性が高い商品展示を重視する。

ニトリ 都心にとり込め新客層
「夢にまで見た新宿に出店できることを社員一同感激しています」。今月 1 日、新宿駅近く
のタカシマヤタイムズスクエア前。開店のあいさつに立った、家具チェーン大手のニトリＨＤの似
鳥昭雄会長は高揚感を抑えられなかった。
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新店舗はＪＲ新宿駅新南改札から徒歩 3 分。以前、紀伊国屋書店があった 1～5 階を埋め
た。1 日の乗降客数 300 万人超で日本一を誇る同駅近辺の出店は初めてだ。夜勤の仕事帰
りに寄ったという会社員の大鐘雄一さん（46）は布団カバーを買った。「駅から近くて便利なので
また来たい」
北海道発祥のニトリは、低価格を売りに店舗網を全国で 400 店以上に広げてきた。2008 年
のリーマン・ショックで地価が下がったときには、積極的に用地を取得して出店を加速。幹線道
路沿いに大型店を構えて広く集客する戦略で、全国の主要都市の郊外はほぼ押さえた。だが、
今は東京の都心部を集中的に開拓する。狙いは、都会に住み車を持たない新しい客層を取り
込むことだ。転機は 11 年の東日本大震災だった。復興需要で建設費が高騰し、テナント出店
に軸足を切り替えた。総合スーパーが苦戦していた時期で、集客力が高いニトリは歓迎された。
昨年 4 月には都心部に打って出た。初の都心出店に選んだのは東京・銀座の百貨店、プ
ラタン銀座だった。出店戦略を担う須藤文弘専務は「自社ネット通販の売上は 4 割が東京都
内で、需要はあると見ていた。だが郊外のホームセンター的な店作りから脱皮する必要があっ
た」と言う。
「もうけは二の次。センスのある店をつくれ」
似鳥会長は銀座出店にあたり、こう指示した。プラタンは大型店より天井が低いため 210 ㌢
だった陳列棚は 150 ㌢にして見通しをよくした。蛍光灯をやめて間接照明に切り替え、明るい木
目調の床にして高級感のある店に仕上げた。出店を機に、低価格中心の商品構成も見直した。
例えばソファは数年前まで最高でも 9 万円台。こだわりのある商品を求める客を逃していたため
19 万円台に引き上げた。銀座には雑貨や食器なども従来より高価格品を集中的に入れた。
都心型の店作りが評価されて新店の声がかかるようになり、東京の錦糸町や中目黒、上野、
池袋に次々と出店を重ねた。来年も都心部は 10 店以上出店する。
都心出店と同時にニトリが取り組んでいるのは、コーディネートできる品ぞろえの強化だ。今秋、
インテリアの色をそろえられる低価格ブランド「デイバリュー」を売り出した。ローズやアイボリー、グレ
ーなど 9 色をカーテンや布団、まくらのカバーなど幅広い商品で展開。価格を抑え、部屋をコー
ディネートしやすくした。1 人当たりの購入点数を増やす狙いもある。
ニトリの商品は約 1 万点あるが、1 割ほどをデイバリューに入れ替える。来年には、ビンテージ、
ナチュラルモダン、和風などスタイル別にコーディネートできる新ブランドも立ち上げる。両ブランド
合わせて、将来は全体の 4 割ほどに増やす計画だ。安孫子尋美・コーディネート企画マネージ
ャーは「憧れのおしゃれなスタイルがニトリだったら安く手に入るようになる」と話す。

「自前主義」が生む高収益
都心への出店や商品改革を下支えするのは圧倒的な収益力だ。1988 年 2 月期から 29 年
連続で増収、営業増益を達成している。
高収益の秘訣は、「自前主義」だ。
ニトリが扱うのはほとんどがＰＢだ。製造から物流、販売まで自社で手がける。衣料品のユニク
ロなども同様の手法を採り入れているが、「自社工場まで持っているのは珍しい」とＳＭＢＣ日興証
券の金森都シニアアナリスト。ＰＢ商品の 8 割超を中国の協力工場で、1 割をベトナムとインドネシ
アにある自社工場でつくる。「自社工場で改善を繰り返しているからこそ、協力工場のコスト削減
や生産性向上を深く指導できる」（金森氏）というのだ。
ニトリの白井俊之社長は「商品はまねできるが、同じようなものをつくっても利益を出せるか出
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せないかは大きな違いだ」と話す。売上高から原価を引いた粗利益は、ニトリでは売上高に対し
て 50％超。小売業平均の 2 倍近い水準だ。
もうかる体質と低価格の仕組みを作り上げたのは、創業者の似鳥会長だ。札幌市で 67 年に
家具店を出店したころは、問屋から家具を仕入れていたが、中間の流通コストを削って安く売る
ためにメーカーから直接買い入れを始めた。だが、問屋とメーカーの結びつきが強い家具業界
では目の敵にされた。北海道で売ってくれるメーカーがなくなると本州へ、さらには九州で買いつ
けた。日本で調達できなくなると、80 年代には台湾に渡った。旅行会社のガイドを通訳にして電
話帳を頼りに片っ端から工場を回って調達先を開拓した。その後、思い通りの商品が作れない
となれば、自ら海外に工場を建て、効率化のため物流も自社で取り組んだ。

品質管理 車並み
似鳥会長は、「悩んで苦しんで買うんじゃなくて、気軽に買えるというのが一番いいことじゃない
ですか」と安さへのこだわりを語る。白井社長は「余分な価値をつけて値段を高くしてはいけない。
それは売る側の理論だ」とも話す。ニトリはリーマン・ショック後、3 カ月ごとに 8 回、約 5 千品目を
値下げし、消費者の支持を広げた。「デフレの勝者」ともてはやされた。
単に安さを追求しているわけではない。キャッチコピーの「お、ねだん以上。」について「価格を
下げなくても、品質や機能を向上させれば『お、ねだん以上。』になる」と似鳥会長。
東京・赤羽のニトリ東京本部には「技術開発室」という部屋がある。
中国などの協力工場から輸入する商品は、ここで一度分解して、品質を調べる。独自の基
準で製品の危険度を数値化。条件をクリアしないと販売しない。一度で合格できるのは全体の
1 割ほどしかないという。 「昔は安かろう悪かろうと言われた」と杉山清・特別技術顧問は笑う。
自動車大手ホンダの中国合弁会社社長のとき、似鳥会長と飛行機の中で知り合い、口説か
れた 04 年に移った。今は品質部門の責任者だ。その下には他に 12 人のホンダＯＢが在籍し、
自動車並の厳格な品質管理を導入している。06 年に 3％あったクレーム率は 0.5％程度に下が
った。似鳥会長は「安さだけじゃなく、品質もよくなっておしゃれなお店になってきたというイメージに
なりつつあると思う」と話す。今後は、郊外店にも都心型の店作りを広げる。今や売り上げに占
める家具の割合は 4 割を切った。家具を置かない雑貨店も増やす。「『お、ねだん以上。』はそ
のまま、常に変化する」

おしゃれなニトリ羽ばたく
低価格路線で成長を続けてきたニトリＨＤがファッション性を高め、百貨店で足場を固めてい
る。1 日に高島屋新宿店が入る「タカシマヤタイムズスクエア」に新店を開業した。集客力を期
待され、急速に店舗網を広げる姿は小売業界の巨人、ファーストリテイリングと重なる。「全力を
尽くした店が評価してもらえるか。大学入試の日のようにドキドキしています」。1 日朝、似鳥昭雄
会長は開店を前に胸の内を語った。駅の乗降客数が世界一多い新宿への出店は 20 年以上
前からの悲願だった。苦戦する百貨店を足場に都心の好立地を押さえて客の裾野を広げる様
子はファストリ傘下のユニクロの軌跡と重なる。ニトリとユニクロは共通点が多い。ともに地方発
で、郊外のロードサイド店で実力を付けた上で都心部へと店舗網を広げ、認知度を向上。似鳥
会長と柳井正会長兼社長というカリスマ創業者のもと話題を作ってきた。強みはＳＰＡによる低
価格・高品質の商品力だ。ニトリＨＤの連結売上高はファストリの 4 分の 1、店舗数は 1 割強だ
が、家具業界のファストリとして不動の地位を築きつつある。では都心に行き着いたニトリは今後
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どう成長を続けるのか。新機軸として似鳥会長が強調するのは「おしゃれなニトリ」への転換だ。

ファッションは服から家へ
服が売れないといわれるご時世ですが、家に金をかける人は増えています。ホームファッショ
ン市場はプラス成長が続き、ＳＮＳが広がり自慢の部屋の写真を披露する人も絶えません。安い
だけでなくファッション性も高い。そんな進化を続けるニトリの「お、ねだん以上。」は住まいづくりを
楽しむ体験も込みで支持されているようです。

ニトリ 輸送費 3 割減 荷台の付け外し容易 トラック
ニトリＨＤは物流の効率化を進める。商品の配送で、車両と荷台部分が脱着するトラックを導
入する。商品を積み込む時間を待たずに、事前に準備した荷台を付けて出発するようにし、運
転手の負担軽減と車の有効活用につなげる。2020 年に物流センターと宅配拠点、店舗を結
ぶ主要ルートで輸送便の 2 割に運用を広げる。首都圏の物流センターから個人宅への宅配
拠点に商品を運ぶルートで、車両と荷台が脱着できるトラック「スワップボディ車」2 台を投入した。
1 車両と 3 つの荷台がセットで、物流センターに着いて空の荷台を外し、商品を積み込み済み
の荷台に付け替えればすぐに宅配拠点に出発できる。これまでは運転手が到着後に荷下ろし
や積み込みをしていた。作業を物流拠点で担うことで、運転手の拘束時間が減り、力仕事が
難しい女性などでも対応可能になる。車のロス時間が減るので台数を抑えられ、同一ルートで
輸送コスト 2～3 割削減を見込む。順次台数と利用ルートを増やす。16 年 12 月に開いた東京・
新宿の店では、客が配送を頼んだ商品をインターネット通販の在庫から発送する新システムを
導入した。店の在庫を温存し、商品補充の時間とコストを圧縮する。

ニトリ 環七梅島店
推進する都内中心部店舗の一角、ＩＹとの複合で集客補完
ニトリ環七梅島店（東京都足立区）は、環状 7 号線と日光街道が交差する梅島陸橋の至
近で、都内でも有数の交通量で交通アクセスの至便な場所に立地する。
広域からの来店が見込み、ニトリとしてはどうしても出店したかった物件で、土地の買収など
に 10 年以上かかり、2016 年 12 月 8 日ようやく開店にこぎつけた。今回の出店は地元からも歓
迎され、地域住民に愛される店を目指していく考えだ。複合施設「ニトリ梅島ショッピングセンター
（ＳＣ）」は、建物の延床面積が約 7749 坪。クローズドモールで屋上と 4 階、5 階が駐車場、1
階から 3 階が売場となっている。1 階にはイトーヨーカ堂のスーパーマーケット「食品館イトーヨー
カドー」とドラッグストアの「サンドラッグ」などがテナントとして入居している。

トータルコーディネートの提案力が向上した売場に
このＳＣの 2 階と 3 階がニトリで、店舗面積約 2200 坪と最大級の売場。2 階は寝具、収納
用品、インテリア小物、ダイニング用品やバストイレ用品などホームファッションを取り扱い、3 階は
家具、ベッドなどの大型商品やカーテンなどを展開している。
3 階には、ニトリが力を入れているルーム提案型の売場を設け、ベッドルーム、リビングルーム、
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ダイニングルーム、キッズルームを家具以外にも、さまざまな小物と合わせてコーディネートし、壁
面を演出するアイテムもそろえてトータルコーディネートで提案している。
テイストもモダン、エレガント、ナチュラル、ヴィンテージ。カジュアル、フレンチカントリー、クラシッ
クと用意し、多様な嗜好に対応。家 1 軒まるごとのコーディネートも可能だ。
さらに、ホームオフィス、1 人用のパーソナルソファなど新たな提案も展開。システムキッチン
なども取扱、市場が拡大しているリフォーム需要の取り込むにも力を入れている。
近年ニトリのデザイン性は向上しており、商品開発も進み、コーディネート力もアップ。関連アイ
テムも拡充し、よりトータルで魅力的な提案をリーズナブルにできるようになってきている。
キッチン、ダイニング、バス・トイレといった小物でもカラーコーディネート提案できており、選択
肢も広がっている。後は従業員のスキルを上げて顧客の要望やニーズをくみ取り、適切に対応
できるかにかかっている。一方で、機能性の追求にも拍車がかかる。布団では、「かるふわ羽毛
掛ふとん」や吸湿発熱性素材を使った「Ｎウォ―ム」、視線とＵＶをカットするレースカーテン「Ｎ/ナ
チュレ」などを展開している。
さらに、生活者の価格感度が高まる中で、16 年 9 月から展開をスタートした低価格で気軽
に楽しくそろえることができるインテリア小物や家具のプライス・ブランド「ＤＡＹ Ｖａｌｕｅ（デイバリュー）」
の商品も投入している。それとともに、17 年秋には、「大人のおしゃれ感」をテーマに、より品質や
デザインを重視したクオリティ・ブランド「＆Ｓｔｙｌｅ（アンドスタイル）」を新たに投入予定で、上質を求
めるニーズも取り込んでいく。オープン日の 12 月 8 日はクリスマスシーズンを目前にして、2 階で
はツリー、電飾、飾り物、置物、リースなどクリスマスグッズを豊富にそろえて広いスペースを使っ
て大々的に展開していた。季節モチベーション対応にも力を入れ、売場づくりにおいて進化の跡
がうかがえる。さらに売場のエンドでもきちんと提案がなされており、ＶＭＤ（ビジュアルマーチャンダ
イジング）においては全体的な演出のレベルも向上して、見せて売ろうという姿勢が浸透してい
る。

広域からの集客と足元からの集客を両立
環七梅島店のオープン同日には「ニトリ環八用賀店」（東京都世田谷店）もオープンした。
出店エリアも東京と大阪の空白エリアだった都心部での出店を強化している。
15 年 2 月に東京 23 区内 1 号店として「池袋サンシャインシティ店（ニトリデコホーム）」を出店、
15 年 4 月に「プランタン銀座」、16 年は 9 月には「中目黒店」と渋谷の「東急百貨店東横店」
（ニトリデコホーム）」、12 月には「新宿タカシマヤタイムズスクエア店」など百貨店にも出店し、17
年春には「東武百貨店池袋本店」にも出店を予定している。
環七梅島店から車で約 30 分の上野にも、「上野マルイ」の 8 階に 300 坪規模で 10 月に出
店しているが、小型店なのでバッティングせず、車で 20 分圏の 200 万人商圏を想定して広域か
ら集客する計画である。梅島ＳＣではニトリは広域からの車による来店を週末中心に、食品館イト
ーヨーカドーは平日の徒歩・自転車で足元商圏からというように、集客面で補完し相乗効果を
期待する。今後、大阪も含めて都心では小型店、周辺では大型店を配置し、テリトリーですみ
分けを図り、地域の需要を取り込んでいくという。
都心回帰を背景に、地方から郊外、都市周辺部、そして中心繁華街と出店エリアが変化
するニトリ。今後は売場づくりや演出だけではなく、立地や商圏に応じたＭＤの構築も必要となる。

店舗で見つけた「17 年のキーワード」
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都内中心部出店の一角：2015 年 2 月に池袋サンシャインシティにデコホームを出店したのを皮
切りに、都内中心部への出店を加速。新宿タカシマヤタイムズスクエア店など百貨店内出店
の他、路面店でも業績好調な中目黒店や、今回の環七梅島店と環八用賀店を同日オープ
ンさせるなど攻勢を強めている。
ＩＹとの集客補完：大型家具だけではなく、ホームファッションの商品構成比を高めることで、より
小商圏での出店を可能にしているが、今回のニトリ梅島ショッピングセンターでは、食品館イトー
ヨーカドーとの複合により、土日と平日の集客を補完し、収益構造の強化に努めている。
価格帯別ブランドの構築：郊外から都内中心部へ出店立地の拡大に伴い、拡大する客層に
対応するために取り組むのが価格帯別ブランドの構築だ。16 年 9 月から展開を開始したプライ
ス・ブランド「ＤＡＹ Ｖａｌｕｅ」を導入する他、来秋にはクオリティ・ブランド「＆Ｓｔｙｌｅ」も導入予定だ。

70 商品

アクタス 雑貨新ブランド 休日のブランチ提案

アクタス（東京・新宿）は休日のブランチをテーマにした雑貨のＰＢ「ＲＩＳＥ＆ＳＨＩＮＥ」を 2017 年
2 月に新たに投入する。食器やテーブルクロスなど 70 商品を展開。テラス向けの家具やジビエ
のレトルトカレーも売り出し、庭やベランダなど屋外食事を楽しむ習慣とセットで提案する。
新ブランドは 2 月中旬に直営のアクタス 22 店で販売する。日曜の昼食をイメージし、欧州の
ガラス食器などをバイヤーが選んだほか、木製の食器や布製品を開発。料理を公園に運んで
食べられるように、蓋を外せる保存ジャーや大皿が入る平たいトートバッグなどをそろえた。価格
は税別 450 円～9800 円。夏にかけて各店でテラス家具の取り扱い面積を 3～5 倍に拡大。デ
ンマークの遊園地で使われている著名デザイナー、パントンの椅子（税別 5 万 4 千円）など屋内
外で使える家具を充実させる。食品ではジビエカレー4 種類を来年 3 月にパウチ包装で、税別
700 円前後で発売する。大分で捕獲したシカや長崎のイノシシを使い、余ったシカ皮を使ったエ
プロンの商品化も予定する。今年発売のジビエ缶が目標の倍以上を売る人気で、新メニュー
や扱いやすいパウチ包装を求める声が相次いでいた。今後も季節に応じたテーブルウエアや
食品の開発を進める。

イケア・ジャパン

ヘレン・フォン・ライス 代表取締役社長

イケアグループの 2016 年 8 月期決算の総売上高（ショッピングセンター事業の賃料収入含む）
は、351 億ユーロ（前年対比 7.4％増）、当期純利益は 42 億ユーロと好調な業績を達成。グル
ープ店舗の総売上高は 342 億ユーロ（同 7.1％増）、来店客数は 7.83 億人を記録した。世界
最大級のマルチチャネル・ホームファニッシングカンパニーを目指し、Ｅコマース戦略を
推進する同グループにあって、イケア・ジャパンを率いるのが 16 年 8 月に新たに
就任したヘレン・フォン・ライス社長だ。グループ業績において成長著しい中国の存在感
が増やしているアジア市場における、イケア・ジャパンの役割、今後の成長の方向性を聞く

Ｅコマースのニーズは非常に高いマルチチャネル化で消費者に近づく
中国での店長経験から、米国法人の副社長も歴任されてきたご経歴を踏まえ、日本市場をど
う見ているか
ヘレン 日本は世界で有数の大きな市場だ。ホームファニシング市場に限って言うと、日本の消
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費者の家具・家庭用品に使う支出額のパーセンテージはそれほど大きくはないが、それでも間
違いなく市場は大きいと捉えている。アジア太平洋地区という大きな市場として捉えた場合でも、
間違いなく非常に有望な市場である。（成長著しい）アジア地区に属しているということで、日本
も重要な役割を担っている。2020 年には東京オリンピックが開催され、これも成長の機会だと捉
えている。美しく機能的な家に対するニーズはもっと高まるだろう。そうしたニーズに合わせた商品
を提供したい。社会的側面から見ても、家は重要な役割を果たす。家は、安全で快適でリラック
スできる環境をもたらすものであり、家族や友人と過ごす上でもイケアが快適な環境を提供できる
と考えている。

グループ売上上位国に入りたいそのためにＥコマースが重要
グループ業績の中で、中国の成長が著しいが、日本との違いや効果的なアプローチについて、
どう考えているか
ヘレン 経済成長のスピードは中国が速い。そこが大きな違いだ。ただし、イケアは物事を全て長
期的に捉える企業なので、日本の経済が中国の経済ほどスピーディに動いていなくても今後も
出店を続けていくし、Ｅコマース（ＥＣ）も展開していく。お客さまへのアプローチの仕方に関しては、
市場が異なればニーズも異なる。どれだけ日本のお客さまのことを勉強して、それに合ったソリュ
ーションを展開できるかが鍵となる。
グループ売上上位国のドイツやアメリカに、将来的に日本の売上が肩を並べる可能性と、その
ための課題は
ヘレン 絶対にトップテンに入りたいと考えている。そのためには、ＥＣが非常に重要だ。時間に追
われている現代の生活者の状況を考えると、アクセスの良さも非常に強みになる。従って、ストア
のアクセシビリティも検討課題に入っている。ストアは、インスピレーションやソリューションなどを実
際に体験していただける場所なので、ＥＣが始まってもやはり非常に重要だ。
日本というローカルマーケットに対応し、支持を得ていくポイントは
ヘレン 強みを発揮できるポイントは、低価格、デザイン、機能性、サステナビリティを兼ね備えた
商品を提供しているということ。そして「ライフ・アット・ホーム（家での暮らし）」と言っているが、各ス
タイルに合わせたインスピレーションのあるソリューションをお見せしていることで差別化できている
のではないか。個性や自分
らしさを出したいというニーズも高まっているので、それぞれに合った商品を提供することが重要
だ。
日本市場において、グローバルで展開していることの強みは
ヘレン 2 つある。イケアのグローバルブランドとしての強みは人材だ。特にダイバーシティとインク
ルージョンを大事にしている。日本の市場では多様性がますます重要になると思っている。イケ
アがダイバーシティ、女性活用でお手伝いできると考えている。2 つ目はサステナビリティという視
点だ。イケアは気候変動にも積極的に対策を講じていくことをグローバルで打ち出し、消費する
以上のものを作らないということを考えている。17 年秋、愛知県に出店を予定している「イケア長
久手」は、これまでの中で最もサステナブルなストアになる。メガソーラーという形でソーラーパネ
ルを屋根の上に置くが、日本の小売業の中でもかなりのボリュームになる。
イケアのビジネスの特徴の 1 つとして、フラットパックされた商品をお客が持ち帰り、自ら組み立て
ることで、リーズナブルプライスを実現している。今後、高齢化に向けた取り組みとして、配送サ
ービスや家具組み立てサービスなどの重要性についての考えは
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ヘレン こうしたサービスは非常に重要だ。ストアでの組み立てサービスやデリバリーだけではなく、
ＥＣが始まったときも、「自宅に組み立てられた状態で届けてほしい」というニーズもあると思う。そう
したサービスについて、もっと充実させなければならない。価格に関してイケアは常に市場で低価
格を目指しているので、サービスも含めて低価格で提供したい。企業のカルチャー的にも、コミュ
ニケーションの仕方にも、「正直である」ということを重視しているので、お客さまがお支払いの商
品の中にどのようなコストが含まれているかということをわかりやすく提示していきたい。
17 年度の事業戦略において重点政策の 1 つでもあるＥＣ導入の背景、マルチチャネル・ホール
ファニッシングカンパニーを目指す理由は
ヘレン 消費者からのニーズが非常に高い。こうしたお客さまのご要望に応えたい、ということに
尽きる。マルチチャネル化は確実にポテンシャルがあると見込んでいる。高齢化は日本だけでな
く全世界の問題だ。マルチチャネルが全世界で進んだときに、高齢者にどのような買物を提供
できるかということも課題になる。個人的な話になるが、私の祖母は 89 歳でスウェーデンに住ん
でいる。その祖母が誕生日プレゼントにｉＰａｄが欲しいと言っていた。小売業として、このように健康
な高齢者にどのように対応できるかということも考えたい。
今後の具体的なＥＣの導入計画は
ヘレン 導入の準備を進めている段階だ。17 年度中に導入したいと考えている。われわれの年
度は 9 月から翌年 8 月までなので日本の年度と異なるが、来春ごろを目指して検討している。
17 年度の事業戦略の中ではリビングルームにフォーカスしているが、日本の住環境で支持され
る商品の条件は
ヘレン 快適であること。高品質であること、また小さいスペースに対応できるようマルチな機能を
兼ね備えていることも重要だ。われわれの「デモクラティックデザイン」は非常にユニークなもので
強みだ。1＋1 が 3 になるような素晴らしいもので、デザイン、商品開発の段階から物流まで拗ね
てのバリューチェーンを持っていることで実現している。

