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見つめています 。そして 、栄養管理士の
指導のもとで栄養バランスや塩分・カロ
リーに配慮した献立づくりをしている
ことや 、合成着色料・保存料を使ってい
ないことを確認すると 、大きくうなずき
ました 。手づくりがモットーの母として
は 、一番気になることかもしれません 。
まずは、
月から土曜日まで、
栄養バラン
スのとれた主菜と副菜をセットにした
メニューを一括注文する『おまかせ 日
間メニュー』を試してみることにしまし
た 。宅配で届けてもらい、
代金は私の口座
からの引落しにして 、遠くからでも親孝
行。時間にゆとりができた母は、
以前なら
炊事で忙しかった夕方に父を誘って 、仲
良く散歩に出かけたりしているようです 。

「セブンプレミアム」誕生！

24
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決算報告

14
セブン&アイHLDGS.
アレルギー対応スイーツ・低アレルゲンメニュー

夕やけ空の散歩道、
おいしい晩ごはんが待っている。

13
Yahoo! オークション商品を
セブン‐イレブンで発送・受取り

セブンミール

「挑戦の具現化」へ
新たな取り組みが相次いでスタート

8

応援団

NEWS & TOPICS

【セブンミール】
セブンミールは 、 都道府県・約 万17
00店舗のセブン‐イレブン全店で展開して
いるお食事配達サービスです 。現在登録され
ているお客様は約 万7000人 。自炊だと
不経済になりがちなシニアのご夫婦や一人暮
らしの方 、子育てや介護で忙しいご家庭 、共
働きや仕事が忙しくて買い物の時間がとれな
い方など 、さまざまなお客様に健康的なおい
しさと利便性をお届けしています 。ご注文は
セブン‐イレブンの店頭 、電話 、FAX 、イン
ターネットで受け付け 、商品の受け取りは店
頭 、も し く は ＊宅 配 の い ず れ か を お 選 び い た
だけます 。

6

坂本幸雄（エルピーダメモリ株式会社代表取締役社長兼 CEO）
鈴木敏文（セブン＆アイ HLDGS. 代表取締役会長兼 CEO）

2
ライフスタイル

シナジー効果を高め、ヒット商品を生み出す
「セブン&アイHLDGS. 中国協議会」
発行日 2007年 8 月
発行（株）
セブン＆アイ・ホールディングス
〒102-8452 東京都千代田区二番町 8 番地 8
電話 03-6238-3000（代表）
©2007（株）
セブン＆アイ・ホールディングス

＊宅配は合計1000円以上のご注文から承ります 。
回のお届けにつき200円の宅配料がかかります 。

1

対談／ブレイクスルーのヒント

「高い目標」と「スピード」が
イキイキとした会社を創り出す
毎日をデザインする

1
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家の母と電話していたときのこ
と 。母がなにげなく言った「なん
だか最近 、食事の支度をするのがおっく
うなのよね」という言葉にショックを受
けました 。母は料理にかけては非常にマ
メで 、三度の食事はもちろん 時のおや
つも手づくり 。私たち兄弟が全員独立し
たあとも 、たまに顔を出すと自慢げにふ
るまってくれたものです 。それが……。
「歳には勝てない」というのは 、こういう
事を言うのでしょうか 。
遠くに住む私にも 、何かできることは
ないだろうかと思案していると 、
「あれ
を教えてあげればいいじゃない」と妻 。
あれというのは 、セブン‐イレブンで申
し込める「セブンミール」というお食事
配達サービスのこと 。子育てでてんやわ
んやのわが家もとても助けられています。
復職した妻は 、今では会社帰りに店で受
け取ってきます 。
さっそく夏休みに実家を訪れた折 、母
に最新号のカタログを見せてみました 。
旬を生かしたお弁当や電子レンジであ
たためるだけで食べられる和・洋・中そ
ろったお惣菜 、メニューごとに必要な食
材や調味料をセットした「かんたんクッ
キング」
、月替りで登場する日本各地の
漬物・佃煮 、さらにパンやデザートなど 、
多彩なメニューを母が食い入るように

セブン銀行 NEWS LETTER

「みんなの ATM。
」のネットワークが
グループ外に拡大開始！
15
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特集