来秋東海エリアに初出店タッチポイントの実験も
出店に関して、来秋、国内 9 号店目の長久手が、東海エリア初出店となる
ヘレン 店舗規模は標準的なサイズだ。出店する際はいつも「良き隣人でいたい」とコミュニティ
に申し上げているが、東海地方の皆さまに合ったソリューションを提供してお客さまになってもらうと
ともに、従業員として働いていただきたいと考えている。また、われわれがスウェーデン語で「ダー
ギス」と呼んでいる事業内託児所が長久手では開業の段階から設営されている。これまで地
域には公開してこなかったが、長久手では初めて地域の皆さまにも一部解放させていただく。
15 年 10 月熊本に「タッチポイント」を出店した。狙いと今後の展開は
ヘレン 最初に、タッチポイントの場所が熊本ということで、被災地の皆さまにお見舞い申し上げ
たい。熊本で事業を展開することで少しでも復興に携わりたいと考えているし、今後も支援活動
を行っていきたいと考えている。タッチポイントは試験的に展開したものだが、イケアから遠くに住ん
でいる方々に、少しでもイケアのことを知って頂くためにブランドを近づけるという目的で始めた。オ
ンラインでご注文いただいた方に、ピックアップオーダーという形で、このタッチポイントに取りに来て
いただけるというメリットがある。まだタッチポイントのコンセプトは開発段階だが、例えば、日本の皆
さまは食事がお好きなので、飲食スペースを大きくしたり、インスピレーションのある商品や、より地
域に合った商品を展開するといった、さまざまな取り組みを考えているところだ。
今後、特に力を入れる出店エリアは
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ヘレン 今は長久手の開業やタッチポイントの開発、ＥＣを無事に成功させることに集中している。
長期的にはまた範囲を広げて出店を考えていきたい。
イケアにとっての人材とは
ヘレン 商品はそれだけでは売ることができないので、何より人が重要だ。ここ数年、「素晴らしい
職場環境を目指す」ということを目標にしてきた。その中でも、“平等”が重要だと思っているので、
同じ仕事をしている方には同じ給料の幅をお支払いするという同一労働同一賃金にも取り組ん
できた。また、平等性と安定性ということで、全ての従業員を正社員化する取り組みも行ってきた。
ダイバーシティ、インクルージョンもイケアバリューにつながるので非常に重要だ。
2020 年に向けて、中長期的なビジョンをどう描いているか
ヘレン 世界が変わるのがあまりにも早過ぎるので、ストアのフォーマットを考える上でも、マルチチ
ャネル化を進めることに関しても、お客さまのニーズを理解すること、そして柔軟性、フレキシブル
であるということが重要だと考えている。それでも日本市場は非常に有望だと信じている。（20 年
までに世界で）売上を倍増するというグループのグローバル目標は決して変わっていない。日本
も、そのグローバルのゴールを達成する中で重要な役割を担っていく存在であると考えている。

イケアグループの総売上高推移
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11

200 億ユーロ
215 億ユーロ
218 億ユーロ
235 億ユーロ
252 億ユーロ

FY12
FY13
FY14
FY15
FY16

276 億ユーロ
285 億ユーロ
293 億ユーロ
327 億ユーロ
351 億ユーロ

イケアグループの売上高上位国
ドイツ
アメリカ
フランス

14％
14％
8％

イギリス
スウェーデン

6％
5％

上陸 10 周年を機に 1 号店を刷新

イケアＴｏｋｙｏ-Ｂａｙ
イケア・ジャパンは 2006 年 4 月に日本進出 1 号店として「イケア船橋」をオープンし、10 周
年を迎える。これを機に今年 4 月に名称を「イケアＴｏｋｙｏ-Ｂａｙ」に変更し、世界発となるカフェを
導入するなどリニューアルした。

地域密着のルームセット
イケア・ジャパンのヘレン社長は、日本市場への有効なアプローチとして「どれだけ日本のお客さ
まのことを勉強して、ニーズに合うソリューションを展開できるかが鍵となる」と語る。イケアＴｏｋｙｏＢａｙでは、その考えを体現すべく、地元の家族と一緒に部屋作りを考える新しい取り組みを展開。
アイデアを提供していただいた家族の写真とともに、ルームセットで再現する。

飲食機能の強化
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イケアグループの 2016 年度のフードの売上高は 17 億ユーロ（イケアレストラン、ビストロ、スウェー
デンフードマーケット、コワーカーレストラン合計）。イケアＴｏｋｙｏ-Ｂａｙではダイニング・キッチン売場
の一角に、世界初となる「イケアカフェ」を導入するほか、スウェーデンフードマーケットの一角に、
日本初となる「イケアベーカリー」を導入し飲食機能を強化する。

マルチチャネル化の推進
拡大を目指すＥＣ戦略に先行する形でスタートした、イケアファミリー会員向けのメールショッピン
グサービスも首都圏で初めて導入。配送エリアは千葉全域と東京 23 区内で、現在はローカル
にとどまるソリューションを、ＥＣにより全国に拡大していく考えだ。また、スマートフォンやタブレット向
けの「イケアカタログ」アプリの提供も開始するなど、ＩＴ活用も進む。

各種サービスの充実・強化
イケアのビジネスモデルの特徴の 1 つが、フラットパックされた商品をお客が持ち帰り、自ら組み
立てることでリーズナブルプライスを実現している点。しかし、高齢化が進む中、配送サービスや
家具組み立てサービス、ソーイングサービス（イケアの既製カーテンのお直しやイケアの布地から
カーテンやクッションカバーなどを作る）など、各種サービスを重視する。

リビングにフォーカス
17 年度の重点戦略の 1 つとして、家の中心であるリビングルームにフォーカスした提案に注力し
ている。日本市場においても多くの競合が存在する中、イケアが強みとするデモクラティックデザ
イン（形、機能、品質、サステナビリティ、低価格の 5 つの要素をバランス良く取り入れることで実
現）の商品を打ち出すことによって差別化を図る。

しまむら、営業最高益 値引き販売も抑制
3～11 月 2 割増

冬物衣料やベビー用品好調

カジュアル衣料大手、しまむらの 2016 年 3～11 月期の連結営業利益は、前年同期比 2 割
増の 380 億円前後だったようだ。長引く残暑や台風上陸などの悪天候も加わって秋物の立ち
上がりは遅れたが、気温の低下に伴い冬物衣料の販売が伸びた。ベビー用品も好調だった。
値引き販売の抑制で採算も維持し、同期としては 4 期ぶりに最高益を更新したもようだ。
売上高（営業収入を含む）は 5％増の 4300 億円前後を見込む。国内販売は 4.9％増加した。
その中でもベビー用品を取り扱う「バースデイ」は 25.1％増と、伸びが目立った。秋口の苦戦を経
て、足元の販売は持ち直している。既存店売上高は 9 月が前年同月比 13.8％減、10 月が
5.4％減と低迷したが、11 月は 16.4％増加した。単価が比較的高い冬物では、裏地に起毛を
ほどこしたスエットなどの商品群「ウラモコ」や、円形の毛布やロールクッションなどの雑貨が健
闘した。前期業績をけん引したヒット商品「裏地あったかパンツ」は発売から 3 年目で販売が一
巡したものの、若い女性向けにブルゾンやスカンツなどのトレンドの商品も伸びた。在庫管理の
徹底も最高益更新に寄与した。商品数を前年から 2 割程度減らし、商品ごとに割引率を設定。
できるだけ値引きせずに販売する体制を整え、9～10 月にかけて販売が伸び悩んだ時期でも採
算悪化を防いだ。円相場が 11 月ごろまでは前期と比較して円高水準で推移し、原価を抑えら
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れたことも寄与した。3～11 月期決算の発表は 26 日に予定する。17 年 2 月期通期の売上高
は前期比 5％増の 5751 億円（同）、営業利益は 16％増の 462 億円を見込む。
3～11 月期の収益は計画から上振れしたが、通期予想の修正については先行きの販売動
向を慎重に見極めた上で判断するもようだ。

しまむら純利益 36％増
3～11 月最高益

防寒雑貨が人気

カジュアル衣料大手、しまむらが 26 日発表した 2016 年 3～11 月期の連結決算は、純利益
が前年同期比 36％増の 264 億円だった。3～11 月期として 4 年ぶりに最高益を更新した。気
温が下がった 11 月に冬物衣類が売れた。筒状のクッションや円形の毛布など独自色のある防
寒雑貨も人気だった。営業収入を含む売上高は 5％増の 4292 億円だった。主力の「ファッショ
ンセンターしまむら」は、17 店舗を新規に出した。
裏地に起毛を施した「ウラモコ」などの冬物衣類の売れ行きがよかった。
雑貨では、人の胴体をくるんで暖をとる「ロールクッション」が好調。ペット用にも使われ、ソー
シャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）で「しまむらホイホイ」と呼ばれる人気アイテムになった。一
部店舗では在庫を切らし、追加生産しているほどだ。既存店では 516 店舗を改装し、品目数を
2 割削減した。商品ごとに値引き率を設定できるようにした結果、値引き販売する商品を最低限
に抑制。これで採算が改善した。17 年 2 月期通期の純利益は前期比 24％増の 306 億円の
見通し。3～11 月期で予想の 9 割近くを達成したが、「今後の販売状況を見極めたい」として従
来予想は変更しなかった。

マツキヨＨＤ、化粧品の新ＰＢ
ドラッグストア大手のマツモトキヨシＨＤは 6 日、化粧品の新たなＰＢを来年 2 月から展開すると
発表した。美白に関心が高い 30～40 歳代女性を中心に売り込む。全国約 1500 店のマツモト
キヨシグループ全店で販売する。美白化粧品の新ブランド「ＢＬＡＮＣ ＷＨＩＴＥ（ブランクホワイト）」
は、化粧水（2916～3240 円）や美容液（5400 円）、など 7 種類をそろえる。ナリス化粧品（大阪
市）と共同開発した。マツキヨＨＤのＰＢの売上高は 16 年 3 月期に 460 億円だった。

どうなる？2017 年の通販市場

「拡大する」が 7 割 「横ばい」は 3 割に
7 割の企業は通販市場が「拡大する」と予想―。通販新聞社では通販実施企業を対象に
「今後の市場予測」についてアンケート調査を実施した。
その結果、2017 年の通販市場について「拡大する」と予想した企業は、1 年前の前回調査に
比べて 4 ㌽
減少した。「横ばい」は前回よりも 4 ㌽
増加。「縮小する」を選択した企業は
前回調査と同様でゼロだった。依然として「拡大」を予想する企業が多い背景には、
ネット販売が市場をけん引するとの見解を多くの企業が持っているようだ。
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スマホの普及やオムニチャネルの進行も市場拡大を後押しするといった反応も。
同時に行った景況感に対する質問では、消費が上向いていると考える企業は少なかった。
アンケートの結果をもとに、通販各社の市場展望について見ていく。
アンケートでは「2017 年の通販市場について、どのように予想していますか」と質問。「拡大
する」「横ばい」「縮小する」という 3 つの選択肢の中から回答を選択してもらった。結果、「拡大
する」は 70％、「横ばい」は 30％で、「縮小する」という回答は前年調査と同様に 0％となった。

ネットが市場拡大をけん引
「拡大する」を選んだ企業の回答を見ていくと、目立つのがインターネットでの通販の伸びを
市場拡大の理由に挙げていることだ。
具体的には「ネット通販市場の拡大が見込まれる」（ベルーナ）や「ネット通販を中心に拡大
が見込まれる」（スクロール）ほかにも「インターネット販売を中心に、拡大する見込みがあると感じ
ている」（ジュピターショップチャンネル）、「Ｅコマースの伸びが続いているため」（ロッピングライフ）、
「Ｗｅｂマーケットの拡大傾向の継続」（ＪＦＲオンライン）、「ネット通販の拡大」（マルハニチロ）、
「大手ＥＣ企業のけん引により拡大が続く」（ヒラキ）、「ネット環境の整備が進むことにより、オンライ
ン通販市場が拡大する」（藤久）、「ＥＣを中心に通販はさらに拡大」（エー・ビー・シーメディアコ
ム）、「ＥＣが通販市場全体をけん引すると予測」（アプロス）などの回答が寄せられた。中には
「さらにＥＣ化率が上昇するが、消費者の購入販路が複雑化する」（白鳩）といった意見も。
ネット通販以外ではスマートフォンなどデバイスに注目した見方もあった。
例えば「スマホの普及でより手軽な買物が労力をかけずに行え、スマホコマースが大幅に伸
びる」（ＪＰ三越マーチャンダイジング）や、「モバイル・タブレットのＷｅｂ構築はまだまだ開発途上で、
整備が進むにつれ市場が拡大することが予想される」（読売情報開発）、「スマホの市場が拡
大したため」（ワールド・ファミリー）といったものだ。
そのほかには店とネットとの連携により市場が拡大するという意見も複数見受けられた。「ネッ
トとリアル店舗によるチャネル戦略の増加」（ヤマサキ）、「スマートフォンやタブレットの普及率の
増加やオムニチャネルなどによるＥＣと実店舗の相互送客により、消費者の利便性が向上して
いるため」（ニューヨーカー）など。

アパレル業界ＥＣにシフト
「拡大する」の選択理由の中には、扱う商品ジャンルにフォーカスして市場を予測する声も。
例えばアパレルを扱う企業では「アパレル業界において顧客の購買行動がリアル店舗からＥ
Ｃにシフトしつつあるトレンドは、大きく変化しないと考えている」（マガシーク）や、「アパレル市場全
体は厳しい状況が続いているが、ＥＣ市場はまだまだ伸びていく予想している。各メーカーも年々
ＥＣへの取り組みを強化せざるを得ない状況になっている」（集英社）など。健康商品では「機能
性表示制度の導入により健康食品通販市場はゆるやかに拡大する」（山田養蜂場）、化粧品
では「秋から冬は化粧品売上が伸びるため」（ナノエッグ）といった内容だ。
それ以外にも「リフォーム業において大手の新規参入が相次ぎ、競争がより激化。しかし、ネ
ットでリフォーム工事を購入することの認知が進み、市場は拡大すると予測」（エクスショップ）と
いったものや、「ビジネスユニフォームに関して言えば、ネット通販以外の形態の注文が減り、ネッ
ト化が進むと各方面で言われており、その流れは 2017 年も変わらないと想定」（ランドマーク）な
どの展望がみられた。
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高齢者層の利用が進む
「シニア」をキーワードに拡大を予想する企業も複数あった。
「シニア層のＳＮＳ活用増」（アイフォーレ）や、「高齢者層の通販利用が進む」（マルハニチ
ロ）、「シニア市場の拡大、サービス業の通販化など、裾野が広がっていくと思われる」（ヒラキ）
など。それ以外の理由では、「まだまだ様々な業態が参入してくると思うため」（千趣会）、「シンク
タンクの市場調査にもとづく」（アスクル）、「テクノロジーの進化、投資額上昇」（アダストリア）、
「国内のＢｔｏＣ市場は飽和ぎみであるものの、越境ＥＣを含む海外のＢｔｏＣ並びに、国内・海外を
問わずＢｔｏＣ及びＣｔｏＣ市場において、通販はさらに伸長していくと考える」（アルベネット）などの
見方が寄せられた。

ネット以外で苦戦の予想も
次に、通販市場が「横ばい」と予想した企業の理由を見てみる。
「スマートフォンを中心にネット通販は拡大する一方で、カタログやテレビ通販は厳しい状況が
続くと思われる」（ニッセンＨＤ）といった声や、「ＥＣ主体の所は 17 年も堅調に推移するのではな
いかと思われるが従来型の所は機動性に欠け苦戦すると思われるのでトータルで横ばいではな
いか」（日本生活協同組合連合会）など、ネット以外の領域では苦戦するといった声が複数寄
せられた。これ以外では「通販需要は続伸するも、消費は停滞局面にあり市場全体としては微
増に留まるのではないか」（イオンドットコム）や、「好景気が見込めないため」（ジャパンスコープ）、
「期初では、消費税増税の駆け込み需要を想定し拡大すると見込んでいたが、増税が延期と
なったため」（ＬＩＸＩＬトータルサービス）、あるいは「越境ＥＣ市場拡大は 16 年より見込めるものの、メ
インの国内の景況感は好転しておらず、依然として厳しい状況が続く。しかしながらインターネット
通販の売上については、爆発的でないものの引き続き拡大傾向にあると思われる」（全日空商
事）などの回答があった。

現時点の景気先行き不透明
「横ばい」を選択した理由を取り扱い品目別に見ると、家電を扱う企業は「2017 年はオリンピッ
クやワールドカップなどの大きなイベントがないため、特需が期待できない。そのため国内景気の
動向に左右されやすくなると思う。その国内景気は現時点では先行きが不透明なため、家電
市場が拡大もしくは縮小するかの判断が難しい」（ディーライズ）とする。一方、健康食品を扱う企
業では「機能性表示食品の受理が全体的に遅れている一方で、一般の健康食品への規制
は強化されていることから、企業間格差は広がっても業界全体では横ばいと考える」（リフレ）。化
粧品では「化粧品通販市場は新規参入が多く、ニーズに対する供給過多であるため」（メディア
プラス）。旅行用品では「旅行客は 2017 年度微増すると予測するが、当社主要顧客は若干
遅れると予測」（レッドホースコーポレーション）といった理由が寄せられた。

現状の消費動向は？

「横ばい」が 69％で最多 「上向いている」は 10％のみ
今回のアンケート調査では各企業に消費動向についても尋ねた。
「現状の消費動向をどう捉えていますか」と質問し、「上向いている」「下がっている」「横ばい」
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の 3 つの選択肢から回答を選んでもらったところ、「上向いている」は最も少なく 10％となった。
「下がっている」が 21％。「横ばい」は 69％と半数以上の企業が選択した。
「上向いている」を選択した企業の回答理由を見ると、「単価は下落傾向だが、総量が増え
ているため」（白鳩）や「直近の半年を振り返ると、価格比較サイト『価格.ｃｏｍ』や外部モールの
集客は上向き傾向である」（ディーライズ）などの意見があった。
逆に「下がっている」を選んだ企業からは「個人消費の冷え込みは続いており、節約低価格
志向が非常に強い」（千趣会）という声や、「生活防衛意識が強く不要不急品への購買が非
常に厳しい」（日本生活協同組合連合会）などのほか、「プロパーで売れないから期中の値下
げをし、結果、客単価が下がるという悪循環にアパレル業界全体がおちいっている」（集英社）と
いった反応も寄せられた。最も多かった「横ばい」では、「デフレからインフレへの転換についての
実感はなく、小売全体としての消費ボリュームの拡大は金額ベースでは実感できない」（ベルー
ナ）や、「消費増税に備えた節約志向や可処分所得の低下により消費動向は横ばいが継続し
ていると思われる」（ニッセンＨＤ）などの理由を挙げる企業があった。
そのほかにも「現時点ではリーマンショックや増税、極端な円安・円高による不景気といったト
レンドもなく『凪』といった状態であるため」（ロッピングライフ）という見方や、「英国や米国の先行き
も不透明な中、消費が上向く材料があまり見当たらないため」（ジュピターショップチャンネル）な
どの理由も挙げられた。

増収減収の企業数

増収が過半数に

減収も 2 桁減企業減る
「通販・通教売上高ランキング」調査における「増収」の企業数は、上位 300 社のうち 153 社
（前年同期調査 120 社）になっている。全体に占める割合は 51％（同 40％）で、2 年ぶりに半数
を超えることになった。前年同期調査時は増収の企業数が大幅に減少していたが、今回は 2
年前の同期調査時（156 社）並みの企業数に回復している。前年同期調査時は 14 年 4 月の
消費増税を前にした駆け込み需要の反動から売上を減らす企業が多かったが、今回の調査
はその影響が大きく薄らいだ格好になっている。
増収企業数を売上階層別に見ると、1000 億円以上の企業は 11 社のうち 8 社になっている。
500 億円以上 1000 億円未満の 9 社では 8 社が増収となり、200 億円以上 500 億円未満の
38 社では 29 社が増収。200 億円以上の企業でみると、58 社のうち 44 社が増収で、75％を占
めている。100 億円以上 200 億円未満の売上階層の 61 社では、46 社が増収となった。100
億円未満の売上高の 181 社では、そのうち 149 社が増収になっている。
一方、上位 300 社のうち「減収」だったのは 60 社（前年同期調査 95 社）のうち 2 桁減は 14
社（前年同期調査 34 社）と大幅に減少した。2 年前の同期調査時の 13 社とほぼ同数。さらに
いずれも 25％台以下の減少幅でとどまり、前年同期調査と比べ減少幅は縮小する傾向にある
ようだ。2 桁減のうち 20％台の減収幅だったのは 4 社（前年同期調査 6 社）となった。この 4 社
は売上規模や商品ジャンルなどに偏りなく分布している。10％台の減収企業 10 社（同 32 社）
では、売上規模が 100 億円台と 100 億円未満の企業で比較的多く見られる。なお、上位 300
社のうち「横ばい」だったのは 10 社（同 7 社）で、全体の 3％（同 2％）の比率だった。「不明・算
出せず」は 77 社（同 78 社）で 26％（同 26％）。
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通販・通教売上高ランキング
順
位