セブン&アイHLDGS. のノウハウと
スケールメリットを活かしたグループ開発商品
1

四季報

鈴木 坂本さんは2002年にエルピーダメ

坂本 おっしゃる通り 、パソコン用のDRA

していくのはたいへんなのではないですか 。

いていますが 、その中で安定的に収益を確保

ルで価格も大きな変動を繰り返していると聞

と呼ばれる景気変動の波があって 、短サイク

とんどありません 。改革をしているゆとりさ

坂本 実は 、私は改革をしたという意識がほ

でしょうね 。

るには 、かなり徹底した改革を進められたの

会社を短期間に黒字化して 、成長企業に変え

へん競争の激しい半導体事業の中で 、その後

果たされました 。エルピーダメモリは 、たい

わずか半年足らずでこれだけ大きな変化があ

年の 月には 分の になってしまいました 。

とえば 、昨年の 〜 月の価格に対して 、今

た業績を 年で黒字に転換し 、 年で上場を

も成長を続け 、たいへん注目されています 。
ります 。

所が共同出資で設立した会社ですが 、私が入
った時は 、エルピーダメモリ自身が250億
円の赤字で 、親会社 社も赤字を負担してい

坂本 エルピーダメモリは 、半導体の中でも

す。

程度です 。このスピードであれば 、私たちは

下降する局面でも 年間で ％ダウンという

れに比べるとずっと変化が緩やかで 、価格が

うと考えます 。しかし 、そんなに時間をかけ

るという時も 、 年 、 年とかけて改革しよ

の会社はマネジメントを一新して生まれ変わ

年以内の黒字化を目指すと言いました 。日本

私が社長に就任した時 、まず従業員には

ました 。

DRAMというものを専門につくっている

コストダウンの努力によって対応が図れま

ていては改革などできません 。 年で変わら

しかし 、携帯電話用のDRAM市場は 、そ

会社です 。DRAMというのは 、つねに書き

変動すると 、ギャンブル的な要素が強くなり

す 。パソコン用のようなスピードで価格が急

在携帯電話用のDRAMでは 、私どもエルピ

市場に注力すると決めました 。その結果 、現

ソコン市場ではなく 、収益性の高い携帯電話

そこで 、DRAMの競合メーカーが居並ぶパ

のDRAM市場でのシェアは ％ほどでした 。

私が社長に就任した時 、エルピーダメモリ

電話やデジタル家電などに使われています 。

いていくものですから 、会社の規模が大きく

のは労働集約型の産業で 、大勢の人の力で動

大きな課題ですが 、その一方で流通業という

くなっています 。これに対応していくことが

どんどん加速しており 、市場変化も年々激し

も流通業でも 、いまお客様のニーズの変化が

ていくには 、スピードが重要でしょう 。私ど

鈴木 いずれにしても 、市場の変化に対応し

ます 。

指摘しても従業員にはなかなか伝わらないも

と思います 。いくら口で理路整然と問題点を

坂本 まず 、トップ自身が動くことが重要だ

すか 。

の点はどのように徹底を図っていかれたので

て 、ついてきてくれることが不可欠です 。そ

そこで働く人たちがトップの考え方を理解し

鈴木 短期間に変えようとすればするほど 、

なければ 、永遠に変わらないと思っています 。

がパソコンやサーバ用 、残りの ％が 、携帯

ーダメモリが 〜 ％くらいのシェアを有す

1
のです 。それよりも自分で動いて成果を出し

25

なるほど 、スピーディーに変えていくことが

4

1

るようになりました 。

1

3

＊

ので 、現在の市場構成を見ますと 、その ％

込みをしていかないと記憶が消えてしまうも

え方などについておうかがいしたいと思いま

4

ん 。エルピーダメモリは日本電気と日立製作

モリの社長に就任されて 、それまで赤字だっ

約250億円の赤字会社だったエルピーダメモリをわずか１年で黒字化し、
さらに乱高下する半導体市場にあって、
成長を続ける世界的なDRAMメーカーに変えた坂本社長をお迎えして、
「会社を変える」には何が必要か、成長力を生み出すマネジメントとは、
といった点について実践的なお話をうかがいました。