前期売上高

前
回
順
位

社 名

今期売上高

増減
実績

1

アマゾンジャパン

2

2

3

決算
月

本社
所在地

-

12 月

東京

専業/ネット/総合

10.5

5月

東京

専業（ＢｔｏＢ）/カタログ/オフィス用品

増減
見込み

率

1

前期実績対象本決算期：15 年 10 月期～16 年 9 月期

業態/主力媒体/主力商品

率

999,900

20.4

-

アスクル

連 315,024

13.8

連 348,000

3

ミスミグループ本社

連 240,139

15.1

-

-

3月

東京

専業（ＢｔｏＢ）/カタログ/金型部品

4

4

◎ベネッセコーポレーション

180,540

▲17.4

-

-

3月

岡山

専業/マス・ＤＭ/通教

5

5

ジャパネットたかた

155,914

1.3

12.9

12 月

長崎

専業/テレビ・チラシ/家電製品

6

6

ニッセンホールディングス

152,446

▲24.4

-

-

12 月

京都

専業/カタログ/総合

7

7

◎ジュピターショップチャンネル

139,494

2.2

-

-

3月

東京

専業/衛星・ＣＡＴＶ/総合

8

8

◎大塚商会

139,106

8.1

-

-

12 月

東京

兼業（ＢｔｏＢ）/カタログ/オフィス用品

9

10

千趣会

連 134,321

▲5.8

連 133,700

▲0.5

12 月

大阪

専業/カタログ/総合

10

9

ディノス・セシール

112,208

2.0

-

-

3月

東京

専業/カタログ・テレビ/総合

11

11

◎ベルーナ

106,807

5.5

114,000

6.7

3月

埼玉

専業/カタログ/総合

12

12

ヨドバシカメラ

99,200

25.6

110,000

10.8

3月

東京

兼業（量販店）/ネット/家電製品

13

13

ＱＶＣジャパン

※ 96,300

0.1

-

-

12 月

千葉

専業/衛星・ＣＡＴＶ/総合

14

14

サントリーウエルネス

73,213

6.3

-

-

12 月

東京

兼業（製造業）/マス/健食

15

15

◎オークロンマーケティング

連 68,032

7.0

-

-

3月

愛知

専業/テレビ/雑貨

16

16

◎カウネット

63,337

3.6

-

-

12 月

東京

専業（ＢｔｏＢ）/カタログ/オフィス用品

17

17

ＭｏｎｏｔａＲＯ

連 57,563

28.1

20.4

12 月

兵庫

専業（ＢｔｏＢ）/カタログ/工業部品

18

18

◎スクロール

55,155

▲2.5

-

-

3月

静岡

専業/カタログ/総合

19

19

上新電機

-

-

-

3月

大阪

兼業（量販店）/ネット/家電製品

20

20

スタートトゥデイ

32.1

69,000

26.8

3月

千葉

専業/ネット/衣料品

21

21

デル

-

-

-

1月

神奈川

専業/ネット/パソコン

22

22

◎イトーヨーカ堂

46,890

10.3

-

-

2月

東京

兼業（スーパー）/ネット/食品

23

23

◎日本生活協同組合連合会

45,964

▲0.9

-

-

3月

東京

兼業（生協・団体）/カタログ/総合

24

32

ファーストリテイリング

42,167

30.1

-

-

8月

山口

兼業（専門店）/ネット/衣料品

25

24

◎キタムラ

41,900

▲2.6

-

-

3月

神奈川

26

26

ディーエイチシー

※ 41,800

1.4

-

-

7月

東京

専業/マス・カタログ/化粧品・健食

27

25

オルビス

※ 41,701

10.7

-

-

12 月

東京

専業/マス・カタログ/化粧品・健食

28

27

◎ファンケル

連 40,078

9.7

12.6

3月

神奈川

専業/マス・カタログ/化粧品・健食

29

28

◎ワタミ

37,585

▲4.8

-

3月

東京

30

29

ユーキャン

36,000

▲2.8

12 月

東京

31

30

◎ビックカメラ

35,000

0.6

-

8月

東京

兼業（量販店）/ネット/家電製品

32

31

フェリシモ

連 34,609

▲8.2

▲6.7

2月

兵庫

専業/カタログ/衣料品・雑貨

※ 55,000
54,422
※ 48,000

▲

16.3

176,000

連 69,307

連 45,130

35,000
連 32,286

兼業（専門店）/ネット/カメラ関連商
品

兼業（飲食店）/カタログ/食品
専業/マス・ＤＭ/通教・雑貨

39

33

33

山田養蜂場

30,860

2.0

-

-

4月

岡山

専業/マス・ＤＭ/健食

34

34

テレビショッピング研究会

29,966

41.3

-

-

3月

東京

専業/テレビ/総合

35

35

再春館製薬所

29,146

1.5

30,100

3.3

3月

熊本

専業/マス・カタログ/化粧品

36

36

◎マウスコンピューター

28,843

1.7

-

-

3月

東京

兼業（製造業）/ネット/パソコン

37

39

◎ＭＯＡ

28,000

11.1

-

-

6月

東京

兼業（卸）/ネット/家電製品

38

37

◎爽快ドラッグ

※ 26,000

24.5

-

-

3月

東京

専業/ネット/健康関連商品

39

38

カタログハウス

25,850

▲2.4

-

-

3月

東京

専業/カタログ/雑貨

40

40

セブン・ミールサービス

25,001

-

-

-

2月

東京

専業/ネット/食品

単位 100 万円、増減率：％（▲はマイナス）＝前期比、※：本紙推定、◎：変則決算

どうなる？2017 の通販市場

「2 番手」地位固めるアマゾン 楽天市場は今年も堅調か
2016 年もさまざまな動きがあった仮想モール。
楽天の「楽天市場」では大規模なポイントアップ施策を展開したほか、店舗向け新制度や仕組
み変更も相次いだ。アマゾンジャパンでは、引き続きマーケットプレイスを強化。
自社売上以外の流通額が大きく伸びているものとみられる。ヤフーの「ヤフーショッピング」では、
秋に大型セールを連発、さらにプレミアム会員向けのポイントアップ施策も実施した。
17 年の仮想モールはどうなるのか。主要 3 モールの状況を探った。
16 年の「楽天市場」では、1 月に「スーパーポイントアッププログラム（ＳＰＵ）」として、楽天カード
を利用者など、同社グループサービス利用者のポイントを恒常的に増量する施策を開始。9 月
から始まった「違反点数制度」は、ルール違反を犯した際に点数を付与し、累積点数で罰則を
課したり、店舗レビューで低い評価をしたユーザーに不満点を聞き取り、原因が店舗にあると判
断した場合ペナルティーを設けたりするというもの。また、実施は 17 年からとなるものの、店舗に
大きな影響を与えそうなのが、出店者向けの新決済代行サービス「楽天ペイ」。これまではカー
ド決済のみ楽天決済代行サービスを利用する必要があったが、今後は銀行振込やポイント支
払いなどすべての決済手法が楽天ペイに統一されることになる。さらに、広告の効果開示が始
まり、リピートを伸ばすための施策が一層重要となっている。同社では昨年 2 月、20 年 12 月期を
最終年度とする中期経営計画を公表。国内ＥＣ流通総額（楽天市場や楽天ブックス、楽天ト
ラベルのほか、オークションやチケット販売、ダウンロードなども含む）については、最終年度には
5 兆 2000 億円（15 年 12 月期は 2 兆 7000 億円）を見込んでいる。流通総額のうち、かなりの
割合を占める楽天市場の成長加速は必須となる。
仮想モールに詳しい業界関係者は「ネット販売企業にとって、楽天市場が事業の中心であ
ることには変わりはないが、10％増程度の成長ができれば上出来、という感じになっている」と指
摘する。楽天としてはＳＰＵにより、自社でポイント負担をしてまでも、楽天カードユーザーの購入回
数や単価を増やし、成長につなげる狙いがあるとみられる。しかし、「売れている店は伸びている
が、平等に売れている感じは薄く、モール全体の底上げにつながっているかどうかは分からない」
（先の業界関係者）のが実情という。
背景の一つとして考えられるのが、ジャンルごとの売り上げのばらつきだ。「苦戦しているジャン
ルもある」（同）。その代表がレディースファッション。スタートトゥデイの「ゾゾタウン」のほか、クルー
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ズの「ショップリスト」、さらにはメルカリに代表されるフリマアプリが伸びている影響をかなり受けて
いるとみられる。楽天でもファッション通販サイト「スタイライフ」と、楽天市場内の「Ｒａｋｕｔｅｎ ＢＲＡＮ
Ｄ ＡＶＥＮＵＥ」を統合するなど、テコ入れを進める。さらに、フリマアプリ分野でも「フリル」のファブ
リックを買収、楽天の「ラクマ」と合わせて業界首位のメルカリを追う。とはいえ、メルカリにはかな
り水を空けられているだけに、どこまで迫れるか。一方で「化粧品やスポーツ・アウトドア、インテリ
ア関連などは好調に推移しているようだ」（同）。近年は化粧品などの場合、知名度のあるメー
カーが出店し、売上を伸ばすケースが増えているという。必ずしも安いわけではないのに売上を
伸ばす理由はメーカー公式サイトという「信頼性」。裏を返せば、ナショナルブランドを販売してき
た激安店舗などは売上を奪われているということだ。
2017 年の楽天市場についても「店舗にとっては微増を目指すスタンスは変わらないだろう」
（先の業界関係者）。ただ、ここで問題となるのが、順次導入される「楽天ペイ」。ある店舗は
「月間 40 万円ほど決済関連の支払いが多くなりそうだ」と話す。カード決済以外の決済手法か
らも手数料を徴収され、これまで手数料率が優遇されていた楽天カードによる決済も、他の決
済手法と同じ手数料が必要になるからだ。先の業界関係者は「利益低下は大問題だが、まだ
実感がない店舗も多いように思える。楽天は事業の中心であることには変わりなく、変わらず続
けるしかない面もあるのでは」と話す。

効果高い広告
2017 年も存在感を高めそうなのがアマゾンだ。近年はマーケットプレイス事業に注力しており、
14 年 11 月から始まった商品検索連動型広告「Ａｍａｚｏｎスポンサープロダクト」は好調のようだ。
出店者を対象としたクリック課金型広告（1 クリック 2 円からの入札型）で、任意の検索キーワー
ドと関連性の高い商品広告を検索結果に表示、出店者の商品販売ページに誘導するというも
のだ。さらにはポイントも独自に付与できるようにしたほか、10 月からはアマゾンの有料会員であれ
ば送料無料で受注日の当日・翌日に配送することを示す「プライムマーク」を商品画面に表示
できるようにしている。
先の業界関係者は「どの店舗も 2 番手として売上を伸ばしており、今年も 30～40％増を期待
する店舗は多いのではないか」と話す。楽天市場を 100 とした場合、アマゾンが 70 程度まで迫
っている店舗もあるという。伸びの源泉はやはり「Ａｍａｚｏｎスポンサープロダクト」だ。クリックした人
のコンバージョン率非常に高く、今のところ費用対効果が良いのが特徴となる。
アマゾンといえば、16 年は「全品送料無料」を取りやめたのが話題となった。アマゾンそのもの
の集客力低下を心配する声もあったが「影響は感じられない」（同）。近年強化している食品を
中心に客層が広がっており、今まで弱かった 20～30 代女性も取り込みつつある。本来、30 代
女性などは楽天が非常に強かった層。買物がしやすいアマゾンの利用が広がり、いわば“おこ
ぼれ”のような形で出店者も伸びているようだ。
ただ手数料についてはアマゾンが一番高いのも事実。そのため、「2 番手として伸びているの
は事実だが、事業の中心として考えるのはやはり厳しいのではないか」（同）。
17 年も伸びが期待できるアマゾンだが、徐々に店舗の優劣が出てくる可能性も高い。Ａｍａｚ
ｏｎスポンサープロダクトには「オートターゲティング」と「マニュアルターゲティング」の 2 種類がある。
ある業界関係者は「オートで 10 万円の月商が 40 万円に伸びるとしたら、キーワード選定や入札
をきちんとするマニュアルの場合、10 万円が 100 万円に伸びる、というくらいの差はある」と話す。
今のところ、楽天ほどの競合対策が必要な状況ではないが、17 年は店舗の取り組み次第で
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売上に差がつくことになりそうだ。

広がる店舗格差
2015 年はポイント増量で改めた「ヤフーショッピング」。16 年は店舗のポイント原資負担料率
が 1％から 2.5％に増えるという動きもあった。ヤフーが推し進めている広告が「ＰＲオプション」だ。
これは、一定の売上規模のある出店者を対象に販売を始めたコンバージョン課金（実売後
に事前に設定した料率から算出した広告料を徴収する方式）で、モール内商品検索の結果画
面や買い物カゴページ内など、さまざまなページにレコメンドとして広告主が商品を掲載される。
先の業界関係者は「17 年は店舗間格差がさらに広がるだろう」と予言する。16 年にはこれま
で売上の 15％が上限だったＰＲオプションが 30％まで拡大。「無料で出店できるとは何だったの
か、という状態になっている」（先の業界関係者）。料率は入札制のため、高い広告料が払える
大規模な店舗が競って出稿することで検索上位を占拠し、売上の偏りが一層激しくなっている、
というわけだ。
またＰＲオプションは全店舗が使えるわけではない。ＰＲオプションを活用する上位店舗に売上
が集中しても、「無料」ということで出店した小規模な店舗はＰＲオプションを使えないことが多く、
かなり不平等な状況といえる。「楽天は、モバイル強化や店舗受け取りやギフトへの対応など、
広告だけではなく地道な努力で売上が底上げできる面はあるが、ヤフーについてはＰＲオプショ
ン頼みになってしまっている」（同）。
ＰＲオプションが売上に直結するため、ヤフーの広告費は伸びているだろうが、モールそのもの
の活性化につながっているかどうかには疑問符がつきそうだ。

ネット通販信頼性磨く
模造品排除/口コミ評価厳格に

アマゾン、ブランドと協力

米アマゾン・ドット・コムや中国アリババ集団など内外のネット通販大手が模造品の排除や
口コミの評価の厳格化に乗り出した。アマゾンは主要ブランドと協力し模造品のあぶり出しを強
化、悪質な業者に対し訴訟も起こし始めた。10 月からは商品の無料提供を受けた人による評
価を原則禁じた。ネット通販が浸透する中、信頼性の向上に取り込む。
アマゾンはブランドと協力し模造品対策を進める部門を新設する計画だ。米ナイキなどと連
携し、販売者ごとに模造品を扱っていないかどうかの確認作業を厳しくした。模造品業者に対し
既に少なくとも 2 件の訴訟を起こしている。国際商業会議所（ＩＣＣ）の推計によると 2014 年に世
界の模造品市場は 1 兆 7 千億㌦（約 200 兆円）に達した。ネット通販の商品のうち 1 割程度を
占めるとみられている。
米商品評価調査会社レビューメタによると、売り手から商品の無料提供を受けて投稿された
口コミはアマゾンの評価全体の約 3 割を占め、甘くなる傾向があった。アマゾンはこうした投稿を
原則禁じた。新製品を提供し評価するのは、アマゾンが選んだ消費者のみにした。
アマゾンはネット通販の信頼性向上に人工知能（ＡＩ）もさらに活用する。ワーナー・ボーゲル
ズＣＴＯは取材に対し「社内に数千人単位のＡＩ開発者がいる。模造品の発見、不正取引かどう
かの確率の算出、口コミ投稿の精査といった具体的な課題で成果を上げている」と語った。
ルイ・ヴィトンやグッチなどの高級ブランドは 2013 年ごろから個別の模造品販売業者に対する
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訴訟を本格化させた。ティファニーが米競売大手イーベイを訴えるなどネット通販企業にも予先
が向きつつある。米国アパレル・フットウエア協会は中国・アリババ集団を模造品の温床と批判
している。アリババもＡＩによる不審な商品の検知、販売業者の信頼性の確認、模造品発現後
の販売中止までの期間短縮など取り組みを進めている。ただ、商品も販売業者も急増する中、
目立った効果が出ていないとの批判も根強い。信頼性向上へのアマゾンの取り組みの徹底は
競合との違いを打ち出す狙いがある。
日本企業も対策を始めた。楽天は 9 月、出店企業向けに禁止事項に関する違反点数制
度を始めた。偽造品の販売や商品の表記違反など規約を守らなかった場合のペナルティーを
点数化する仕組みで、点数に応じて違約金の支払いや契約解除などの措置をとる。模倣品
対策ではこのほか、1100 超のブランドと提携し、不正な商品の取り締まりを強化している。
日本ヤフーはネット通販で通常価格などの「元値」をつり上げ、割引率を高く見せかける不
当な二重価格の対策を強化している。商品の価格や過去の販売実績をシステムで管理。セ
ール時だけ値段を操作するといった不正な商品を機械的に排除する。

信頼性の向上に取り組む
アマゾン・ドット・コム
主要ブランドと協力し模造品への取り締まり強化。模造品販売会社に自ら訴訟。商品提供を受けた
口コミ投稿は原則禁止に

アリババ集団
ＡＩによる怪しい商品検知、販売業者の信頼性確認、模造品発見後の販売中止までの期間を短縮

イーベイ
捜査当局、ブランドと協力。模造品検知ソフトの開発を強化

アマゾンジャパン “ロボット棚”導入で効果

出荷作業の効率アップ

「アマゾンロボティクス」導入の川崎ＦＣを公開

「人が棚に商品を取りに行くのではなく、棚が人のところまで持ってくる？」――。アマゾンジャ
パン（本社・東京都目黒区、ジャスパー・チャン社長）は 12 月 6 日、今夏から稼働を開始した同
社の新たな物流拠点で最新の“物流ロボ”を導入した「アマゾン川崎フルフィルメントセンター（Ｆ
Ｃ）」を初めて公開した。
川崎ＦＣはすでに米アマゾンなどで導入されている注文データに応じてピッキング担当者のも
とまでロボット付き商品棚が自ら動き、従来よりも効率的なピッキングが可能になる可動式商品
棚「アマゾンロボティクス」を日本で初導入した拠点で実数などは明らかにしていないが「従来の
拠点でよりも少ない人数で仕事をこなしており（ピッキンッグ効率は）相当良い」（同社）と出荷作
業の効率化やそれに伴うコスト削減で一定の効果を上げている模様。今後も他の物流拠点へ
も“ロボ”の導入を検討しているようだ。
今年 8 月に稼働を始めた川崎ＦＣ（所在地・川崎市高津区北見方 3-14-1、総床面積・約
4 万㎡）に導入した「アマゾンロボティクス」は“ポット”と呼ばれる約 2 メートル 30 センチ程度の四
方商品棚とその棚を下から支えて（約 340 ㌕
まで積載可能）、秒速約 1.7 メートルの速度で動か
す“ドライブ”と呼ばれるオレンジ色の機械からなる可動式商品棚で、米アマゾンが 2012 年に物
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流ロボットの開発会社を買収、その後、物流拠点に順次導入を始めた「キバ・ロボット」をベース
としたもの。なお、日本では川崎ＦＣが初導入となるが、米国や欧州のアマゾンでは導入が進ん
でおり、現在までに 19 の物流拠点で運用されているという。
「アマゾンロボティクス」の利点は従来の物流センターでは一般的なピッキングの流れ、つまり、
注文データに応じて、担当者が当該商品が在庫されている固定の棚からピッキングする形では
なく、必要な商品を在庫した“棚”が自ら動き、ピッキング担当者は基本的には定位置から動か
ず、棚出しでき、ピッキングの作業効率を大きく高められる点だ。
川崎ＦＣでは 3 階にある「ＡＲ（※「アマゾンロボティクス」の略）フロア」と呼ばれるスペースに複
数台（台数は非公開）の“ロボ”を導入し、床にある専用のバーコードで自らの位置情報を把握
しながら 24 時間、縦横無尽に動き回っている。「ＡＲフロア」は“ロボ”が稼働するエリアを中心と
してその周辺に「ステーション」と呼ばれるスペースをいくつか点在させ、作業員がそこに集まってく
る“ロボ”に倉庫に入荷した商品の“棚入れ”と顧客から受注した注文データをピッキングする“棚
出し”を行っている。棚入れはベルトコンベアで搬送されてきた荷受けした商品を“ロボット棚”に
在庫する作業で、作業員が在庫する商品のデータをバーコードで読み取ることで当該商品の
大きさや数などから、収納すべき“ポット”をシステムが判別して、自動的に最適な“ロボ”が作業
員の下に来て、かつ商品のサイズなどから判断し、「この商品を入れる棚はこの場所がよい」と
いう指示をモニター画面上で示す。作業員はそれらを参考にしながら棚の中に商品を収納し、
データを紐付ける流れだ。
なお“ロボ”に在庫可能な商品サイズは「最大でみかん箱サイズくらいまで」（川崎ＦＣセンター
長の吉田憲司氏）。ただ川崎ＦＣは大型商品を扱う拠点ではないため、基本的に同拠点で扱う
商品はすべて在庫できるという。
棚出しは顧客からの受注データに応じて自動的に注文商品が在庫された棚の中から最も
早く作業員が待つ「ステーション」に行くことができる“ロボ”が最も効率的なルートでやってくる。こ
の“ロボ”の棚に在庫されているピッキングすべき商品の収納場所、数、商品写真などがモニタ
ー画面上に表示され、作業員はそれにしたがって、ピッキングし、専用の容器に入れ、作業を終
えると商品を梱包するエリアへベルトコンベアで自動的に搬送される形だ。
「当社の一般ＦＣでは固定の棚に在庫が収められ、注文が入ると人が取りにいくという作業を
行う形になるが、川崎ＦＣでは“ＡＲ”を導入することで人が棚に取りにいく代わりに棚が自分で来
てくれ、出荷までの処理時間の短縮や効率化につながっている」（吉田氏）とし、具体的な効
果の指標などは明らかにしていないが“ロボ”の導入で「数字はお話できないが、（ピッキングな
どの作業の効率は従来ＦＣに比べ）相当、よくなっている。このＦＣの作業量を通常ＦＣでこなそうと
した場合にはもっと人が必要になるがある程度の人員でできていることを考えれば」（吉田氏）と
する。日本においても一定の成果を見せた「アマゾンロボティクス」。「詳しくは決まっていないが、
もちろん成長を続けている会社なので（これからも“ロボ”の導入は）考えている」（吉田氏）とし、
同社では今後も「アマゾンロボティクス」を他の物流拠点にも導入していきたい考えのようだ。