えなかったと言った方がいいかも知れませ

１年で変えられなければ
永遠に変わらない

坂本幸雄

鈴木 敏文

今日は 、坂本さんのマネジメントに関する考

M

ていくと 、おのずと部下もそれを見ていて 、

2

30

70

たいへんになります 。坂本さんも赤字体質の

70



エルピーダメモリ株式会社 代表取締役社長兼CEO

Guest
セブン＆アイ HLDGS. 代表取締役会長兼CEO

はたいへん価格変動が激しい分野です 。た

（さかもと・ゆきお）
1947 年群馬県生まれ。19
70 年日本体育大学を卒業後、
日本テキサス・インスツルメ
ンツ
（株）
入社。同社取締役、
副社長、
（株）
神戸製鋼所 電子・
情報事業本部 情報エレクト
ロニクス本部副本部長、ユー・
エム・シー・ジャパン
（株）
代表取締役社長などを歴任。
2002 年エルピーダメモリ
（株）
代表取締役社長に就任。

1 12

2

鈴木 半導体というのは 、シリコンサイクル

65


＊ DRAM（ディーラム）＝ Dynamic Random Access Memory：
「記憶保持動作が必要な随時読み出し書き込みが可能な半導体回路」で、
パソコンの主記憶装置などに用いられています。

「高い目標」
と
「スピード」が
イキイキとした会社を創り出す
2

5

10

1

ずに仕事ができるかというとそうではなくて 、

は 、新入社員だったら過去の習慣にとらわれ
とにかく変えていきました 。こうしていこう

りません 。ですからおかしいと思ったことは 、

あったような過去の成功体験というものがあ

「自分たちももっとやらないといけない」と
その現場の習慣をまず学びますから 、最初は

いうふうになります 。
社長就任時に 、従業員の仕事の仕方を変え

この仮説が正しいかどうかというのは 、見

と自分自身で仮説を立て 、それをどんどん自

私は過去の経験を捨てて 、いまお客様が求め
方や立場によって違いますから 、その点を気

不合理だと感じたとしても 、すぐになじんで

ていることに応えるには 、何をしなければい
にしていたのでは前に進みません 。まず動い

るために「会議は 時間以内」
「レポートは

けないかをつねに考えて 、仕事の仕方をどん
てみて 、間違っていたら 、すぐに「ごめんなさ

分で実行していきました 。

どん変えるように指導してきました 。

しまいます 。こういう点を正していくために 、

した 。
たとえば 、それまではみんなが報告書を

題を解決しようとします 。自分では変えたつ

って 、困った時ほどその成功体験に頼って問

の変化によって 、前に言った方針を転換する

ていますから 、間違えたわけでなくても状況

鈴木 現在は 、市場の変化もどんどん加速し

済むことです 。

い 、間違っていました」と認めて 、やり直せば

ると設計者が1000頁くらいのドキュメン
もりでも 、客観的に見れば 、やはり過去の成

しかし 、人には誰しも過去の成功体験があ

トをつくっていました 。そんなに大量の書類
功体験の中でやっていたということも往々に

ダ 、不合理な面を変えるという 、ごく当たり

革をしたというより 、現場にあったムリやム

うという点を日常的に変えていきました 。改

合理的に考えれば 、こうすることが当然だろ

にあったわけではなくて 、先入観を持たずに

いるので 、議論に時間を費やしているゆとり

ビジネスを取り巻く環境はどんどん変わって

わず 、延々と議論し続けることになります 。

験に基づいて話し合っていても議論がかみ合

を持っています 。しかし 、それぞれの成功体

立製作所も立派な会社で 、それぞれ成功体験

とを考える傾向にありました 。日本電気も日

社員は親会社の成功体験を基準にしてものご

坂本 私がエルピーダメモリに入った当時 、

ことの難しさを感じます 。

してあります 。この点に仕事の仕方を変える

いたら直ちに変えるという方法で進んでいく

ピーディーに判断して実行に移し 、間違って

りません 。ですから 、いま何をすべきかをス

激しい時代に先のことまで見通せるはずがあ

どのような経営者も 、昨今のように変化が

悟しなければ 、利益も得られない時代です 。

していく必要があると思います 。リスクを覚

は間違えるリスクを恐れずに自分で判断を下

坂本 高い利益を確保していくには 、経営者

言ってきました 。

化の激しい時代は 、朝令暮改は当たり前」と

ということも当然起こります 。私はよく「変

高い利益目標を持たなければ
経営にも社員にも積極性は生まれない

前のことを進めていきました 。

鈴木 過去の仕事の仕方にとらわれている
はありません 。そういう状況を変えることか

を遅らせるよりはるかにリスクが少なく 、優

と 、いままでの習慣がこうだからというよう
私は外からきた人間ですから 、いまお話に

180店舗の店長に私自身や幹部社員から 、

方が 、結論が出るまで判断を留保して 、対応

利益をいかに上げるかを考えて仕事をするよ

その時々の方針を 、お互い顔を合わせて直接

ら 、私は取り組みました 。

に気づかないということがよくあります 。で

れていると思います 。
それにもかかわらず 、判断を留保して 、営

クイーブンに等しい 。それでは従業員も積極

かし 、営業利益率 ％では 、ほとんどブレー

多いのが日本の現状ではないでしょうか 。し

組まなければ力を発揮できません 。そこで私

なので 、全員が同じ方向を向いて仕事に取り

勢の人の力を結集してはじめて成り立つ産業

です 。先ほども申しあげたように流通業は大

間にしっかりと方針を徹底させることが重要

が 、いまでは時間で制限を設けなければなら

以前は従業員から質問などなかったのです

ーションを図っています 。そういう場でも 、