小売店に脅威のボタン
アマゾン小型端末日本で発売

日用品発注押すだけで

アマゾン・ドット・コムが日本の消費行動を変えるサービスに乗り出した。日本法人のアマゾン
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ジャパンは 5 日、食品や日用品を注文できる小型端末「アマゾンダッシュボタン」を販売し始めた。
冷蔵庫や戸棚に設置し、飲料や洗剤が切れた時にボタンを押すだけで注文できる。既存小売
業社の脅威になりそうだ。
「今後も参加企業を歓迎する」。同事業を担当する米アマゾン・ドット・コムのダニエル・ラウ
シュ担当ディレクターは日本の消費財メーカーに期待を寄せる。5 日のサービス開始時点で食
品・日用品の著名ブランド 40 種類が参加、それぞれに対応したボタンを発売した。エフティ資生
堂はヘアケア商品の「ＴＳＵＢＡＫＩ」など主要 6 ブランド全てが対応。カルビー「フルグラ」やサントリ
ー食品インターナショナル「サントリー天然水」など食品や飲料もボタン一つで注文できる。ボタ
ンの大きさは横 6ｃｍ、縦 3ｃｍと小型で冷蔵庫などに貼り付けておける。
対象顧客はアマゾンの有料会員「プライム会員」。通販サイトから税込み 500 円でボタンを
購入するが、商品の初回購入時に同額が差し引かれるため実質的に無料となる。配送料も
無料。都心部などプライム会員の即日配達の地域では午前中に注文すれば、午後には商品
が自宅に届く。利用にはスマートフォンと家庭内の無線通信環境が必要となる。あらかじめスマ
ホの専用アプリで購入する商品のサイズや一回当たり発注個数を設定しておけば、その後はボ
タンを押すだけで注文できる。米アマゾンのラウシュ担当ディレクターは「買う物が決まっている日
用品のショッピングが不要になる」と説明する。
米国ではボタンを通じた注文が過去 1 年で 5 倍に増加した。2015 年のサービス開始時に 18
種類だったブランド数は現在、200 種類以上に拡大。米ピーツ・コーヒー・アンド・ティーはアマゾ
ンで販売するコーヒーのうち、今ではボタンによる注文が半分以上を占める。
アマゾンでは今後、ボタンの技術を活用し、アイリスオーヤマやシャープ、船井電機など日本
のメーカー5 社と商品開発で提携する。炊飯器や浄水器など独自製品を開発する。
消費行動を変える可能性を秘める新サービスは、スーパーやドラッグストアなど小売店にとっ
て脅威となり得る。食品や日用品をアマゾンに握られると、店舗へ来る客が減少しかねない。ま
た小口の注文の増加が予想されることから、運送会社の負担増につながる可能性もある。

アマゾンダッシュボタンの参加企業の一例
食品や日用品メーカーが参加する
企業名

商品名

花王

アタック

カルビー

フルグラ

サントリー食品インターナショナル

サントリー天然水

ユニ・チャーム

ムーニー

エフティ資生堂

ＴＳＵＢＡＫＩ

大王製紙

エリエール

アマゾンジャパン

“再注文用ボタン”を発売

「アマゾンダッシュボタン」

日用品を簡単購入

ボタンを押すだけでいつもの商品を購入――。アマゾンジャパンは 12 月 5 日から、洗剤やミ
ネラルウォーターなど主に日用品などを「ボタンを押す」という簡単な操作で注文できる小型端
末「アマゾンダッシュボタン」の販売を同社サイトで開始した。スタート時点では商品ごとに約 40
種類の“ボタン”を販売する。パソコンやスマホなどの端末を介さず、リピート商品を注文できる端
末は利用者にとって利便性が高いとみられ、うまく訴求できればアマゾンにとって強力な囲い込
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みツールとして機能しそうで成果が注目されそうだ。
「アマゾンダッシュボタン」は米アマゾンでまず昨春から発売、欧州のアマゾンでも順次、販
売を初めており、今回、日本でも展開を始めた日用品などの再注文がボタンを押すだけで可能
となる小型端末だ。利用にはＷｉ-Ｆｉ環境と同社のスマホアプリとブルートゥースでつなぎ、アプリ
上で「ボタンを押すと注文する商品」を事前設定する必要がある。設定を終えたボタンを押すと
端末が点灯し、緑色に変わったら注文が完了したことになる。同ボタンは誤って複数回、押して
しまっても新たに商品が届くまではカウントされない。またボタン経由の注文内容は専用アプリに
通知されるため、最確認やキャンセルも可能だ。
「ダッシュボタン」はスタート時点では花王の洗剤「アタック」や大王製紙のティッシュペーパー
「エリエール」、エステーの消臭剤「消臭力」、サントリーのミネラルウォーター「サントリー天然水」、
カルビーのシリアル「フルグラ」、伊藤園の青汁飲料「毎日一杯の青汁」など商品ごとに全 41
種類を用意した。有料会員「アマゾンプライム会員」限定で同社サイトで 1 つ 500 円で販売する。
ただ、「ダッシュボタン」を経由した初回購入分から 500 円を割り引くため、実質無料となる。
なお、アマゾンでは同日、「ダッシュボタン」のほか、ネット接続可能な家電と連携し、当該家
電で使用される商品がなくなりかけると再注文を自動化する家電メーカー向けのサービス「アマ
ゾンダッシュリプレニッシュメント」も開始。例えばプリンタのインクが切れそうになると自動的にインク
を注文するなどの機能でスタート時点ではアイリスオーヤマやシャープ、船井電機、三菱レイヨ
ン・クリンスイが参画している。「ダッシュボタン」はＰＣやスマホなどの端末を介すことなく、キッチン
やトイレ、冷蔵庫などそれぞれの日用品の近くに設置させ、当該商品がなくなったり、買い置きが
切れる前にボタンを押すだけで再注文できるため、購入までの利便性は高く、米アマゾンでは昨
春の「ダッシュボタン」発売から 1 年でボタンを通じた注文数が 5 倍に増えるなど成果を挙げてい
るよう。各メーカーのネット対応機器との連携で関連商品を自動発注させる「ダッシュリプレニッシ
ュメント」も含め、アマゾンジャパンでもうまく普及されることができれば、協力な囲い込みツールとし
て機能しそうで注目されそうだ。

アマゾン、米に来月コンビニ

ＡＩで自動会計

米アマゾン・ドット・コムは 5 日、2017 年初めにコンビニエンスストアに進出すると発表した。セ
ンサーやカメラを駆使し、来店客が何を購入したかを人工知能（ＡＩ）が認識。会計は自動で処
理され、客は商品を持ってそのまま退店できる。会計の煩わしさをなくし、実店舗業態へ攻勢を
かける。アマゾンの本社ビル群がある米ワシントン州シアトル中心部の 1 号店で社員向けに試験
を初めており、来年 1 月に一般客向けに開店する。広さは 170 ㎡弱（50 坪強）。飲料やスナック、
サンドイッチ、パン、チーズなどの総菜類をそろえる。「アマゾン・ゴー」のブランドで米国の他の大
都市にも順位出店する計画。客は入店時に読み取り機付きのゲートにスマートフォンをかざし本
人確認する以外の作業は原則不要だ。退店後に支払いの内容をスマホで確認できる。ただ、
会計用にアマゾンの口座を開設し、スマホで事前に専用のアプリをダウンロードし、バーコードを
入手必要がある。アマゾンはネット通販を補完するショールームとして実店舗への進出を始めた。
都市部では物流会社並みの効率的なインフラをすでに築いており、これを生かしてコンビニの運
営に乗り出す。同社は 07 年から都市部限定の生鮮食品宅配サービスの展開地域を拡大して
いる。受け渡しのタイミングが合わず、商品が傷むことも少なくない。冷蔵設備を持つ店舗を運
営すれば、サービスを柔軟に展開できる。生鮮食品を受け取るドライブスルー機能を備えた店舗
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の開発も検討している。

ネット通販の弱点補う
米アマゾン コンビニ参入 日本でも展開の可能性
米アマゾン・ドット・コムがコンビニエンスストア市場に参入する。米国を中心に実店舗を数年
内に数百店は開く計画。ネット通販で扱いにくい生鮮食品や総菜を顧客を店舗に呼び込む形
で拡販する。ネット通販で築き上げた細かな物流網と管理ソフトを実店舗にも応用する。ネット
通販の弱点を補う形で実店舗を展開する。センサーとカメラを張り巡らせ、レジや警備を無人化
するコンビニ型の新店舗を 5 日発表した。入店時に客がゲートにスマートフォンをかざすと本人
確認する。センサーなどが商品を認識し、退店時にスマホを通じて自動決済する。同社のブラ
イアン・オルサブスキーＣＦＯは「実店舗は顧客に商品を届ける選択肢を広げる実験の場」という。
同社は通常、まず米国で始めた事業を世界に広げており、実店舗事業も将来的には日本を含
めた海外で展開する可能性がある。アマゾンは自前の物流網を持ち、ソフト力を駆使して日本
のコンビニに匹敵する効率的な配送インフラを築いている。同社は都心部での生鮮食品の宅
配地域を拡大しているが、国土が広い米国では配達は非効率になりがち。都心部でも配達時
間を 2 時間より縮めるのは至難の業だ。顧客の不在で品物がうまく届かない場合も多く、需要を
取りこぼしている面がある。実店舗で宅配の「2 時間の壁」を超えることを目指す。米調査会社ニ
ールセンによれば、北米の消費者のうちセルフ方式のレジを使う割合が 41％に達し、45％は将
来使いたいと回答している。45％は利便性を店を替える理由として挙げている。米国のコンビニ
の売上高は 65 兆円程度で、小売全体の 1 割以上を占める。ただ、ここ数年はほぼ横ばいの状
況で成長分野とはいえない。アマゾンがあえてここを狙うのは通販の弱点を実店舗で穴埋める
ためだ。自動化により極限まで人件費を削り「セブンイレブンモデル」に代表される既存のコンビ
ニ経営をさらに進化させようとしている。今年の米年末商戦では、ネット販売のピーク「サイバーマ
ンデー」の売上高が過去最高を更新した。実店舗がネットに押される構図が続くが、それでも小
売の 9 割はまだ実店舗を経由したものだ。商機は大きいとみてアマゾンは会計時の待ち時間ゼ
ロという利便性を打ち出し、顧客層の拡大を狙う。

ネット通販

アマゾン日本も効率化 物流拠点にロボット

実店舗だけでなく、ネット通販でも物流の仕組みの効率化が進んでいる。アマゾンジャパン
は 6 日、ロボットが稼働するネット通販の物流拠点を報道陣に公開した。商品を積んで倉庫を走
り、取り出す従業員のもとに届けるロボで日本での導入は初めて。庫内を歩いて商品を探すと
いった手間が省け、配送までの時間を短縮できる見込みだ。
川崎市内の物流拠点に「アマゾンロボティクス」を導入した。ロボットは可動式の商品棚と、
棚を下から持ち上げて運ぶ台車で構成。注文が入ると近くの従業員のもとに走って移動し、商
品が取り出せる。1 つの棚の作業が終わると次の棚が移動してきて、すぐ次の作業に移れる。
多数の商品棚はシステムで一括管理され、商品が入っている棚と、その棚の位置を瞬時に特
定できる。国内の他の倉庫ではカートを押して商品棚まで行き、決められた商品を取り出す。「ロ
ボットを使うと注文から数分で出せることもある」（同社）という。アマゾンは有料の「プライム」会員
向けに注文当日に配送するサービスを提供している。セール時など大量の注文が入った際でも
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素速く商品を発送できるようになると見込まれる。

アマゾンジャパン

大型品の日時指定配送に対応

注文時にオンラインで

組立・設置や回収も

アマゾンジャパン（ジャスパー・チャン社長）は 12 月 2 日から、テレビや白物家電、家具など
大型商品の配送日時指定対応を開始した。最速で受注日翌日の時間指定に対応する。従
来までは未対応で顧客は注文時には配送日時を指定できず、後日、配送業者からの連絡を
待って配送日時を決める必要があった。併せて同様にこれまで配送業者と顧客間のやり取りで
行ってきた家具・家電の商品配達時の組立や設置、引き取りなど有料サービスの対応もあわ
せて始めた。日時指定、組み立てなど各有料サービスを受注後の配送業者とやり取りではなく、
注文時にオンライン上で申し込めるようにし、大型品の購入の利便性を高め、売上拡大につな
げる。配送日時指定やネット上で組み立てや設置サービスを申し込める対象商品は同社の直
販品のみで仮想モール機能「マーケットプライス」の出店者などの商品は対象外。これらは「大
型家具・家電お任せサービス」として展開し、大型商品の配送に関する利便性を高めつつ、同
サービス開始を機に冷蔵庫や洗濯機などの品揃えをこれまで以上に拡大させ、当該ジャンル
商品の拡販を図る狙い。日時指定は有料会員「アマゾンプライム会員」は別途料金を徴収し
ないが、一般顧客には大型商品以外の通常商品と同じく 1 回税込み 360 円を徴収する。商品
の組み立て・設置はテレビ（テレビ台への設置、配線）や洗濯機（配線、アース線、配水管、上
下水管取り付け）の場合は全込み 1080 円。家具・家電（商品の開梱・設置、梱包材の引き取
り）が同 4320 円を徴収する。なお、冷蔵庫（アース線、コンセント取り付け、初期動作確認）は
無料で行う。また、家電リサイクル法対象商品の不要なテレビや冷蔵庫、洗濯機などの回収は
リサイクル収集運搬費用として同 540 円を徴収（所定のリサイクル料金は別途徴収）。
来年 3 月末までは大型商品の組み立てや設置、家電リサイクル法対象商品の収集運搬
費用を無料として利用促進を図る狙い。

家具「店よりネット」浸透
ベガコーポ

写真、豊富に掲載

リビングスタイル

ＡＲで配置確認

家具のインターネット通販が広がっている。手掛けるのは主にベンチャー企業（ＶＢ）。使用感
が伝わるように写真を大量に使ったり説明に工夫を凝らしたりして、常連客を増やしている。自宅
で家具を置いたイメージが分かる拡張現実（ＡＲ）技術の普及も、複数の店を回って決めるのが
もっぱらだった家具の購入スタイルを変えている。
北欧風ソファに硬めのベッド、天然木の食卓――。ベガコーポレーションの家具サイト「ロウ
ヤ」は 3 千品をそろえ、年 2800 万人が訪れる。家具に触れるのは都内のショールームだけ。同
社は 6 ブランドのサイトを展開。2016 年 3 月期の連結売上高は 91 億円と 5 年前の 4 倍になっ
た。サイトでは様々な角度の写真や細かい説明を付ける。自社スタジオで部屋を再現し、モデ
ルとともに撮影。5990 円の座椅子では寝転ぶ、運ぶなどの場面で 30 枚以上を載せた。動画も
活用して反発具合や角度調整のしやすさを実演した。
自主企画で中国など 100 以上の協力工場で製造し、顧客の意見を反映させる。客単価は
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約 1 万 3 千円。家賃などがない分、安く売る。出資するジャフコの山形修功九州支社長は「他
サイトにない説明力や開発力が人気の要因」と期待する。家具は使用感が購入の決め手にな
るため、ネット通販に不向きとみられてきた。しかし幼い頃からネットに親しんだデジタルネーティブ
世代が購入するようになって、この見方は崩れている。「ネットで買うのに抵抗感はない」。東京
都台東区の会社員、菅原奈美さん（43）は 9 月に約 20 万円のソファをネットで買った。転居を
控え、スマホで机や食器棚も物色中だ。「移動や待ち時間なしで複数ブランドが比べられ、聞
きにくい欠点も口コミで分かる」と語る。愛用するのはリビングスタイル（東京・新宿、井上俊宏社
長）のアプリ「ルムコ」だ。ルムコはＡＲを使った家具の配置シミュレーション。スマホのカメラで部屋
を映しながら、3Ｄ（三次元）ＣＧになった家具を画面上で好きな場所に置き、色や大きさを確認
する。14 ブランド 30 万点を登録。異なるブランドの家具を同時に組み合わせ、各社のサイトに移
って購入できる。実店舗に負けない接客サービスを打ち出す企業も登場した。家具通販サイト
「リセノ」を運営するフレーバー（京都市、吉野宗一郎社長・山本哲也社長）は家具を 3ＤのＣＧ
で提案する無料サービスを始めた。間取りや写真を送ると、予算や希望のイメージに合う家具を
カフェなどの内装を手がける目利きの社員らが選んで再現する。
サイトは 1 日平均 3 万人が閲覧。年商約 20 億円の 9 割をネットで稼ぐ。3Ｄのコーディネート
はサイトを訪れた人が自分でも試せる。

大手も注力、競争激化
大手もＥＣを強化しているため、競争は激化している。大塚家具は 6 月にＥＣサイトの商品数を
34 倍の約 2400 品に増やし、ソファやテーブルなど大型家具の取り扱いを開始。9 月には 3Ｄシ
ミュレーションやＡＲアプリの配信を始めた。イケアも 8 月にＡＲアプリを刷新。来年夏までにＥＣサイ
トを立ち上げる計画だ。ニトリは 423 店を展開する国内で売上高の 4.5％がネット通販で、4 年前
から倍増した。7 月にはネットで買った商品を店で受け取れるサービスも始めた。

楽天市場

3 つの新商品を投入

出店者向け広告の現状 クーポンをユーザーごとに最適化
楽天（本社・東京都世田谷区、三木谷浩史会長兼社長）では 9 月、運営する仮想モール
「楽天市場」における広告売上（単月）が今年初めて前年同期比でプラスに転じた。今夏以降、
新たな広告商品を 3 つ投入。さらに、8 月から一部広告で効果開示を開始するなど、新たな取
り組みも始まった。
同社が展開する広告ソリューションは現在 8 つ。バナー広告などの「ディスプレー広告」、「ＲＭａｉｌ（メールマガジン）」、楽天市場内で検索した際に上部に表示される「ＣＰＣ（クリック課金）広
告」、「楽天グループ広告」、「外部広告（アドネットワーク）」、成果報酬型の「ＣＰＡ広告」、「ＲＤ
ＴＡ（楽天ダイナミックターゲティング広告）」、「クーポンアドバンス」だ。後ろの 3 つが新たな商品
となる。同社ＥＣカンパニー広告企画販促課の春山宣輝シニアマネージャーは「下期の広告売
上は右肩上がりで推移するのではないか」と自信を見せる。新商品は「広告効果の向上」「新
規ユーザー獲得」「マーケティング最適化」といった、店舗のニーズに対応したものという。
ＲＤＴＡはリターゲティング広告だが「一度来訪したユーザーに対する再リーチだけではない」
（春山シニアマネージャー）。店舗の商品ページにアクセスしたユーザーをターゲットとし、他のサ
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イトでも広告を表示するのはもちろん、潜在顧客を開拓する「プロスペクティング機能」もある。これ
は、類似商品のページを閲覧履歴や購入履歴が似ていたり、あるいは年齢が近かったりなど、
過去にアクセスしたユーザーに似た属性の、外部サイトを閲覧するユーザーにも広告を表示す
るというものだ。さらに「ダイナミックターゲティング機能」として、プロスペクティングとリターゲティング
を取扱商材すべてに行う機能もある。
ページの上部や右側に広告が表示される。「フェイスブックのタイムラインに表示される広告
は、非常に効果が高いという店舗からの声がある」（同）。配信先はインスタグラム、グーグルな
ど主要なプラットフォームへの露出を行っている。ユーザーの行動や属性をキーとして広告を配
信、クリックや購入を分析してより精度の高いユーザーにリーチできるようにしていく。
クーポンアドバンスは、楽天市場の閲覧データ、購買データ、検索データといった情報と、
店舗が持つ商品のブランド・ジャンル・価格などをかけ合わせて、最適な値引き幅なクーポンを、
最適なターゲット層に配信するというもの。「これまでは値引き幅が固定で、誰でも取得できるク
ーポンが当たり前だったが、店舗にとってそれが正解かどうかは分からなかった」（同）。楽天のデ
ータを使うことで、個々のユーザーと親和性の高い商品のクーポンを配信するとともに、最適な
値引き幅を算出するわけだ。
クーポンの露出については、楽天市場のトップ、市場内検索結果ページ以外にも拡大。ア
プリのプッシュ通知を使った配布も行う。クーポンの最適化で、より効率良い販売ができるように
なっただけではなく、「クーポンを獲得されすぎて販売過多になる」といった事態も防げる。
ＣＰＡ広告は、広告を経由で購入があった売上に対し、広告料金が発生する成果報酬型広
告だ。ＣＰＡ広告と違い「売り上につながらない無駄なクリック」を心配しなくて済むのが特徴とな
る。広告料率は現在 20％。楽天市場や楽天グループ内のイベント、ジャンル、特集ページなど
に掲載される。店舗の商品とページがマッチしていると、自動的に載ることになる。
ただ、10 月から試験販売を開始したということもあり、広告の掲載されるページはまだ多くなく
「ＳＰＵ（スーパーポイントアッププログラム）の企画ページやいくつかのイベントページ」だけ（春山シ
ニアマネージャー）。今後は拡大していく見込みだ。
ただ、売上の 20％という料率は、店舗によっては高く感じる価格設定といえる。春山シニアマ
ネージャーも「現状は一律 20％だが、商材によって下げるなど対応していきたい」と話す。