ついて 、従業員とのダイレクト・コミュニケ

いてテクノロジーの状況や市場シェアなどに

坂本 私たちも四半期ごとに 、各拠点に出向

伝えるようにしています 。

的に競合会社と競争しようとはしません 。や

は社員とのダイレクト・コミュニケーション

ないほど 、たくさんの従業員から質問が出る

もちろん 、そのためには 、そのつど社員の

はり ケタの営業利益を目標にすべきです 。

を重視してきました 。セブン‐イレブンでは 、

実際 、海外のメーカーは ケタです 。

ペレーション・フィールド・カウンセラー）

ようになりました 。

ダイレクト・コミュニケーションで
社内に方針の徹底を図る

という役割があって 、OFCは一人で 〜

から 、それぞれの現場が 、高い利益目標を持

の積み上げによって業績が成り立っています

的に本部に集めて 、方針や情報の共有を図っ

に約1600人いますが 、このOFCを定期

店舗を担当しています 。現在 、OFCは全国

て 、お客様は生活に必要なものは一通り持っ

鈴木 いま消費飽和といわれる時代になっ

鈴木 小売業の場合 、各売場 、各店舗の成績

たなければ利益体質にはなりません 。ですか

ていて 、慌てて買おうと思うような商品が見

8

ています 。また 、イトーヨーカドーでも 、約

7

2

5

ら 、私は 、
「売場の担当者も経営感覚を持って 、

半導体産業以上に
小売業は最先端の感覚が必要

加盟店さんの経営をサポートするOFC（オ

業利益率 ％をターゲットにしている企業も

うに」と指導し続けてきました 。

な理由で 、仕事の中にある不合理な点やムダ

何かを改革しようという概念やテーマが先

間がかかり仕事の妨げになります 。

など 、つくる方もたいへんですが読むにも時

枚も 枚も書いていたり 、製品の設計が終わ

20

して変えていくという項目を具体的に示しま

に対する返事は 時間以内」など 、今後こう

A4サイズ 枚以内」
「メールなどでの質問

1

24

1

5
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2

坂本 確かに 、家の中を見回してみても 、慌

困難なことです 。

葉で言うのは簡単ですが 、実際にはたいへん

ません 。新しいものを生み出すというのは言

でと違ったものを提供していかなければいけ

ねに新しい商品やサービス 、あるいはいまま

流通業がお客様に満足していただくには 、つ

当たらなくなっています 。その中で 、私ども

きないけれど 、お客様のもとに持っていくと 、

体的にどういうものかはっきりとイメージで

ども 、どこにもモデルになるものがなく 、具

きません 。お客様が潜在的に求めているけれ

ているものをつくってもあまり付加価値が付

私たちのビジネスでも 、現在お客様が求め

むしろ小売業の方が最先端のビジネスですね 。

るわけではありません 。半導体産業よりも 、

が 、しかし 、それはまったく違うものをつく

いへんなことになるという反発もありました

当初は 、社内からもそんなことをしたらた

ーダメモリは自社で営業をすると決めました 。

になっています 。そうしたことから 、エルピ

に売っていかなければ 、ものが売れない時代

の製品構成を考えると 、お客様にダイレクト

いかと考えました 。現在のエルピーダメモリ

使うならメーカーに営業はいらないのではな

業部門があるなら商社はいらないし 、商社を

鈴木 小売業でも同じようなことが言えま

てて買わないといけないものは 、ほとんどあ

す 。小売業にはバイヤーやマーチャンダイザ

が 、お客様からはダイレクトになって良かっ

そのために 、私たちはお客様が何を求めて
ーがいますが 、従来は問屋や商社から提案さ

こんなものができるのかと驚いてもらえるよ

いるかということを考えて開発に活かすよう

りません 。その中で 、消費を喚起していくに
鈴木 いくら去年大ヒットした商品でも 、今
にしています 。携帯電話のチップでもそこま

たという意見がほとんどでした 。

年はもう売れません 。商品のライフサイクル
れた商品の中からピックアップして買い付け

うなものでなければ付加価値が付きません 。

はどんどん短くなっています 。かつては 、人
で考えて取り組んできたので ％近いシェア

は 、新しいものが必要なのですね 。

気商品は徐々に売れ行きが伸びていって最盛
期を迎え 、しばらくすると徐々に売れ行きが
落ちていくという 、グラフで表すと富士山型
のライフサイクルでした 。ところが 、いまで