11 月既存店

ユニクロなど 8 社増収

紳士服・靴専門店は苦戦 カジュアル衣料、婦人・子供服
日経ＭＪがまとめた主な衣料品・靴専門店の 11 月売上高（既存店ベース）は、13 社のうち 8
社が前年同月比でプラスだった。気温低下でニット、アウターなど防寒衣料の売れ行きが堅調
だった。毎月 20 日締めの企業では前年より週末が 2 日多いことも追い風だった。スーツ、靴な
どの専門店は苦戦が目立ち、12 月も明暗が分かれているようだ。
カジュアル衣料 5 社のうち、ユニクロの既存店が 7.3％増と 4 カ月ぶりのプラスだった。月後
半の大型セール「感謝祭」を昨年より 3 日間増やし、集客に成功した。機能性肌着など冬物の
主力商品が好調だった。ライトオンはダウンベストなどの売れ行きが上向き、12％の大幅増収だ
った。ジーンズメイトも 10.8％のプラス。一部商品のセールなどで客数を 15.2％伸ばした。
セレクトショップのユナイテッドアローズは 1.2％増だった。コートなど冬物衣料の売上が順調で、
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客単価を 4.2％押し上げた。マックスハウスは 2.6％減と、カジュアル 5 社で唯一のマイナスだった。
客単価が 2.8％下がり、昨年から 13 店を閉じた影響で全店ベースも 4.2％の減収だった。婦人・
子供服の 4 社はそろって増収を確保した。20 日締めのしまむらと西松屋チェーンはともに 2 ケタ
のプラス。前年より休日が多く、肌着やトレーナー、寝具や粉ミルクなどが売れた。
「グローバルワーク」などを運営するアダストリアは 6.4％の増収だった。クリスマスツリーなどの
販売が好調で、値ごろ感のある価格帯の商品を増やしたことで客数を 10.3％伸ばした。ハニー
ズも客数を 11.3％伸ばして増収だった。消費者が防寒タイプのカジュアル衣料の購入に動いた
半面、スーツなどの専門店は苦戦した。青山商事はスーツやジャケットの販売が鈍く、2.5％減
収。ＡＯＫＩＨＤもスーツやコートなど重衣料が不振で 0.8％減収だった。大規模な店舗改装が 11
月でほぼ完了し、全店ベースは増収だった。靴専門店の 2 社もそろって減収。エービーシー・マ
ートはブーツや防水シューズなどは売れたが、前年より休日が 1 日少ない影響で 1.9％の減収
だった。チヨダも 3.2％のマイナスだった。昨年の 11 月が暖冬だったこともあり、カジュアル衣料を
中心に各社の売上高は持ち直した。ただ、12 月はセール待ちの買い控えなどで減収ペースの
企業も出ている。すでに会員セールなどを始めた店もあり、秋冬商戦では気温が高めだった 9～
10 月の落ち込みを取り戻すのは難しい企業が多いとみられる。

衣料品・靴専門店販売実績 11 月
カ ジ ュ ユニクロ
ア ル 衣 ライトオン※
料
ユナイテッドアローズ
マックハウス
ジーンズメイト※
しまむら※
婦人
子 供 アダストリア
服
ハニーズ
西松屋チェーン※

紳 士 青山商事
服
ＡＯＫＩＨＤ
チヨダ
靴
エービーシー・マート

全店売上高

既存店売上高

既存店客数

7.7

7.3

4.1

13.4

12.0

14.5

3.5

1.2

▲2.9

▲4.2

▲2.6

0.2

7.8

10.8

15.2

18.2

16.4

15.1

8.0

6.4

10.3

4.8

4.5

11.3

16.4

15.1

9.9

▲2.0

▲2.5

▲3.8

1.1

0.8

2.9

▲4.6

▲3.2

▲4.7

▲1.2

▲1.9

▲0.4

前年同月比増減率％、▲は減 ※は 20 日締め。複数業態を持つ場合は全て合算。ユニクロは直営店のみ、ＡＯＫＩＨＤは衣料品部門、
チヨダは靴部門のみ、しまむらは「ファッションセンターしまむら」のみ。ユナイテッドアローズはネット通販除く

ＡＩで衣料ビジネス一新 高い成長力復活しますか
ファーストリテイリング会長兼社長 柳井 正氏
ユニクロを運営するファーストリテイリングは、2020 年度の売上高目標を従来より
2 兆円引き下げ 3 兆円に設定し直した。足元の売上高の伸び率は 1 ケタ台にとどまる。
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今後の成長戦略をどう描くのか。柳井正会長兼社長に聞いた
――なぜ 5 兆円の売上高目標を見直したのですか
「5 兆円の旗を降ろしたわけではない。世界でナンバーワンになるためには必要な数字だ。20 年
度の目標としては 3 兆円ということだ。社員みんなが自分で考えて実行する『グローバルワン・全
員経営』が達成のカギになる。これまでは限られた人しか（成長の）エンジンになっていなかった。
世界 11 万人の全ての従業員がエンジンになる組織にして成長を加速する」
――3 兆円も今のペースでは目標に届きません
「今までの大企業やチェーンストアのように『上の人がいったから』と言っても人は動かない。上の
人がいうことは大体間違えているし、大ウソだよ。社員全員が自ら判断できるようになりなさいとい
うことだ」
――いま最大の目標としている「新しい産業づくり」はどういうものですか
「（人工知能＝ＡＩ＝が人間を超えた知性を持つ）シンギュラリティは遠い未来の話ではない。そ
れに近いことはもう起きている。人工知能は人と対立すると認識されがちだが、自分の能力がア
ップするパートナーと思えばいい。コンピューターが自分の頭脳をヘルプし、ロボットがサポートして
くれる世界になる」
「その時、ファストリは服に関することは全て手がける会社になる。服を企画し、生産し、販売して
きたが、いまは物流と情報システムに力を注いでいる。ただ、その間にも無数の仕事があり、取
引先も無数にいる。全て世界で最先端のやり方に替える。おのずと仕事の仕方も変わっていく」
――「グローバル」と「デジタル」を世界のトレンドと話していましたが、反対の動きも出ています
「英国が欧州連合（ＥＵ）離脱に動き、米大統領選でトランプ氏が勝利した。確かにグローバル
に対するローカルという反動が出ている。ただ対抗することに価値はない。グローバルもローカル
も共存共栄する」
――世界で取引先の工場の情報を公開する動きが広がっている。ファストリはどう対応しますか
「時代は変わった。（デジタル化が進み）透明性・公平性・公正性に関する情報は世界中でつ
ながる。（自然に）広がるなら自ら進んで伝えた方が良い。取引先の労働環境も含めて全て責
任を取らないといけない。変な工場が無いよう全て公開する。早急にできるよう準備しているとこ
ろだ」

委託先工場リスト公開へ

中国・バングラなど

ファストリ、労働環境に配慮 消費者の目を意識
衣料品会社ユニクロを運営するファーストリテイリングは製造委託する取引先のリストを公開
する。中国やバングラデシュなどで取引している縫製工場を開示する。取引先企業が健全な
労働環境を維持していることについて委託先として配慮する姿勢を示す。欧米各社の間でも消
費者の目を意識し、リストを開始する動きが広がっていることから方針を転換する。
柳井会長兼社長が日本経済新聞の取材に対して明らかにした。「早急に公開したい、準
備を進めている」としており、リストがまとまり次第、公開する考えだ。開示手法や内容については
今後詰める。2017 年にも開示するとみられる。国内最大手が公開することを決めたことで今後、
日本のアパレル企業などの間でも同様の動きが出てきそうだ。
「サプライヤーリスト」と呼ばれる取引先工場の開示について、ファストリを含む日本企業はこ
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れまで積極的ではなかった。高い技術を持つ工場を競合他社に奪われるリスクや、製品情報
の漏洩などで競争力が下がる可能性があるとして企業秘密にしてきた。
ファストリが取引する縫製工場はアジアを中心に世界各地に点在している。取引先を公開
することで「工場の労働環境まで責任を持って管理する」という姿勢を示す。
取引先工場の労働環境のモニタリングを定期的に行い、15 年度には縫製や素材といった
約 500 工場を対象に実施しているという。審査次第では取引の停止も実施してきたという。
ファストリは国内外の人権団体から新興国の工場での過酷な労働などを指摘され、サプラ
イヤーリストの開示を要求されていた。世界の潮流の変化などを受け、方針を転換したようだ。
リストが公開されれば取引先工場側もファストリと取引していることを公表できるようになる。ＮＰ
Ｏにとっては個別の工場名が把握できるようになるだけに、長時間労働などの問題が起きていな
いかどうか監視しやすくなる。消費者の間で「エシカル（倫理的）消費」への意識が高まってきた
ことも情報開示を促している。途上国の不当労働などが行われていないフェアトレード（公正な
貿易）製品や環境に配慮した食品などの購入を通じ、社会貢献に寄与しようとする消費者が
増えている。リサイクル材料を有効活用する製品や鉱山の労働環境に配慮した貴金属を使っ
た宝飾品などの販売も広がっている。日本企業によっても、こうした意識を持つ消費者に対応す
ることへの重要性が高まっている。

欧米大手、開示広がる
海外では製造を委託する工場などのリストを大手企業が公開する動きが広がっている。大
手企業の調達戦略に対し、国際的に批判が強まってきたことが背景にある。
米ナイキは 1990 年代後半に途上国の下請け工場で児童労働を放置したと批判された。
2013 年には欧米の大手アパレルが製造委託したバングラデシュの工場が入るビルで 1000 人以
上が死亡する倒壊事故も発生した。同国では強度が不十分なビルで働かせるなど安全性へ
の配慮を怠っていたことへの批判が相次ぎ、委託していたアパレル大手へも消費者や人権団
体から不満の声が上がった。欧米のアパレル大手はバングラデシュといった途上国への製造
委託を拡大し、生産コストを削減してきたが、労働環境の劣悪さが問題視されるようになってきた。
スウェーデンのへネス・アンド・マウリッツ（Ｈ＆Ｍ）やドイツのアディダスは既にリストを公開しており、
今年に入って米ギャップや英マークス・アンド・スペンサーも相次いで開示を始めた。アパレル以
外でも米アップルなどがリストを公開しており、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の観点からも今後、開
示する動きが相次ぎそうだ。

取引先のリストを公開している主な企業
米 国

ギャップ、ナイキ、パタゴニア、リーバイ・ストラウス

英 国

マークス・アンド・スペンサー

ドイツ
スウェーデン

アディダス
へネス・アンド・マウリッツ（Ｈ＆Ｍ）

ユニクロ 中国で開始 ネット注文→店で受け取り
ファーストリテイリング傘下のユニクロは、インターネット通販で注文した商品を店舗で受け取
れるサービスを中国で始めた。仕事帰りに駅やオフィス近くの店舗で商品を受け取れるようにし、
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来店頻度を増やしてついで買いも促す。同様のサービスは英国などでも始めており、日本でも
導入を検討する。ネット通販で注文した商品の受取場所として、自宅などに加えて店舗でも受
け取れるようにした。全商品が対象で、まず 400 店程度を受取場所に指定できる。今後、500 店
程度ある全店への拡大を検討する。
家に宅配ボックスなどがなく、受け取りに不便を感じている人などの需要があるとみている。
中国では宅配網が十分に整備されておらず、遅配なども指摘されている。店舗で決まった時間
に受け取れるメリットは大きいとみている。受け取りで来店頻度が増えれば、別の商品の購入な
どにもつながる。香港・台湾を含めた中国のユニクロ事業売上高は 2016 年 8 月期に 3328 億
円と 15 年比 9.3％増えた。今後も年 100 店程度の出店を続ける中国でネット・実店舗両面での
利便性を高める。「クリックアンドコレクト」と呼ばれる同様のサービスについて、ユニクロは英国と
米国で既に導入済みだ。日本を含む他国での展開も検討している。日本ではコンビニエンスス
トアのセブンイレブンで受け取れるサービスを今年始めている。

レジ係はロボ

ローソン、パナソニックと

会計・袋詰め自動化 来年度導入
ローソンとパナソニックは 12 日、コンビニエンスストアで商品の会計や袋詰めを自動化する
無人レジの実用化に乗り出すと発表した。コンビニ店員の仕事量を約 1 割減らし、来店客も会
計の時間を短縮できる。小売業で人手不足感が強まる中、両社は同様の機器の採用をほか
の小売企業に幅広く呼びかける。いち早く実用化に取り組んで実績を積み競争力も高める。
商品が入った買い物カゴをレジに置くとすぐに合計金額が計算され、機械に現金を投入する
かクレジットカードを差し込んで支払いをする。会計が済むとカゴの下部が開き、下にセットされた
買い物袋に商品が詰められる――。
12 日、大阪府守口市の「ローソンパナソニック前店」でローソンとパナソニックが始めた無
人レジ「レジロボ」の実証実験の様子を公開した。ローソンの竹増貞信社長は「次世代型コンビ
ニの実現に向けた取り組みの一つになる」と説明する。2017 年度後半にまず十数店舗に導入
する方向だ。その最大のポイントは電子タグを活用する点にある。
12 日に始めた実験では、一つ一つの商品に付いているバーコードを、カゴに取り付けた読
み取り機に来店客がかざす仕組みだ。実験の最後の月となる 17 年 2 月は、縦約 2 ㎝・横 7
㎝の薄い電子タグを使う。店内の延べ 7 万点の商品に貼り付けた電子タグをレジロボ内で読み
取り、素早く精算する。バーコードのように来店客が読み取る必要がない。おでんなどタグを貼
れない商品だけ、売場のバーコードを手作業で読み込む。
機器の開発でパナソニックは工場の自動化技術を活用。形や材質が異なるそれぞれの製
品をまとめて袋詰めできるよう金属や樹脂の部品を細かく調整し、卵を割らない、ケーキを倒さな
いといったローソン側の要求に応えた。電子タグの読み取りでは携帯電話などで培った高周波
電波の制御技術を生かした。実証実験で使い勝手を高め、ローソンは人手不足の解消と来
店客の利便性向上の両方を狙う。ただ実用化にはハードルもある。最大の壁は電子タグの価
格だ。現状では 1 枚 10～15 円程度とされる。1 個 100 円のおにぎりが並ぶコンビニでは採算が
合わない。このためローソンは競合コンビニも含む小売企業に対し、同じ仕組みの採用を働きか
ける。業界全体で普及させることでコストを引き下げたい考え。企業向け事業の拡大を図るパナ
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ソニックは流通業界への販売拡大につなげる。

反攻へＦＣ募集再開
オーナー世代交代進める マクドナルド 鶏肉問題収束
日本マクドナルドは来年からＦＣオーナーの募集を再開する。2014 年 7 月の使用期限切れ鶏
肉問題で業績が悪化してからは募集活動を休止していた。鶏肉問題の収束で業績が以前の
水準にまで回復するなど反転攻勢のための環境が整ってきたことから、再開に踏み切る。新し
い若いオーナーを呼び込み、オーナーの世代交代を進める。来年からオーナー希望者への自
社説明会を再開するほか、共同説明会へも参加する。来期は数人程度のオーナー候補者を
獲得し、1～3 年かけて研修し独立させる。
マクドナルドのＦＣオーナーは約 190 人。全店舗数の 7 割近い約 2 千店がＦＣ店だ。1970 年
代からＦＣ展開を始め、オーナーの高齢化も進んでいる。現在の平均年齢は 58 歳で、事業を
承継する時期が迫っており、12 年から世代交代を進めてきた。ただ、14 年夏の鶏肉問題で業
績が悪化。事業の立て直しに注力するため、新規オーナーの募集活動は中止していた。
日本マクドナルドは今年、積極的な新商品の投入や既存店の改装で回復ペースを上げて
きた。4 月に発売した期間限定商品「グランドビッグマック」のような高単価な商品を発売し、客
単価を引き上げた。既存店も年末までに 500～600 店を改装する計画だ。既存店の業績が好
調なことを受け、16 年 12 月期の業績予想も 11 月に上方修正した。7 月以降はオーナーへの
ロイヤルティーの減免などの支援措置も終了した。新規オーナーを呼び込める環境になってきた
と判断した。ＦＣオーナーになりたい本部社員の独立支援も再開する。来期は数人の独立を見
込み、4～5 年後には年 20～30 人程度のペースで独立を促す。独立したオーナーに対しては
直営店を譲渡して運営してもらうほか、高齢になったオーナーの店を引き継いでもらう。
オーナーの高齢化に悩む外食のＦＣチェーンは多い。同業で「モスバーガー」を展開するモ
スフードサービスもオーナーの平均年齢が 60 歳近くで、事業継承が課題になっている。新規の
募集は難しくなっているため、グループ会社の社員向けに独立希望者に開業資金を援助する
支援制度を 10 月に用意した。

オーナー確保 コンビニも懸命
コンビニエンスストア業界でも一定のペースでの出店を続けるためにはＦＣのオーナー確保が
重要な課題になっている。国内のコンビニの店舗数は 5 万 7 千店を超え伸び続けている。ただ
「出店余地はまだあるが、オーナー不足が足かせになっている」（大手幹部）との声もある。セブ
ン-イレブン・ジャパンが 2017 年 2 月期の新規出店数を引き下げたが、オーナー不足問題も影
響しているとみられる。各社は条件を緩和して人手の確保に努めている。
ファミリーマートは 5 月から単身者でもオーナーになれるようにした。従来は原則夫婦 2 人が専
業で働けることが条件だった。同社は 2 月にも契約条件を変更、オーナーが新規契約する際に
原則 55 歳だった年齢上限を 70 歳に引き上げた。条件の緩和で間口を広げる。ローソンも 2014
年からオーナーとして新規に契約できる年齢の上限を 55 歳から 65 歳に引き上げたほか、意欲
のあるオーナーに多店舗経営を推奨。セブンイレブンも各地で説明会を重ね、情報発信を強め
ている。ローソンの玉塚元一会長は「生産年齢人口が減る中で人材不足が目の前にある課
題」とし、オーナーに限らずコンビニで働く人全般について「満足度を上げていかなければならな
55

い」と述べる。

マクドナルド 11％増収 11 月既存店、伸びは鈍化
日本マクドナルドＨＤが 6 日発表した 11 月の既存店売上高は前年同月比 11.3％増だった。
増収は 12 カ月連続。前年同月と比べ休日が少なかったことなどから、伸び率は 10 月よりも鈍
化した。10 月は品質管理問題が発生する前の 2013 年の水準まで回復したが、11 月は 5％ほ
ど届かなかった。創業 45 周年記念の限定商品の販売が好調だったほか、平日昼限定の低
価格メニュー「バリューランチ」の効果などで客数が 8％伸びた。ただ前年同月と比べ休日が 1
日少なかったため、3 ㌽
ほど売上高の伸び率を押し下げたという。10 月は 23.4％増で、14 年 7
月の使用期限切れ鶏肉問題の発覚以降で初めて 13 年水準の既存店平均売上高を超えた。
ただ、10 月は 3 年前と比べ休日が多かったり、期間限定商品が想定以上に売れたりするなど
の要因が重なった面も大きかった。11 月はこうした追い風がなくなり、伸び率が鈍化した。だが減
収幅は 5％前後と 10 月を除いて最も小さい。同社は「既存店の改装効果などもあり、11 月も確
実に業績の改善傾向は続いている」（広報）とみている。

米マクドナルド

中国事業 2300 億円で売却 ＣＩＴＩＣなどに

米マクドナルドは中国事業を中国の国有複合企業、中国中信集団（ＣＩＴＩＣ）と米投資ファ
ンドのカーライル・グループの連合に売却する方針を固めた。対象は中国と香港に保有する店
舗で売却額は 20 億㌦（約 2300 億円）を超えるとみられる。マクドナルドは業績が頭打ちとなって
おり、世界でリストラを進めている。競争が激化している中国事業の売却で収益基盤を立て直
す。年明けにも発表する見通しだ。複数の投資ファンドが中国企業と組んで名乗りを上げてい
たが、金額などの条件面から最終的にＣＩＴＩＣ連合が独占交渉権を獲得した。
マクドナルドは 1990 年に中国に進出した。現在は約 2200 店を展開し約 10 万人の従業員を
抱えている。だが、2014 年夏に取引先が賞味期限切れの鶏肉を使っていた問題が発覚し、売
上が大きく減少した。中国の消費者の所得水準が向上し、最近は地元資本の外食チェーンや
外資のカフェチェーンなどに顧客を奪われている。
米マクドナルドは成長鈍化に直面する。16 円 7～9 月期決算は純利益が前年同期比 3％
減になるなど利益減少が続き、コストのかかる直営店から外部に運営を任せるフランチャイズ店
への切り替えを進めている。18 年末までに世界の店舗の 1 割弱をフランチャイズ店に移行する
計画を掲げ、シンガポールとマレーシアでも店舗の経営権を売却した。中国事業もＣＩＴＩＣ連合に
売却したうえで、マクドナルドの店舗として営業を続ける公算が大きい。米マクドナルドは保有す
る日本マクドナルドＨＤ株の一部売却も検討している。日本でも賞味期限切れ鶏肉問題などで
客離れが進んだが、11 月まで既存店売上高が 12 カ月連続で増加するなど業績が回復して
いる。株価も大きく上昇しており、株の売却計画が進むかは不透明だ。

ハイデ日高 単独最高益
3～11 月税引き

高単価の酒類好調

ラーメン店「日高屋」を運営するハイデイ日高が 26 日発表した 2016 年 3～11 月期の単独決
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算は、税引き利益が前年同期比 8％増の 23 億円だった。3～11 月期としては 3 年連続の最高
益だ。「ちょいと 1 杯」を目当てに立ち寄る顧客の需要を取り込み、「単価の高いレモンサワーや
ハイボールの販売比率が高まった」（鳥需一取締役）。売上高は 5％増の 286 億円だった。11
月末の店舗数は 396 店で、2 月末より 15 店純増した。既存店売上高は前期並みにとどまった。
夏場の天候不順で客数が 1.2％減少した。ただ「ちょい飲み」をする人は単価の高い酒類を注
文するため、客単価は 1.2％上昇した。白菜やニラなどの食材価格が上昇。これを工場の減価
償却費や光熱費の減少で相殺し、営業利益は 4％増の 37 億円だった。17 年 2 月期の売上
高は前期比 7％増の 392 億円、税引き利益は 2％増の 28 億円の見通し。従来予想を変えな
かった。

ＨＩＳ安い旅 今や 守勢
ネット勢台頭テコ入れ急務 今期最高益でも本業伸び悩み
エイチ・アイ・エス（ＨＩＳ）の本業の旅行事業が伸び悩んでいる。9 日に発表した 2017 年 10
月期の連結営業利益は過去最高を更新する見通しだが、貢献度が大きいのはテーマパーク
やホテルで、熊本地震などのマイナス影響が減る要因も大きい。ネット旅行会社の台頭で守勢
にまわり、価格破壊でＪＴＢを攻めていた頃の面影はない。テコ入れ策が急務だ。
「従来の店舗展開をしているだけの総合旅行会社は成長できない。ネットやスマートフォン
（スマホ）を活用する時代にあった体制をつくる」。9 日の決算説明会で、沢田秀雄会長兼社長
は強調し、オンラインで海外旅行の予約や情報発信が可能な新システムを開発する方針を示
した。17 年 10 月期の営業利益予想は前期比 4 割増の 200 億円だが、危機感は強い。
ネット旅行会社の攻勢は強まっている。英調査会社ユーロモニターによると、旅行予約サイト
世界最大手の米エクスペディアの 15 年の旅行取扱額は 38％増。観光庁の調べでは、旅行
サイト「楽天トラベル」を運営する楽天の 15 年度の取扱額は 23％増の 4885 億円で、ＨＩＳは 1.2％
減の 4284 億円だった。熊本地震の影響を受けた 16 年 4～9 月累計は楽天が前年同期比
12.0％増だったが、ＨＩＳは 1.6％減。ＨＩＳの 16 年 10 月期の純利益は 98％減の 2 億円強だった。
ＨＩＳは今後、現地に精通した海外支店が独自性を高めた旅行商品をネットで直販したり、国際
会議の受注を強化したりするなど、海外での企画・営業力をテコ入れする。沢田社長は 9 日の
決算説明会で「ＩＴ系の旅行会社を攻めの姿勢で買収していく」とも宣言した。
ただＨＩＳはジレンマに陥っている。かつて海外で航空券を安く仕入れる手法で旅行業界に価
格破壊をもたらし、ＪＴＢなど既存の大手旅行会社を脅かした。だが、業界に新風を吹き込む改
革者としての役回りはネット旅行会社に取って代わられている。
シェアリングエコノミーの代表である民泊仲介の米エアビーアンドビーが登場し、旅行者が手
軽に安価な宿泊先を見つける新しい手段は増えてきた。ＨＩＳは自社の営業網を武器にする考え
だが、そのビジネスモデルは旧来型とどうしても似る。ネット旅行会社への決定的な対抗策を見
いだせていないのが実情だ。こうした中で沢田氏はホテルや電力事業、ロボット開発、宇宙旅
行といった新規事業の育成に躍起となっている。沢田氏は「成長分野に人、モノ、お金を投じて
5 年以内に売上高 1 兆円をめざす」と強調するが、連結売上高の 9 割弱を占める旅行事業を
テコ入れしなければ、その目標には遠く及ばない。
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消費 まだら模様
体験型は活況

高額衣料振るわず

堅調な雇用が下支え

長く低迷してきた個人消費の一部に明るさが出てきた。衣料品を中心にさえない状況は変わ
らないが、テーマパークといった娯楽や低価格品は強さも目立つ。堅調な雇用が下支えする
かたちで、景気は緩やかな回復軌道を保っている。
総務省が 27 日発表した 11 月の家計調査をみる限り、消費は低迷したままだ。実質の消費
支出は前年同月比 1.5％減だった。今年がうるう年だった要因を除くと、1 年 3 カ月連続で減っ
た。特に振るわなかったのが高額の衣料品だ。高島屋が 27 日発表した 2016 年 3～11 月期の
連結決算の純利益は 132 億円と前年同期比で 19％減った。村田善郎常務は「秋冬物の商
品が売れずに大変苦戦した」と述べた。同期のＪフロントリテイリングの純利益も 13％減の 161 億
円だった。もっとも、ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎氏は「月々の振れが大きい家計調査の結
果ほど消費は悪くない」と指摘する。たとえば外食は家計調査で 8％減だが、業界統計によると
11 月の外食産業の売上高は 1.7％増だった。政府は 12 月の月例経済報告で個人消費の判
断を「持ち直しの動き」に上方修正した。底堅いのは体験を買う「コト消費」だ。東京ディズニーリ
ゾートは 4 月に大人一日券を 500 円値上げしたが、16 年度の入場者は前年より微増の 3040
万人を見込む。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは過去最高だった 15 年度の 1390 万人を超え
るペースだ。「君の名は。」や「シン・ゴジラ」のヒットで映画への支出も増えた。
11 月は東京で積雪が観測されるなど、各地で平均気温が前年を下回った。調査会社ＧｆＫ
ジャパンによると、家電量販店で電気ヒーターなど暖房機器の販売は前年同月に比べて 13％
増えた。衣料品でも、低価格を強みとするしまむらやファーストリテイリング傘下のジーユーは堅
調だった。雇用は一貫して好調だ。11 月の有効求人倍率は 1.41 倍と 25 年 4 カ月ぶりの水準
で、完全失業率は 3.1％と低水準を保つ。正社員の増加数は非正規社員の増加数を 3 カ月
連続で上回った。雇用の強さが消費の一部を刺激している。働く女性が増えた結果、家事代
行サービス大手のベアーズは 11 月の利用者数が前年同月比で約 15％増えた。高橋ゆき副
社長は「キャリア志向の女性が増えるなか、家事を外注する考え方が広まった」と話す。
11 月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除くと前年同月比 0.4％下落した。9 カ月連
続のマイナスだが、今後は原油安の影響がなくなるほか、円安で輸入価格が上昇する見込み
だ。第一生命経済研究所の新家義貴氏は「17 年 1～2 月にプラスに転じる」とみる。

観光客減救う新名物に パリ高級ホテルで週末ブランチ
最高級の格付けを得たパリの高級ホテルで、週末のブランチを楽しむ人が増えている。2015
年の二度にわたる同時多発テロで観光客が激減。ル・ムーリスやプラザ・アテネといった名だた
るホテルが宿泊以外の集客方法としてブランチを充実させていることが背景にある。パリの新た
な“名物”として定着しそうな勢いだ。チュイルリー公園が目の前に広がるル・ムーリス。日曜の午
前 11 時からブランチを提供する。ラウンジの「ダリ」とメーンダイニング両方を解放して、ゆっくりと
午後 5 時まで楽しむことができる。1 人 120 ユーロという料金には、温かい飲み物、パンや菓子
類、前菜、卵料理のほかシャンパン 1 杯とメーン料理が 1 品含まれている。ル・ムーリスのセー
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ルス・ＰＲマネージャーの大岡陽子さんは「メーンダイニングやラウンジなど好きな場所で、日曜の
午後まるまる過ごせる」と強調し、「家族の集まりなどにも最適」とアピールする。
凱旋門近辺に位置するペニンシュラの料金も 120 ユーロだ。今春に新装オープンしたリッツ
もメーンダイニングの「エスパドン」で週末に、ル・ムーリスとほぼ同じメニューを 125 ユーロで提供
している。ル・ムーリスと同じく総料理長としてアラン・デュカス氏が采配をふるうプラザ・アテネは、
週末のほか月・火・水も 120 ユーロでブランチ営業している。日曜は生演奏つきで 130 ユーロ。
月～水にはリラクゼーションマッサージ込みで、2 人で 490 ユーロという企画も用意している。
パリの 16 年 1～8 月のホテル宿泊客は前年同期から 9.5％減った。外国人観光客に限れ
ば 14％の減少。なかでも日本からが 43％減、ロシアも 38％減、イタリアは 34％減となった。繁
忙期の 7 月もパリ全体のホテルの稼働率は前年比 11 ㌽
減の 76％。テロの被害にあった東部地
域は 16～21 ㌽
も落ち込んだ。パリの高級ホテルでは近年、ビジネスランチが朝食に取って代わら
れており、大企業の経営者などの利用が急増しているという。
マンダリンオリエンタルのティエリー・マルクス総料理長は朝食は「1 日の中で一番収益率が
良い」と話す。シャングリラなどは平日の朝食利用の 90％がビジネス目的だという。
逆にビジネス利用者が少ない週末にブランチを提案することで、カップルやや家族客などを
取り込む動きは自然の流れとも言える。これにテロによる観光客減が拍車をかけた格好だ。
観光都市パリでは観光客離れへの危機感が強い。パリ市長が日本の観光業界に働きか
けるために訪日したり、観光客呼び込みのためのプロモーションＣＭを作ったりしている。高級ホテ
ルのブランチも新たな“名物”として観光客回復の一助ともなりそうだ。

カルフール 多様業態の展開に活路、小型店を拡充
戦略ワード 1．マルチフォーマット・エクスパンション 2．カルフールエクスプ
レス拡充 3．リストラ進めるも回復には時間要す
フランスのトップ小売業カルフールの創業は 1959 年。63 年にパリ郊外に売場面積 2500 ㎡
の店をオープンしたが、この店のあまりの大きさに
マスコミがハイパーマーケット（ＨＭ）と呼び、同社はＨＭの元祖となった
カルフールは海外ではＨＭを主体にして各国に進出。フランス本国ではＨＭだけでなく、ＳＭ、
コンビニ、ハードディスカウントストア、キャッシュ＆キャリー、Ｅコマースなどバラエティに富んだスト
アタイプを展開する。

撤退続くも悲願のグローバル化
同社は世界の小売業で長年米国のウォルマートに次ぐ 2 位の座を確保してきた。しかし、
2012 年ごろから競争の激化で支柱となっているフランス国内の本体の業績が落ち込み 12 年に
急きょ「リストラ政策」にかじを取り、資金調達のため国内外の多くのチェーンを売却した。
売上高は下落して 2 位の座から転落し、15 年度は第 9 位。業績は回復基調をたどってはい
るが、14 年度には減収・減益、15 年度には純利益が 23％も減少し、本来の姿に戻るにはまだ
時間がかかりそうだ。グローバル化はそんなカルフールの悲願だ。同社の海外進出の歴史は古
く、73 年にスペインに進出したのを皮切りに 75 年にブラジルに上陸。後から上陸してきたウォルマ
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ートと血で血を洗う激しい競争を展開した。アジアに進出したのも同業社の中では最も早く、89
年に台湾に上陸。その後、韓国、中国、インドネシアにも進出し、99 年には日本にも上陸した。
その後、採算の悪化でタイ、マレーシア、日本などから撤退したが、フランチャイズ形式での
出店を含めると、今でも 38 カ国に進出している。

かつての企業戦略から新たな転換を図る
「エブリシング・アンダー・ワンルーフ（全てのものが一つ屋根の下に）」、これはカルフールが
ＨＭの定義を示したキーワードだ。同社が展開するＨＭでは、基本的に食料品、衣料品、家庭
用品など全ての生活必需商品がワンフロアに集まり格安の価格で販売されている。
一方、「マルチフォーマット・エクスパンション（多様業態の展開）」がカルフールの最新の標
語だ。この言葉は、小型店、特にコンビニタイプの店舗の拡充に注力することを意味している。コ
ンビニの店名は「カルフールエクスプレス」、中国では「カルフールイージー」と称している。

カルフールの業績
年度
売上高
伸び率％
営業利益
伸び率％
純利益
伸び率％
純利益率％

2015

金額：100 万ユーロ

2014

2013

76,945

74,706

74,888

3.0

▲0.3

0.8

2,445

2,387

2,238

2.4

6.7

68.6

980

1249

1263

▲23.5

▲1.1

64.5

1.3

1.7

1.7

注：出所Ａｎｎｕａｌ Ｒｅｐｏｒｔ2015

アルディ 商品調達力とコスト削減で競合を圧倒
戦略ワード 1．商品仕入れはメーカー直取引 2．生鮮食品売場の拡大
3．徹底したコストの削減
アルディもシュヴァルツグループと同様にドイツ発の「ボックスストア」「ハードディスカウント」業態。
ヨーロッパだけでなく、アメリカ、オーストラリア
と 1 万店舗以上を展開するグローバル企業で高収益を上げている。

中間業者との取引なしが安さを打ち出せる理由
リドル同様、アルディは、商社、問屋などの中間業者とは決して取引しない。それが安さを打
ち出せる大きな理由だ。また、アルディは「契約は必ず守る」ことでも有名だ。この信用力がアル
ディの特徴でもある。ＰＢ商品といってもＮＢ商品に「アルディのマーク」を付けたものではない。ＮＢ
商品はほとんど販売していない。独自に探した他店では扱いのない商品をＰＢ商品として販売し
ているのだ。日本のように、品揃えが画一化された食品小売業では考えられないことだ。また、
商社、問屋、メーカー任せの「待ちのバイイング」ではなく、世界中を駆けずり回るバイヤーの行
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動力と商品調達力にも驚かされる。アルディのＰＢ商品は、品目数で全体の 95％、売上高で
98％であるという。ＡＣニールセンによれば、ドイツの市場全体でＰＢ商品の売上高比率は約
17％。アルディの売上高を引くと 7％に落ちると報告されている。このように取扱商品のほとんどを
ＰＢ商品で統一して高収益を上げている。ドイツの小売業はＰＢ商品の扱いが多いため大手ＮＢメ
ーカーの商品が育ちにくい環境であることも事実だ。

生鮮食品の強化でＳＭ、ＨＭの売上げを圧迫
これもリドルと同じように、ドライ食品、菓子、飲料、雑貨などを中心とした小型ディスカウントスト
アのイメージが強かったアルディだが最近は、青果、精肉、加工肉、魚介類などの売場、品揃
えを拡大し生鮮食品を強化している。全てアウトパック商品（真空パック、ＭＡＰ包装など日持ち
がする商品）であるが、生鮮食品の強化が、ＳＭやＨＭの売上げを圧迫しているのだ。また、徹底
したコストカットで人件費や販促費を削減している。リドルがインストアベーカリーでパンを焼いてい
るのに対し、アルディのパンは「自動販売機」である。コインを入れて少し待てば、焼きたてのパン
が出てくるというもの。「店内加工なし」「対面販売なし」「段ボール陳列」「ＥＤＬＰ」「店内装飾なし」
が高収益をたたき出している。

エデカ 主軸のＨＭから小型店へシフト
戦略ワード

1.ハードディスカウンターによる売上げ圧迫

2.大型店から小型店へシフト

3．ＳＭ企業の買収計画

ヨーロッパを中心に 1 万 1400 店（2015 年）を展開するドイツの小売業。
同じドイツ企業のレーヴェがＳＭ業態に主軸しているのに対し、同社はＨＭを主軸にしている。
エデカは、「エデカマルクト」（売場面積 800～2500 ㎡の近代的なＳＭからＨＭ）、「エデカセン
ター」（売場面積 2500 ㎡以上のＨＭ）、「マルクトカウフ」（近代的な販売エリアの地域条件に合
わせた食料品や雑貨を販売）、「スパー」（空港、駅のための独立型店舗）などを展開している。
同社のＨＭではハードディスカウントやＳＭではできない大陳などダイナミックな販売方法を取って
いる。しかし、ＨＭの隣にハードディスカウントが出店していることから、売上げが圧迫されているよう
だ。ＨＭは衣食住の全てを扱う郊外立地の大型店で、集中レジ方式を取っている業態だが、世
界中でＨＭ業態に陰りが出ている。その原因は欧州も少子高齢化が進み、週末に郊外の大型
店でまとめ買いをするという消費行動が減ってきている。そうしたことから都市型小型店にシフトし
つつある。しかしそれが「タコの足食い」につながっている。エデカもＳＭの「テンゲルマン」の買収
計画や、空港、駅中の小型店「スパー」、「マルクトカウフ」へとシフトしつつある。

米年末商戦出足まずまず
ネット通販好調 特価狙うシビアな客も
米国の年末商戦は感謝祭から週明けの月曜日「サイバーマンデー」までを含む最初の
山場を越えた。全般に出足はまずまずで、ネット通販が好調を続ける。
61

商品面でもゲーム関連などでヒットが生まれているが、
ネットで詳細に価格を調べて「特価になれば買う」といったシビアな消費者も増えている
百貨店最大手のメーシーズ。ニューヨーク市の大型旗艦店には感謝祭当日の開店を待っ
て、1 万 6000 人が並んだ。さらに、1 週間後の夕方、同店では「50％オフ」「60％オフ」など値引
きのＰＯＰが並ぶ特設売り場で、ハンドバッグやアクセサリーなどを選ぶ人だかりができていた。
「消費者は携帯で商品の詳細、価格を事前に調べ、店舗に入るときにはすでに特定の物を
目がけてくる」。同社のテリー・ランドグレンＣＥＯは分析する。今年の年末商戦でもネット通販の好
調ぶりが目立つ。米ソフト大手アドビシステムズの調査では、感謝祭休暇が明けた月曜日で、
職場からの利用が急増する「サイバーマンデー」のネット通販の売上高は 34 億 5 千万㌦と前年
を 12％上回った。なかでもモバイル機器を経由した購入が急増している。
ネット通販サイトでは仮想現実（ＶＲ）コンテンツ用のゴーグル型端末など新しい商品がテクノ
ロジーファンの人気を集める。一方、実店舗では相変わらずテレビが目玉商品。家電チェーン
大手のベスト・バイでは 4Ｋの 55 ㌅型テレビが定価 800 ㌦から 600 ㌦に値引きされて人気だ
年末商戦の目玉としてはゲーム関連製品への期待も大きい。大型店はマイクロソフトの「Ｘ
ボックス」、ソニーの「プレイステーション 4」などを目立つ場所に陳列。任天堂の復刻版のゲーム
機「任天堂ＮＥＳクラシック・エディション」（60 ㌦前後）も大ヒット。ネット通販サイトで売り切れが続
出し、転売市場では 400 ㌦近い高値がついて話題になった。
ＨＣ大手のホーム・デポではクリスマス向けの家庭装飾用品が売れ筋だが、中でもクリスマス
ツリー販売が大きな位置を占める。今年は米国で 280 万本の販売を予定する。
今年の年末商戦は過去 5 年ほど過熱化していたセールの前倒しや終日営業をやめ、通常
の状態に戻す動きが広がっている。セールの前倒しだけでは顧客を取り込むのに限界があると
いう考えが広まっているからだ。カンザス大学ビジネス校のノエル・ネルソン助教授は「（前倒しセ
ールで）瞬間的に売り上げを押し上げるのではなく、感謝祭からサイバーマンデーまでの全体を
セール期間として、特価商品の安定供給を重視する機運が出てきた」と分析している。
消費者の商戦に対する意識の変化を指摘する向きもある。「数ヶ月前から自分が欲しい商
品をリストアップし、特価になったら買うという消費者が増えている」（ペンシルベニア大学ウォート
ン校のピーター・フェイダー教授）かつてはクリスマスや祝日を祝い、家族や親戚のためにギフト
を買うのが年末商戦の中心だった。消費者にその意欲が薄れてきたのは価格訴求に走りすぎた
小売業の招いた結果とも言えそうだ。

米国の 2016 年の年末商戦の状況
6558 億㌦（3.6％増）
総売上高（全米小売業協会の推定値）
オンライン・モバイルの売上高
128 億㌦（15％増）
感謝祭からサイバーマンデーまでの 5 日間
感謝祭

19.3 億㌦（12％増）

ブラックフライデー

33.4 億㌦（22％増）

サイバーマンデー

34.5 億㌦（12％増）

実店舗（リテールネクスト調べ）
売上高

4.2％減

来店客数

4.4％減

（カッコ内は前年同日・同期比）
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米国動向
デジタルクーポンを積極活用 第三者のサイトやアプリも拡大
米国のＳＭで力を入れているデジタルマーケティングの 1 つがデジタルクーポンの活用である。
デジタルクーポンから得られる顧客の購買経路はＳＭや
消費財メーカーにとって有益な情報となる。
第三者のクーポンサイトやアプリも拡大しており、デジタルクーポン活用の重要度が増している