を確保できるようになりました 。

それでは 、お客様のニーズの変化についてい

るというやり方がほとんどでした 。しかし 、

大容量化などが加速度的に進んでいるのです

は 、512M（メガ）が1G（ギガ）
、2Gへと

坂本 私たちがつくっているDRAMの場合

き出す努力をしないといけません 。

かけて 、つねにお客様の潜在的なニーズを引

きません 。こちらからお客様に積極的に働き

商品の延長で考えても 、将来売れる商品はで

な形になります 。ですから 、いま売れている

で 、グラフにすると 、茶筒を横から見たよう

社が成長して規模が拡大すると 、必ずといっ

化で衰退する」とおっしゃっていますね 。会

情熱で大きくなって 、責任感で安定し 、官僚

とめて報告しているだけです 。メーカーに営

うのは商社が集めてきた情報や販売計画をま

ネス形態をとっていて 、メーカーの営業とい

坂本 日本のメーカーはたいへん特殊なビジ

ね。

品を売ることが必要だとおっしゃっています

るのではなく 、自社の営業が直接お客様に商

業部門があるのだから 、商社を通して営業す

鈴木 坂本さんは営業についても 、自社に営

お客様に満足していただくには
自ら情報を集め、
販売計画を立てる

けません 。お客様に毎日接している小売業は 、
ていいほど官僚化していきます 。それを防ぐ

は 、一気に人気が出て 、急に売れなくなるの

ニーズの変化が販売情報として日々入ってく

私たちエルピーダメモリは 、まだ官僚化す

にはどんな点を注意されていますか 。

る域に達していません 。そういう問題を議論
また 、緊密な情報共有が求められる商品開

るのですから 、そのような情報を活かして 、

する余裕もありません 。ただ 、人事 、財務 、

発部門も人数を絞り込みました 。現在 、お客

坂本 日本の会社は大きくなると官僚化がど

よって 、お客様に満足していただける商品を

総務などは普通の日本の会社と比べてかなり

様は単品ごとに商品を見ているわけではなく 、

メーカーさんや専門家の人たちと一緒に商品

つくることで 、私たちもメーカーさんも 、チ

少ない人数でやっています 。その部署の人数

んどん進みます 。面白いことに台湾の会社は 、

ームの全員がメリットを共有できます 。セブ

を増やすと 、あっという間に官僚化が進みま

ジャケットとパンツ 、家のインテリアとカー

開発を行うことで 、お客様の中にある潜在的

ン‐イレブンでは 、すでに売上げの半分以上

す。

テンというように全体のコーディネートを考

夢で始まって情熱で大きくなるというところ

がそのようなチームＭＤでつくったオリジナ

鈴木 ほんとうにそう思います 。「スタッフ

えて商品を買われます 。ですから 、バイヤー

なニーズを商品化できるのではないかと考え

ル商品になっています 。

部門の人員を増やしてはいけない」と私もつ

も 、人数を絞り込んで広い範囲を見ていく必

を行ったり来たりして 、官僚化しません 。も

坂本 まったくおっしゃる通りです 。会社の

ねに言い続けてきました 。スタッフは何の担

要があります 。

て 、そのような取り組みを進めてきました 。

損益にもっともインパクトを与えるのは製品

当というように役割を固定せずにマルチに対

今日は 、坂本さんのお話をうかがい 、私の

っとも 、責任感で…というところに進まない

の価格です 。そこを自分たちで管理できなけ

応できるようにしておく方が 、人も少なくて

考えていることと重なりあう部分も多く 、た

これを私たちは「チームＭＤ（マーチャンダ

れば 、利益管理ができないに等しい 。そこに

すみます 。また 、人が少ない方が情報も正確

いへん意を強くしました 。また 、これからの

ため 、時々、問題が発生しますが 。

ついてエルピーダメモリはダイレクトにお客

に伝わります 。ですから 、少ない人数で情報

仕事の参考になる点も多々ありました 。お忙

イジング）
」と呼んでいます 。チームＭＤに

様に販売することで 、管理ができる体制にし

を共有して 、対応していく方が効率がいいわ

しい中 、長時間にわたりありがとうございま

しまう人が出てくる可能性もあります 。

ました 。

けです 。人数が増えると 、何か仕事をしなけ

した 。

官僚化による組織の衰退を防ぐには
間接部門の人数を増やさないこと

ればいけないと思って 、余分な仕事までして

鈴木 坂本さんは 、「会社は夢でスタートして 、
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「挑戦の具現化」へ
新たな取り組みが
相次いでスタート
企業価値の最大化を目指し、
グループの事業基盤およびサービス機能を強化

流通系で初めてとなる独自の電
子マネー「nanaco」は、サー
ビススタート後 日目の 月 日
に、早くも発行枚数が400万件
を突破し、月間の利用件数も 月
には3000万件を超えました。
また、 月に発売を開始した新た

なオリジナルブランド商品「セブ
ンプレミアム」
（Ｐ 〜 参照）も、
お客様から「おいしい」
「安心」と
いうお声をたくさんいただくなど、
セブン＆アイHLDGS．
の「挑
戦」は、大きな成果を生みだして
います。

これらの取り組みとともに、変
化し続けるお客様のニーズに的確
にお応えしていくための、グルー
プの機能強化やシナジーの強化に
向けた投資も積極的に進めていま
す。 月には、生活雑貨専門店と
して人気の高いLOFTを展開す
る（株）
ロフトの子会社化。 月に
は中小小売店向けに釣銭・両替サ
ービス等の展開を図る（株）
セブ
ン・キャッシュワークスの設立。
そして 、７月にはマタニティ、ベ
ビー、チャイルド用品の専門店を
展開する（株）
赤ちゃん本舗の子会
社化などを実施しました。

変化への対応を図り
各事業会社が積極的に投資

な事業展開を進めます。それとと
もに、シナジー効果を活かして多
様な出店形態にも柔軟に対応し、
事業領域の拡大強化に努めます。

セブン＆アイ・フードシステムズ
９月１日より新体制スタート
新・総合生活産業としての「挑
戦の具現化」を標榜してスタート
した2007年。 月に、グルー
プのフードサービス事業の統合・
再編に向けて設立したセブン＆ア
イ・フードシステムズは、 月
日、デニーズジャパン、ファミー
ル、ヨーク物産の 社を統合。レ
ストラン、給食、ファストフード
の 部門で事業再編を進め、「デニ
ーズ」
「ファミール」
「ポッポ」の
各ブランド価値向上を図っていき
ます。各事業においては、既存店
の活性化はもとより、新業態の開
発、グループの枠を超えた積極的