自社アプリを活用しデジタルサービスを提供
米国ＳＭのデジタルマーケティングにおいて代表的なものは、アプリを使ったデジタルクーポン
やレシピ検索・買い物リストなどの機能だろう。
ホールフーズ・マーケット（Ｗｈｏｌｅ Ｆｏｏｄｓ Ｍａｒｋｅｔ）など中所得者以上をねらったＳＭでは、ク
ーポンの使用を恥ずかしく思う顧客やクーポンを探すのが面倒だと考える顧客が少なくない。同
社のアプリはそうした顧客心理に対応し、必要なクーポンを検索してそのままスマホにダウンロー
ドできる。このクーポン検索＆ダウンロード機能は、買い上げ点数のアップにも役立つ。アプリに
入力した買い物リストからクーポン検索してくれる機能も顧客からの支持を得ている。
米国北東部を中心に約 90 店舗のＳＭを展開するウェグマンズ（Ｗｅｇｍａｎｓ）は、顧客ロイヤル
ティが高いことや、商品の品揃えが豊富で、しかも日常品の価格がライバルに劣らず安いことで
知られている。ウェグマンズのアプリには、店内で買い物中にカートに入れた商品の価格を累計
してくれる機能がある。また、部門ごとの特売品情報も簡単に調べられるようになっている。アプリ
内にはレシピ検索のほか、レシピに必要な材料を自動的に買い物リストに掲載したり、複数の買
い物リストを統合したりするなど買い物時の利便性を追求した機能がある。レシピが買い物リスト
に変換される際には、以前は主にＰＢが掲載されていたが、最近はＮＢも増えてきている。青果に
ついては食材名がリストに載っていることが多い。
このほか、米国ＳＭのアプリで最近、よく見られるようになってきた機能に「処方薬の再オーダ
ー」がる。米国では薬局を併設しているＳＭが多い。処方薬に付いたバーコードをスマホでスキャ
ンするだけで、次に買物に行ったとき処方薬を受け取ることのできるサービスは便利だ。ウォルグ
リーン・ブーツ・アライアンス（Ｗａｌｇｒｅｅｎｓ Ｂｏｏｔｓ Ａｌｌｉａｎｃｅ）やＣＶＳヘルス（ＣＶＳ Ｈｅａｌｔｈ）などの大
手ドラッグストアのアプリにはもともと、この再オーダー機能があったが、最近はＳＭのアプリでも増
えている。ここ数年、小型の電波発信機、ビーコン（Ｂｅａｃｏｎ）が注目されてきたが、食品小売業
での導入は拡大していない。2015 年夏に大手小売業のターゲット（Ｔａｒｇｅｔ）がビーコンを 50 店
舗で実証実験し、同年クリスマス時期に全国展開すると発表したが、50 店舗での実験後の状
況や計画について同社からの発表はない。ビーコンは顧客サービスのツールとしては使える。た
とえば、店舗内で特定の商品を探しているときや、巨大ショッピングセンターで迷子になったとき
などに適切な情報を提供できる。しかし、プッシュ通知するマーケティングのツールとしては、プラ
イバシーの問題や顧客満足度の点から見て、乗り越えるべきハードルが多い。
ただ、筆者の予測では、今年のクリスマス商戦シーズンには、ビーコンをオプト・イン（承諾）す
る顧客が増えるだろう。11 月第 4 木曜日の感謝祭翌日は「ブラックフライデー」（「小売業が黒
字になる」という意味）というクリスマス商戦スタート日だが、この日の超特売日が店舗のどこに
あるのかをピンポイントで表示するビーコンは大きな売りになるのではないだろうか。
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ＳＭ最大手のクローガークーポンをパーソナル化
中国系・イタリア系・ユダヤ系・ムスリム系――米国は言わずと知れた多民族・多文化国
家である。たとえば、米国東海岸でユダヤ人の多い地域にあるＳＭは、ユダヤ教の祝祭日に合
わせて、伝統的なメニューの提案やケータリングでの受注を行っている。購買履歴のリアルアイ
ム（に近い）データ分析が可能になれば、週の半ばの買物前に、顧客の求める情報をメール配
信するような仕組みができるようになっていくだろう。
米国ＳＭ最大手のクローガー（Ｔｈｅ Ｋｒｏｇｅｒ）は、ビッグデータを駆使してロイヤルティ・プログラ
ム会員 1 人ひとりにパーソナル化されたクーポンを四半期に 1 回郵送している。購買履歴を基に
したクーポンの選択なので、送られてくる 12 枚のクーポンのうち半分以上はふだん購入している
商品のクーポンである。50 セント～1 ドルの値引きクーポンから 24 本入りミネラルウォーターなどＰ
Ｂの無料券、ふだん購入している商品の競合ブランドのクーポンのほか、隣接カテゴリー商品の
クーポンなど試験的なものが数枚入っている。
クローガーによると、クーポンの利用率は非常に高く、クーポンを受け取って 6 週間以内に
71％の顧客が少なくとも 1 枚はクーポンを使用しているという。ただし、いつも購入してもらえるとわ
かっている商品に対してクーポンを出すのは、費用効果の点から疑問符がつく。より効果の高い
コストのかけ方が課題だろう。デジタルクーポンは、米国の多くの食品小売業が力を入れている。
週 1 回の折り込み広告のコストは高いし、日本のような週末だけの特売よりも 1 週間とおしての特
売が主流であるため、折り込み広告にそこまでのタイムリーさがないこともコストが回収できないと
強く感じられる理由の 1 つになっている。
しかし、15 年の米国における 1 家庭当たりの平均買物頻度は 1 週間に 1.5 回と日本より格段
に低いため、折り込み広告で目を引かなければ、1 週間分の買物がライバルに持っていかれる
ことになりかねない。食品小売業にとってもメーカーにとっても、デジタルクーポンから得られる顧
客の購買経路は有益な情報であることに間違いない。ただ、「デジタルクーポン」対「従来型折
り込み広告」は、食品小売業にとってジレンマである。今のところ小売業にはよい解決策が見つ
かっていない。

顧客から支持を得る「クーポンズ・ドット・コム」
小売業のアプリを使ったデジタルクーポンには課題もある。
とくにミレニアル世代（1980 年代から 2000 年代初頭に生まれた世代）は 1 つのブランドや小
売業に忠誠心のないことで知られる。そのため、この世代に小売業各社の独自アプリからデジ
タルクーポンを使ってもらえるようになるのは簡単なことではない。
そこで注目されているのが、「クーポンズ・ドット・コム（Ｃｏｕｐｏｎｓ.ｃｏｍ）」「グロサリーＩＱ（Ｇｒｏｃｅｒｙ
ＩＱ）」「キー・リング（Ｋｅｙ Ｒｉｎｇ）」のような第三者のアプリ活用だ。
「クーポンズ・ドット・コム」は 2000 以上の消費財ブランドのクーポンが小売店 6 万 4000 店舗
で使える大きなプラットフォームで、クーポンサイトもある。メーカーはクーポン利用がリアルタイムで
把握できる。「クーポンズ・ドット・コム」アプリは利用者から支持を得ている。インストア・クーポンが
あるかどうかを、レジに行く前にチェックすることもできるため、お気に入りの小売店がとくにない若
い世代にもマッチしているからだ。似たようなクーポンアプリはほかにもいくつか出ているが、小売
業やメーカーが入手できるデータ分析量という面では、「クーポンズ・ドット・コム」が一歩先を行
っている。「グロサリーＩＱ」は買物リストを基に、買物をしている店舗の通路ごとの商品配置場所を
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教えてくれる。また、買物リストの商品のクーポンを検索できるだけでなく、商品のバーコードをスキ
ャンしてリストにアップロードすることもできる。メーカーは「グロサリーＩＱ」の買い物リストから顧客の
購買経路や店舗内での購買行動を把握することができる。
「キー・リング」は、ポイントカードや会員カードが増えすぎた現代の顧客にとって利便性の高
いアプリだ。このアプリですべてのカード管理ができるだけでなく、小売業やメーカーのクーポンも
入手することができる。「キー・リング」のような買物サポートアプリも、実際に使われるようになって
きている。小売店舗内で行われるマーケティング活動は、従来 100％小売業主導であったが、
今では「クーポンズ・ドット・コム」のような第三者のデジタルクーポンなどを活用する時代になって
きている。デジタルという顧客接点でのマーケティング手法の確立に向けて、小売業の取り組み
が活発化していきそうだ。

米バーニーズ

ネット時代の百貨店模索

顧客の位置情報把握 オシャレなアプリ

在庫との連動性課題

米高級衣料百貨店「バーニーズ・ニューヨーク」が、今年開いた旗艦店を通じ、新たな店
舗スタイルを模索している。約 5 千㎡のこぢんまりとした店舗だが、スマートフォンに連動した接客
などを重視。アプリもファッション企業らしいおしゃれさを強調する。まだ改善点は多いが、ネット通
販全盛時代の新たな百貨店の姿を示す意欲的な試みだ。
おしゃれなホテルや店舗が次々にでき、再開発が続くニューヨークのチェルシー地区。2 月
に開業したバーニーズの旗艦店に入ると、地上 4 階から地下 1 階まで店の中央を貫く白のらせ
ん階段が目に飛び込んでくる。
中央はこの階段のみの吹き抜け構造でぜいたくに空間を使う。美術館のような静謐な雰囲
気で、店の端から端まで目が届くため、買い回りはしやすい。ただ、空間演出を重視した分、商
品の陳列場所は限られるため、在庫の少なさをネットで補う仕組みを大胆に取り入れる。ダニエ
ラ・ヴィタレＣＯＯは「ネット通販によって実店舗は『死亡宣告』されている。だが、我々は元気に生
き残っている。ネットと店舗を組み合わせ新しい消費体験を生み出す」と語る。
同社は実験店と位置づけるチェルシー店にまず近距離無線装置「ビーコン」を設置した。来
店した消費者がスマホの位置情報の利用を許可していれば、欲しいモノリストに入れておいた商
品が店舗のどこにあるかを知らせる。来店客にとって事前にネットで目星を付けていた商品が購
入しやすくなる。それだけでなく、店頭で色やサイズなどを確認してネット通販などで購入する「ショ
ールーミング」とも言える行動にも役立つ。バーニーズが扱うのは独自商品が多く、自社のネット
通販による顧客の囲い込みにもつながる。
一方、店員は米アップルのタブレット「ｉＰａｄ」を持っており、来店客の購入履歴などが一目で
分かる。接客の際の会話の参考にもできる。「うまく機能しているため、他店にも同様の仕組みを
広げている」（ヴィタレ氏）という。同社が力を入れるのがアプリの画面デザインだ。余白が多く簡
素に商品が並んでいる。客がスマホで見ることを前提にしており、余計な表示は極力減らした。
例えばシャツを画面上で選ぶと、画面下に関連商品を表示するかどうかという確認ボタンだけが
出てくる。さらに、商品と同列でニューヨークやロサンゼルス、パリなど大都市のレストランや店舗、
美術館などオシャレな場所を厳選した案内が並ぶ。高級ファッション・ライフスタイル雑誌そのもの
が。アプリではセールもするが、安っぽさは全く感じさせない。
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全体としての完成度は高い。ネット通販は安売りのイメージが強いが、写真集のような高いデ
ザイン性で統一した広告とコンテンツを使うことで、洗練されたものにしている。
ただ、関連商品を推薦するといった機能はまだ初歩段階。解像度の高い美しい画像を多く
使うため、ページの移行に時間がかかるなど改善の余地はある。
記者も店舗を訪れて実際に注文してみた。目をつけていたセール品と同じブランドでサイズを
確かめ、店内からスマホで注文・決済した。ところが数日後には、在庫がなく、注文はキャンセ
ルされたとのメールが送られてきた。アプリと在庫システムの連動が甘いのだ。ネット時代の店舗
のあり方はアプリのデザインやビーコンの活用だけでは物足りない。バーニーズの挑戦は意欲的
であるが、まだ顧客の購買体験全体を演出しきれているとは言えなさそうだ。

コストコ 高いロイヤルティ顧客 9300 万人が武器
戦略ワード

1．圧倒的な低価格と魅力的なＰＢ 2．オンライン事業拡大

3. メンバーカードの特典グレードアップ
会員制ホールセールクラブのコストコは、その圧倒的な低価格とＰＢによって業績好調だが、
消費者のオンライン購入が広がる中、
成長力にやや陰りも見え始め、次の戦略が待たれるところだ
コストコは会員になれば圧倒的な低価格を提供する一方で、年会費が 55 ドル、キャッシュバ
ック特典付きだと 110 ドルするため会員には高所得者も多く、不況にも好景気にも強い。
1992 年から発売するＰＢカークランドシグニチャーは販売商品の 20％を占め、顧客のブラン
ド・ロイヤルティも高い。これらの強みを背景に、過去 5 年間、売上高、当期純利益高、会員数
を順調に伸ばし、大きな経営トラブルもない優良企業の 1 社だ。2016 年 5 月時点の 9 カ月間
の数字を見ても、売上高は 803 億ドル、前年比 2.1％増、既存比 0％だが、ガソリン販売および
外国為替差損を除いた既存比は 5.0％増。会員費は 3.8％増、営業利益は 0.5％増、当期純
利益の-2.4％減少は、前年同期の臨時収入税収の影響だ。これらの数値を見ると、確かに同
社の経営は安定しているが、将来の成長戦略が不在と見る専門家もいる。

急務となったオンライン事業拡大
消費者が店舗からオンラインショッピングにシフトする中、同社のアキレス腱は、売上高の 3％
しかないオンライン事業とも言われている。
15 年 8 月期決算時のオンライン事業前年比は 20％増だったが、直近の第 3 四半期では
14％増とのこと。価格が安いだけでなくスピード配送で、食品宅配にも力を入れているアマゾン
の攻撃をかわすには、オンライン事業拡大、オムニチャネル戦略投資が必須だが、これに関して
同社は無口だ。ただし、オンライン事業拡大の必要性は認識しており、15 年度には、①店舗で
は限られたスタイルしか扱えないジュエリー、②持ち帰りが大変な家電、家具、ベッドマットレス、
エクササイズマシーンなど、オンラインチャネルでの品揃えの幅を広げた。

提携カード会社を変更メンバーカード特典強化
今年 6 月、同社は 16 年継続したアメリカンエクスプレスとの提携を解消し、シティバンク・ビザ
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カードに移行した。これにより新たに、①ガソリン購入年間上限 7000 ドルまで 4％キャッシュバック
（以前は上限 4000 ドルで 3％キャッシュバック）、②ビザカードなら他社発行カードも使用可（以
前は不可）の特典を会員に提供している。

ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
ライト・エイド合併の期待と不安
戦略ワード 1．ブーツ社との初年度シナジー効果は達成
2．買収相手の経営資産の活用

3．さらなる経営統合が鍵

ブーツ社と合併しグローバルシナジーを目指すウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（ＷＢＡ）は、
2016 年 8 月期にシナジー効果 10 億ドルの目標を達成。
現在米国ドラッグストア業界第 3 位ライト・エイド社の買収交渉中だ。

ブーツ社との合併後初年度当期利益は大幅上昇
ＷＢＡは 2015 年 1 月ブーツ社と合併し、世界最大のＤｇ.Ｓチェーンとなることでコストメリットを追
求すると発表した。しかし、その後、ＣＶＳ（現ＣＶＳヘルス）がオムニケア社とターゲット社のファー
マシー部門を買収し、現時点ではＣＶＳにトップの座を譲っている。
売上高ではＣＶＳに抜かれたが、利益率を見ると 15 年 8 月期の当期純利益率は 4.1％と、Ｃ
ＶＳの 2 倍となった。ただしＷＢＡもＣＶＳも利益率は荒利益・営業利益ともに過去 3 年間で低下傾
向にあり、業界全体で利益確保が難しくなりつつある。直近の 16 年 5 月四半期では当期純利
益は前年同期比-15.3％に転落したが、前述のようにシナジー効果 10 億ドルの目標は達成し、
年間 1 株利益予測を 10 セント上方修正した。

成功した過去の買収さらなる大型案件に
ウォルグリーン（当時）は 10 年、ニューヨークに基盤を置くデュアンリード社（Ｄ社）を買収した。
Ｄ社はビューティ売場を刷新し、都会的なマーチャンダイジング、食品やデリ、寿司バーやビール
スタンドなどを導入したばかりで、この斬新な店舗経験とサービスを、買収を通じてウォルグリーン
店舗にも導入し物販部門を強化した。翌 11 年に 4 億 2900 万ドルでｄｒｕｇｓｔｏｒｅ.ｃｏｍを買収し、オ
ンライン事業を一挙に拡大した。今後はオムニチャネル戦略強化を目的にｗａｌｇｒｅｅｎｓ.ｃｏｍに集
約するため、今年 9 月にその役目を終えてサイトを閉鎖する。店舗数約 4600 のライト・エイドとの
合併が連邦政府から承認されれば、ＷＢＡはその条件として来年前半にも不採算店舗を数百
店削減することになるが、それでも現在のＣＶＳを抜いて全米業界トップの座を取り戻す。
ライト・エイドは 1962 年創業。堅実な経営の下、95 年には全米店舗数ナンバーワンまで成
長したが、浪費癖のある二代目が経営を引き継ぎ、戦略不在の企業買収による膨大な借金と
16 億ドルもの架空収益計上による賠償金により現在でも財務諸表は火の車だ。店舗数の拡大
以上の効果を得られるか、買収が成立しても経営統合上の課題を担うことになりそうだ。
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クローガー オムニと小型店戦略にも対応し拡大傾向
戦略ワード

1．オムニチャネル戦略クリックリスト 2．小型フレッシュフード

業態メイン＆ヴァイン

3．揺るぎなくコア事業に集中

スーパマーケット業界の競争が厳しさを増す中、6 年以上既存比プラスを継続するクローガー。
地道に確実にオムニチャネル戦略や小型店戦略、
フレッシュ＆ナチュラル志向への対応を行い、業界王座を守り続ける。
既存前年比プラスを、6 年 6 カ月継続する安定成長を実現しているクローガーは、2013 年
末のハリス・ティーター統合および 15 年末のラウンディ統合も上手にクリアし、荒利益率、営業
利益率、当期純利益率のすべてが拡大傾向にある。

オムニチャネル戦略クリックリスト開始
ウォルマートやアルディ、ダラーストア業態、トレーダージョーズなど、競争の激しいＳＭ業界で
長く王座を守っていられるのは、伝統的な顧客ありきのサービスを徹底していること。それに加え、
決して革新の先頭ではないがオムニチャネル化、小型店化など業界の流れにはきっちりついて
行っているからではないだろうか。クローガーは今年 1 月から、カーブサイドピックアップ（店舗駐
車場で車に乗ったまま商品をピックアップできる）サービス「クリックリスト」を 1 都市 5 店舗で開始し
ている。その後 9 カ月間で、同サービスを 25 都市 60 店舗に拡大した。またオンライン買物代行・
宅配サービスのインスタカートとも提携し、顧客の利便性を高めている。

小型フォーマットとコア事業の徹底重視
27000ｆｔ²と小型で、生鮮食品と地元生産品を手頃な価格で提供するフォーマットである「メイ
ン＆ヴァイン」は、今年 2 月にワシントン州ギグハーバーに 1 号店を出店した。
同店は、生鮮食品を売り場入り口および中央に集め、オーガニック食品・ナチュラルフードを、
ホールフーズマーケットなどの競合より安価で提供する。インストアキッチンでは焼きたてのピザや
フレッシュデリを提供し、料理教室や試食・試飲などのイベントも開催する。
同フォーマットの展開はまだ 1 店舗のみだが、同社の経営トップは今後出店数を増やす意向
を示している。また 9 月、クローガーは「お手頃価格のケージ―フリー卵（省スペースで効率的
に産卵させるための檻を使用しない環境で育てた鶏の卵）」の導入を発表した。
昨年同社が販売した卵のうち 15％がケージーフリー（業界平均 9％）だったが、25 年までに
すべての卵をケージーフリーにする計画だ。このように、1 つ 1 つ、地味でも、ＳＭとしてやるべきこ
とを中長期的に取り組む姿勢が、同社の安定経営につながっているのではないだろうか。

テスコ ハードディスカウンターに対抗する価格戦略
戦略ワード 1．ハードディスカウンター対抗策
2．新しいデジタル戦略の模索

3．タイ、マレーシアでの将来性
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創業は 1932 年。本拠はロンドン郊外のチェザント。得意分野は売上高の 40％を占めるＰＢ商品
の開発、販売、ロイヤルプティログラム、ポイントカードオペレーション、オンラインショッピングなど。
テスコは、食料品店からスタートしたが、ストアタイプとして現在ＨＭのテスコ・エクストラ、ＳＭタイ
プのテスコ、小型ＳＭのテスコ・メトロ、コンビニタイプのテスコ・エクスプレスなどがある。1966 年に
セインズベリーを抜き英国最大の小売業となった。

いまだ続く米国撤退の余波
2013 年までは業績好調で、世界小売業売上高で長年 3 位か 4 位をキープしていた。だが、
14 年につまずき 6 位に後退、15 年度は 12 位まで転落した。
この原因は国内でドイツのアルディなどのハードディスカウンターとの価格競争で利益が出な
くなったこと、米国に上陸して小型ＳＭの「フレッシュ＆イージー」を 199 店まで展開しながら突如撤
退し大きな損失が出たことなどだ。14 年度の決算では 57 億ポンド（約 1 兆円）と大きな損失を
出し、その余波がいまだ続いている。テスコが海外進出を開始したのは 93 年と、同業他社に比
べ大幅に遅れた。しかし「企業買収作戦」という一挙に事業を拡大できる方策を採用して欧州・
アジア諸国に上陸。次々と黒字化に成功したが、特にタイと韓国では華々しい成果を上げた。
しかし米国撤退後業績が落ち込んでからは韓国、中国、イランの子会社も処分し、現在は
欧州 6 カ国、アジア 3 カ国で営業している。中でも将来性が見込まれているのはタイとマレーシ
アだ。その他インドには卸業の形で上陸し勢力拡大に注力している。

世界最大級のオンライン食品販売
現在、テスコが最も力を集中しているのが「価格戦略」だ。市場占拠率を拡大しつつあるハ
ードディスカウンターに価格面で対抗するため大きな予算を計上しているが、これまでのような利
益幅を確保することは難しく、打開策が検討されている。テスコは世界最大級のオンライン食料
品販売業者だ。店舗内で商品をピックアップする“クリック＆コレクト”が特徴で、1 時間配送も好
評だ。しかし、この方法は利益が出にくく、同社では新しい「デジタル戦略」を模索する。

テスコの業績
年度
売上高
伸び率％
営業利益
伸び率％
純利益
伸び率％
純利益率％
注.

ｎｃ：赤字のため比較不能

2015

金額：100 万ポンド

2014

2013

54,433

56,925

63,557

▲4.4

▲10.0

▲0.2

1,046

▲5,750

2,631

ｎｃ

ｎｃ

10.5

138

▲5,741

974

ｎｃ

ｎｃ

3,378.5

0.3

ｎｃ

1.5

出所：Ａｎｎｕａｌ Ｒｅｐｏｒｔ2015

スーパーが屋上菜園 究極のローカル 花開くか
米ホールフーズがニューヨークのブルックリンの店舗で屋上菜園を始めたのは 2013 年末の
ことだった。屋上菜園に特化したゴッサム・グリーン社が運営。面積は 1860 ㎡で、年 200 トンの
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青果を生産する。作った青果の多くは収穫から数時間以内にパック加工して、主に階下の売
場で販売するが、一部はニューヨーク周辺の他の店舗へも供給している。
屋上菜園で収穫される野菜を自店で販売するスーパーマーケットは世界で最初というふれ
込みだったのだが、調べると今も唯一の存在のようだ。
米食品販売業界ではここ数年、ローカル（日本の地産地消にあたる）がブームで、青果売
場に単に並べるだけではなく、ローカル専用の売場を設けている。その日のローカル仕入れの
アイテム数を大きく表示するなど、強くアピールするスーパーマーケット企業が急増している。
もともとはニッチな取り組みだったが、すでに「ローカル」という大きなカテゴリーが存在するとま
で指摘する人もいる。背景には消費者意識の変化がある。生産者の顔が見えるものを買って、
産地を応援したいといった人が増えているわけだ。
産地から店舗まで一気通貫で低温管理して青果を運ぶシステムをコールドチェーンと呼ぶ。
米国は製配販を通じてこれが完成しており、例えば西海岸で採れたものを東海岸で売るといった
ことはもはや当たり前の時代だ。しかし、長いサプライチェーンで大量に排出される二酸化炭素を
考えるとエコではないという批判が表面化。逆にサプライチェーンを短くする動きが出ていて、こ
れが消費者のローカル志向とつながったと私は思っている。
屋上菜園はサプライチェーンが最も短い究極のローカルで、目指すべきモデルの一つとも
言えるのだが、普及への道のりは長そうだ。ゴッサム・グッリーン社は現在 4 カ所で生産しているが、
成長はスローで、投資コストとノウハウの積み上げというハードルがあるのだろうと思っている。
一方、スーパー以外の企業でこの領域への参入を 10 月に発表したのがディスカウントストア
チェーンのターゲットである。デザイン企業のＩＤＥＯ、大学のＭＩＴの 3 者が食に関する最新の取り組
みを実験する組織を結成。すでにいくつかの店頭で実証実験を開始している。
そして、来年早々にスタートさせるのが垂直農法による店内水耕栽培だ。コンピューターによ
って精密にプログラミングされた環境で、縦に長いタワーのような設備を使って栽培する。当初は
葉物が中心だが、ゆくゆくはポテトなどの根菜にもトライするとしている。成功した曉には多くの店舗
への水平展開も視野に入れる。こういった究極のローカルを英語ではウルトラローカルと表現す
る。試行錯誤は始まったばかりなのだが、最大手が参入したことで大きな可能性が開けたようだ。
その店で数時間前に採れた野菜を買って食べる、そんな時代が来るのかもしれない。

蒙牛乳業・中国

消費者の嗜好 多様化で苦戦

中国で生乳やヨーグルトなどの乳製品を製造・販売する乳業大手。「蒙牛」ブランドは、中
国では知らない人がいないほどの知名度を誇る。
内モンゴル自治区フフホト市に設立された民間企業として創業した。生乳のほか、乳酸菌
飲料やアイスクリームなども手掛ける。2004 年 6 月には香港取引所に上場し、乳製品企業とし
て初めてハンセン指数銘柄に選定。競合する内モンゴル伊利実業集団、光明乳業と並び、中
国を代表する乳業企業に成長した。順風順帆に見えたが、08 年に乳業業界に激震が走った
事件で足をすくわれる。同業の三鹿集団製造する粉ミルクに有害物質「メラミン」が混入してい
ることが発覚し、摂取した乳幼児が死亡するなどの社会問題となったのだ。その後、蒙牛の製
品からも検出され、業績低迷に陥った。そこで 09 年に中国最大の食用油メーカーで国有の中
糧集団（ＣＯＦＣＯ）に支援をあおぐ。中糧集団が筆頭株主になり、メラミン問題も一段落したこと
で、業績もようやく回復基調に戻った。ただ足元では、移り気な消費者への対応に苦戦する。
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乳製品自体は健康志向を背景に需要が高まる一方、同業との競争が激化。消費者の嗜好
も多様化し、新機軸を打ち出せない蒙牛は苦戦を強いられている。メラミン事件の余波を受け、
国産粉ミルクは見向きもされないままだ。16 年 1～6 月期業績は売上高、最終利益ともに前の
期を下回った。中糧集団から送り込まれた孫伊萍前総裁は業績低迷の責任をとる形で、新総
裁となった盧敏放氏は経営立て直しに向け、早速手腕が試される。

日本最大の物流施設
シンガポール系

相模原

1300 億円投資 即日配送拡大へ拠点

シンガポール系の物流施設大手グローバル・ロジスティック・プロパティーズ（ＧＬＰ）は 2022 年
をめどに神奈川県相模原市に日本最大の物流倉庫を開設する。東京ドーム 14 個分に当たる。
好立地を生かし、ネット通販の即日配送の拠点として通販会社に貸し出す。日本企業とはケタ
の違う巨額の年金資金などを建設に回せるＧＬＰは大阪府でも大規模施設を整備している。国
内の物流インフラで外資の存在感が一気に高まりそうだ。
ＧＬＰは相模原市内の約 30 万㎡の土地に約 1300 億円を投じて計 6 棟からなる物流施設を
建てる。合計の延べ床面積は 65 万㎡で日本最大。20 年ごろに着工し、22 年から順次完成を
予定する。同社が米国で運営する最大級の物流施設は同 20 万㎡で、3 倍の開発規模となる。
新施設は首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や東名高速道路、中央自動車道のインター
チェンジ（ＩＣ）に近い。ネット通販や小売店チェーン向けの配送拠点として企業に貸し出す。ネット
通販の物流拠点は商品保管や仕分けに広い面積を必要とする。ＧＬＰの物流施設は広い空
間に自動仕分け機などを設置できる設計しており作業を効率化できる。即日配送はアマゾンジ
ャパンが一部地域で手掛けているが、他の企業も対応しやすくなる。
建設用地はキャタピラージャパンから相模事業所（相模原市）の土地を取得する。ＧＬＰは関
西でも大阪府吹田市で延べ床面積約 16 万 5000 ㎡の物流施設を建設中だ。来年 8 月に完
成する予定で、オフィス用品通販のアスクルが入居し、関西圏の即日配送に活用する。千葉
県流山市でも建設中のほか、兵庫県尼崎市や神奈川県愛川町、千葉県市川市などでは既
に稼働させている。17 年以降はＧＬＰ以外にも、大型物流施設の稼働が相次ぐ。日本通運は 1
月に東京都江東区で同社最大となる延べ床面積 15 万㎡の倉庫の完成を予定する。都心部
向けの配送拠点として企業に貸し出す。大和ハウスは千葉県流山市で同 39 万㎡の物流施
設を建設中で、18 年に稼働する。国土交通省も物流の効率化を支援する。民間の物流拠点
や商業施設などと直結する高速道路の新型ＩＣを造る。高速道路の使い勝手を高めて、利用
を促す。ただ大型施設の相次ぐ稼働は現在ですら梱包や配送要員の確保が難しい物流業界
の深刻な人手不足にさらに拍車をかけるおそれもある。

ＧＬＰ 2009 年にシンガポール政府系投資会社のＧＩＣが米国の物流施設大手プロロジスの中
国部門と日本の物流施設の一部を買収して発足した。カナダ年金計画投資委員会（ＣＰＰＩＢ）
と合弁会社を設立し、これまでに計 42 億㌦（約 5000 億円）の資金を運用している。
潤沢な資金を元手に近代的な大型物流施設を建て、稼働した段階で不動産投資信託
（ＲＥＩＴ）に売却。回収した資金を投資に回す手法で開発を繰り返している。日本市場では約
100 棟、延べ床面積約 500 万㎡の物流施設を運営する。
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壁紙で別世界 スマホ画面着せ替え感覚
部屋に好きな写真、有名絵師の作品・・・
壁紙の楽しみ方が広がっている。以前よりもバリエーションが格段に増え、好きな写真や友
禅の柄がそのまま部屋の壁紙になったり、賃貸物件でも入居の際に好きな壁紙も選べたり。業
者に依頼せずとも自分で簡単に張り替え可能な壁紙も登場している。壁一面だけでも、室内は
まるで別世界に一変。スマホの待ち受け画面を着せ替えるように楽しむお宅を訪問した。
東京都練馬区内にある一軒家のシェアハウス。会社員、岸本功さん（34）は真っ暗な自室
でパソコンに向かう。時折、目線を外すと、画面の明かりによって照らされた壁に満天の星が広
がる。テントも見えて、「キャンプをしているよう」と癒やされる。ベッドにあおむけになると、丘で星空
を見上げているようだ。写真をプリントした壁紙を約 11 ㎡の部屋に貼り付けただけというのだから
驚かされる。アクシスモーション（東京・新宿）が 8 月ごろから手掛けている「マイウォールペーパ
ー」だ。好きな写真を壁紙にする。同社が提携している不動産管理会社のサービス企画として
無償で利用できる。利用は 30～50 代を中心に女性が多い。月間 5～10 件程度だ。
埼玉県狭山市内の一軒家に住む建築業、西幸治さん（41）は、リビングでこたつに入りなが
ら、バリ島のサンセットを満喫する。「朝は青、夜は紺色。日の光や照明によって空の印象が変
わり、全く飽きない」。こちらも写真をプリントした壁紙。インテリアフラップ（狭山市）が施工した。
伝統柄をまとった壁紙も登場した。西さん宅の壁紙を手掛けたリンテックサインシステム（東
京・目黒）は 10 月に、デジタルプリント壁紙「ＷＡ ＵＥＳＡＫＡ」（全 17 種類、高さ 2.4ｍ×幅 2.7ｍ
が税抜き 9 万 6 千円から）を発売した。
加賀友禅工房で修業した石川県の友禅作家である上坂幸栄氏が、パソコンを使って壁紙
に向けて描いた牡丹や蓮などの柄がプリントされている。
大学生も気軽に壁紙を楽しめるようになった。東京都八王子市内の賃貸マンション。大学 1
年、湯崎野春菜さん（18）が 6 月から一人暮らしをしている部屋の壁一面には、赤地に白い花
が散りばめられている。「他の人とは違って、白い壁を明るく派手にしたかった」と笑顔を見せる。
レオパレス 21 が手掛けている入居者向けのサービス「ｍｙＤＩＹ」を利用した。無料で好きな壁
紙に貼り替えられる。「撮りたいものが映えるのがいい」（湯崎野さん）。壁紙を背景に、スマホで
好きなアイスクリームのパッケージなどの写真を撮影し、画像共有アプリ「インスタグラム」にアップ
している。
対象物件は全国で約 18 万戸（入居中を含む）。壁紙は全 135 種類。10 代の学生を中心
に木目やレンガ柄の人気が高い。同社では「携帯電話やネイルをデコレーションする文化が広ま
る中で、壁紙を替え、愛着を持って長く住んでほしい」（経営企画部）としている。リアルで本物の
ようなデザインのシール壁紙も人気だ。大阪府枚方市の主婦、石橋菜穂さん（44）の自宅内は
ウッド系のインテリアに囲まれ、カフェ風をイメージ。残る白い階段のコーナーは「アクセントとして、
レンガ調を表現したい」と、11 月にレンガ柄のシール壁紙を購入して貼り付けた。
ＤＩＹルームが 9 月から手掛けているシール壁紙「プレミアムウォールデコシート」は、特殊な加
工で表面は立体感のある本物のような質感を再現している。石橋さんは「プリントされたものだけ
ど立体感がすごい」と満足げに話す。全 55 柄（6 ㍍単位販売が税別 4500 円）が取り扱われて
いる。貼り付けるのは壁だけではない。宮崎市の会社員、末永沙織さん（36）が住む家のリビン
グの壁はウッド柄。「より古びたヴィンテージ風に仕上げたい」と、残る白い天井が気になっていた。
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11 月ごろに白色に近いウッド柄のシートを購入。「のりは必要がないし、やり直しもできる」。使うの
はヘラとカッターぐらい。3 時間ほどで約 17 ㎡の天井に簡単に貼り付け。ソファに寝転がり、「ど
こを見ても癒やされる」。気が変われば、すぐに貼り替えられるのもうれしいという。
壁紙 1 つで部屋の雰囲気も気分もがらりと変わる。2017 年に心機一転。皆さんもぜひ貼り
替えてみてはいかが。

雑貨売場展開
オンワード樫山

ワールドは出店増やす

商品を自社企画

衣料品メーカーが相次ぎ雑貨の販売を強化する。オンワード樫山は百貨店内を中心に、か
ばんなどの雑貨に特化した売場を 2017 年春から展開、将来は路面店も出店する。ワールドは
雑貨店の出店を増やす。衣料品需要が伸び悩む中、試着などが不要で、会社帰りなどに立
ち寄りやすい雑貨に注力する。オンワード樫山は衣料品でライセンス展開する「トッカ」というブラ
ンド名で、かばんや財布などの雑貨に特化した売場の展開を百貨店内などで始める。路面店
の出店やセレクトショップへの卸売りも検討し、将来は東南アジアや北米にも進出する。
商品は自社で企画し、生産は外部の企業に委託する。革製品を中心に打ち出し、17 年春
夏向けにはかばん 20 種類と財布など小物 16 種類をそろえる。革製かばんの中心価格は税別
で 47000 円程度を想定。高級ブランドなどで実績のある英国人デザイナーを招き、イタリアや日
本製の革を使うなど素材にもこだわる。22 年 2 月期に 15 億円の売上を目指す。
ワールドも雑貨店「イッツデモ」の出店を加速する。現在、70 店を展開するが、好調な販売
が続いており、3 年以内に 20～30 店をファッションビルなどに新たに出店する計画だ。
日本政策投資銀行によると、15 年度の百貨店の販売額は衣料品が 05 年度比 3 割減な
のに対し、かばんや靴などの身の回り品は同 2 割減にとどまる。百貨店の関係者は「婦人服フ
ロアなどで不採算店舗が閉じた跡地に、かばんや靴の売場が増えている」という。

来年は「睡眠・健康」重視

民間調べ

「趣味・遊び」上回る 82％
来年、力を入れたいことの 1 位は「趣味・遊び」より「睡眠・休息」――。博報堂生活総合研
究所の「2017 年 生活気分調査」で、男女の 82.6％が来年は睡眠と休息を大切にしたいと答
えた。女性の思いきってやめたいことの 1 位は「仕事・会社」で、少しでも休みが欲しいと感じる人
が多いようだ。調査は 10 月上旬にインターネットで実施。全国 11 都市に住む 20～69 歳の男女
を対象とした。
来年に力を入れたいことの 2 位は「健康」（82.2％）、3 位は「趣味・遊び」（78.1％）だった。
来年に思いきってやめたいことを聞くと、女性は「仕事・会社」（13.8％）が最も多かった。「続
けていても安定はなく体も壊す」「残業代が出ない」といった声があり、政府などが推進する女性
活躍の成果が問われているようだ。男性の 1 位は「たばこ」（30.9％）だった。
来年の景況感については男女の 63.2％が「（今年と）変わらない」と回答。自分の家計も
「変わらない」が 57.2％で最多だった。消費意欲も横ばいの状態が続いている。
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今年の印象として、世の中で楽しかったことは「少なかった」（32.8％）が「多かった」（20.1％）
を上回った。来年は今年より楽しいかどうかについては、7 割近くが「変わらない」とみていた。

手ぶらで買い物夢じゃない
プライバシー保護課題に 顔・指紋認証で決済実験進む
手ぶらで買い物に出かける生活は夢物語ではない。現金もカードも持たず、本人の顔や指
紋で決済する。そんな時代が間近に迫っている。

「顔パス」でランチ
レジの要らないコンビニエンスストア。米アマゾン・ドット・コムの発表した近未来店舗が世界
中で話題を呼んでいる。だが日本企業も近未来の買い物をにらんだ実験を進めていることはあ
まり知られていない。
最初に訪ねたのは、東京・浜松町にある三井住友カード本社。午前 11 時すぎ、社員が
続々と食堂に集まってきた。その様子を眺めていると、奇妙な光景が目に入った。あれっ、誰も
お金払っていない――。
トレーを持った社員が列に並び、備え付けのタブレット端末を数回操作する。あとは好みの料
理を淡々と受け取っていくだけ。実は数秒の行動の間に顔認証による決済が終わっていた。三
井住友カードはＮＥＣと組み、11 月から実証実験を始めた。本社で働く約 400 人の社員の顔の
画像を事前登録。両目の間の距離や輪郭、顔の凹凸を数値化して本人を判定する。マスク
やサングラスがなければ、ほぼ 100％認証が可能。ランチ代は給料から天引きされるシステムだ。
「プールや温泉施設で何も持たずに決済ができる。今後は実際の店舗に導入して実験したい」。
三井住友カードの担当者はこう話す。第 2 弾として、12 日からは三井住友銀行でも約 1000 人
の行員を対象に実証実験が始まった。

訪日客も「面白い」
名湯・湯河原温泉で有名な神奈川県湯河原町。首都圏の奥座敷である温泉街でも「手
ぶら決済」の実証実験が進む。
「指で買い物できるなんて面白い」。観光客から驚きの声が上がる。創業 85 年の老舗旅館
「青巒荘（せいらんそう）」。2 人組の中国人宿泊客が売店でお土産に日本酒を購入。店員に
促されて指先を専用端末に置くと、タブレットに「支払いが完了しました」の文字。指先だけであっ
という間に決済が終わった。この実証実験は経済産業省の訪日外国人向け事業の一環。ベ
ンチャー企業のリキッド（東京・千代田）が指紋の読み取り装置を観光案内所や旅館に設置。
事前に指紋を登録しておけば、手ぶらの浴衣姿でも温泉街で簡単に買い物ができる。
なるほど便利だなと思いながら街を歩くと、こんな声も聞こえてきた。「現金の方が使い勝手
がいい。こんなもの持って帰ってくれ」。出くわしたのは湯河原駅近くの土産物店の店主が読み
取り装置を突き返そうとする場面。現金で商売する長年の習慣を変えるのは、簡単なことではな
い。現金信仰も乗り越えるべき壁になりそうだ。

究極の決済への挑戦
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来年には究極の買い物を目指す試みも始まる。「極端な話、黙って店頭から商品を持ち帰
っても決済できます」――。実証実験を主導する東大の山口利恵特任准教授はこう説明する。
キーワードは「行動認証」だ。
少し難しいが、例えばスマートフォンの位置情報や愛用アプリなどから個人が利用するお店
やよく買う商品を特定。商品に付けたタグで購入したことを確認し、自動で決済を完了させる仕
組みだ。「技術的には活用できるインフラが整っている」（山口氏）
東大は三菱ＵＦＪニコスや小学館、凸版印刷など 13 社と連携し、約 5 万人分のデータを集
める。小学館の漫画アプリを通勤・通学中に読んでいる人と位置情報を組み合わせたり、凸版
の電子チラシを取っている人と購入情報を組み合わせたりして個人を特定する技術を確立する
考えだ。ただ実用化には個人のプライバシーの問題に加え、法制面や費用面でも課題が山積
する。本来の買い物をどう実現させるか。世界の有力ＩＴ企業がしのぎを削る分野への挑戦が日
本でも始まっている。

「手ぶら決済」には長所と短所がある
決済手段
顔認証

長 所

短 所

カメラ内蔵のタブレットで登録でき、導入費用が安い

顔を撮られることへの抵抗が強い

指紋認証

登録が簡単で心理的な抵抗感が顔認証よりも小さい

指紋を読み取る装置が必要になる

行動認証

事前登録が要らないうえ、レジを通さなくてもいい

法整備が必要で、導入費用も高い

2 月から「プレミアムフライデー」

月末金曜、3 時退社促す 協議会発足
毎月末金曜の消費喚起を目指す官民連携の「プレミアムフライデー推進協議会」が 12 日、
設立された。日本百貨店協会、日本チェーンストア協会など流通団体を含む 15 団体が参加。
2017 年 2 月 24 日に全国で活動を始める方針や、ロゴマークを無償提供して知名度を高めるこ
とを決めた。「プレミアムフライデー」は経済産業省や経団連も加わり、協力企業が毎月末金曜
を軸に午後 3 時で従業員に終業を促す取り組みだ。長時間労働の見直しなど働き方改革とも
連動しており、買い物や観光、家族とのだんらんといった「生活の豊かさ」を消費につなげる狙い
がある。日曜までの 3 日間の過ごし方を提案するなど柔軟に設定する方針だ。
米国では「ブラックフライデー（黒字の金曜日）」と呼ばれる年末商戦が定着しており、これを
参考にしている。参加各社はセールよりも、少しぜいたくな買物や食事、旅行を楽しむといった需
要を掘り起こしたい考え。日本百貨店協会の近内哲也専務理事は「新たな経験や学びの機
会、様々な商品や体験を提供していく」と話す。三越伊勢丹ＨＤは都内の日本橋地区で高島
屋、三井不動産などと企画を検討する。
17 年は日並びで 3 連休が少なく、余暇消費の縮小を懸念する声がある。プレミアムフライデ
ーに期待する事業者は多い一方、多忙な人の多い月末では効果が限られるとの指摘や「他
の日の残業を増やすのでは」という見方もある。

75

減損損失 資産価値の下振れ反映
▽・・・企業が保有する資産の価値が当初の想定と比べ大きく下回った場合、貸借対照表
（バランスシート）上の価格を資産の収益力に見合った水準まで引き下げる会計処理に伴い、
損益計算書に計上される損失のこと。現金流出は伴わないが、大手企業を中心に減損損失
が大きく膨らむケースが目立っており、自己資本比率の低下など財務悪化につながる。
▽・・・減損損失の対象となる資産は幅広い。オフィス、工場など事業拠点の土地、建物や機
械設備にとどまらず、保有する株式や債券など有価証券も時価の下落に応じて減損処理が
必要になる。総合商社などが保有する資源権益も対象だ。買収した企業のブランド価値である
「のれん」や営業権、特許権、ソフトウエアといった目に見えない「無形固定資産」も含まれる。
▽・・・企業は決算期ごとに保有資産の損失発生の可能性を判定する「減損テスト」を実施す
る。上場株式など時価のある資産は、取得時より価格が 5 割以上下がると下落分の損失計上
が必要になる。時価のない資産は、その資産が将来にわたって生み出すキャッシュフローの見
通しに基づき現在の価値を算出し、減損処理すべきかどうかを判断する。減損損失は、日本
基準では特別損失に計上され最終損益のみを押し下げるが、東芝が採用する米国会計基準
や国際会計基準では営業費用に計上され、本業のもうけを示す営業損益の段階から影響が
出る。

過去の主な減損損失の事例
企業名
セブン＆アイＨＤ
日本郵船
三菱商事
ＨＤ

計上時期
16 年 3～8 月期
16 年 4～9 月期
16 年 3 月期
15 年 12 月期

金額
742 億円
1632 億円
4260 億円
1233 億円

主な対象
百貨店ののれんなど
コンテナ船など
銅や原油など資源権益
買収したブラジル企業
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