フトとセブン＆アイHLDGS．
各社の既存店舗の双方の魅力をよ
りいっそう高め、グループ企業価
値の最大化に活かしていきます。

ファストフード事業

活用することで、小規模店舗・売
場の開発などにも取り組んでいく
方針です。
これらの取り組みを通じて、ロ

3

グ力強化、③イトーヨーカドーや
ショッピングセンター「Ario」
への赤ちゃん本舗の出店、④両社
の顧客データを活用したマーケテ
ィングの推進などの点で基本合意
に達しました。
こ の 資 本・ 業 務 提 携 以 前 に
「Ario亀有」およびイトーヨー
カドー 店舗に赤ちゃん本舗が出
店しており、いずれの店舗におい
ても優れた成果を上げてきました。
これらの点も踏まえ、さらに赤ち
ゃん本舗のもつ、ベビーやチャイ
ルド部門の商品開発力、イトーヨ
4

7
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シナジーの強化と客層拡大へ
赤ちゃん本舗を子会社化

69

11

6

給食事業

16

70

1

36

雑貨専門店の草分けとして、今も新しいライフス
タイルを発信し続ける「LOFT」
。

レストラン事業

大阪市に本部を置く赤ちゃん本
舗は、マタニティ、ベビー、チャイ
ルド用品の専門店を全国に 店舗
展 開 し て い ま す 。会 社 設 立 は
1941年で、すでに 年近くに
わたって「安らぎと楽しさと生き
がいのある幸せな暮らしをお届け
する」を基本理念として 、安心と
信頼のおける良品をリーズナブル
な価格で提供してきました。
この 月、イトーヨーカドーは
同社と資本・業務提携に関する基
本合意書を締結し、これに基づき
月に契約を交わして、同社の株
式の 分の を取得しました。
業務提携に関しては、①イトー
ヨーカドーを中心としたセブン＆
アイHLDGS．
の経営資源の活
用による赤ちゃん本舗の基盤強
化、②イトーヨーカドーおよび赤
ちゃん本舗のマーチャンダイジン
2

9

35

生活雑貨専門店「LOFT」を
グループの一員に

70

80

1

3

（株）
ロフトは、首都圏を中心に
生活雑貨専門店「LOFT」を
店舗展開しています。セブン＆ア
イHLDGS．
の百貨店部門の中
核会社であるミレニアムリテイリ
ングは、従来も同社株式の ％超
を保有する筆頭株主となっていま
したが、この 月、新たな株式取
得により保有割合を ％超として
同社を子会社化しました。
これにより、セブン＆アイHL
DGS．
は 、成長戦略の共有化を
図りながら、ロフトのブランド価
値を高める新たな成長シナリオを
推進し、グループ各社とのシナジ
3

6

記者会見で握手を交わすイトー
ヨーカドーの亀井社長、赤ち
ゃん本舗の小原社長、セブン
＆アイ HLDGS. の村田社長。
（左から）

6

3

5

ー効果も高めていく方針です。
その第一のポイントとなるの
が、ロフトのもつ生活雑貨分野で
の優れたマーチャンダイジング力
と店舗づくりの技術です。イトー
ヨーカドーをはじめグループ各
社、各業態でのマーチャンダイジ
ング力向上に、その優れた技術を
活かし、グループ全体としてより
いっそう魅力のある商品・サービ
ス提供を実現し 、セブン＆アイ
HLDGS．
のブランド価値の向
上を図っていきます。
また、昨今の店舗展開において
大きなニーズのあるモール型ショ
ッピングセンターの開発において
も、GMS業態の核テナントとし
てイトーヨーカドーが、専門店の
核テナントとして「LOFT」を、
というようにショッピングセンタ
ー全体で、よりいっそう地域ニー
ズへの対応力を強化することがで
きます。
さらに、ロフトの新たな成長戦
略の一環として、グループの事業
インフラやさまざまな経営資源を
7

3

1

1942年2月12日生まれ。1967
年 イトーヨーカ堂入社。1982
年 取締役オペレーションサポー
ト部長、1987年 食品事業部長、
1991年 常務取締役。1992年
衣料事業部長。1993年 営業本
部長、1996年 専務取締役、中
国室長。成都および華糖ヨーカ
堂の設立から携わり、
中国でもっ
とも成功した外資として評価さ
れる。

ステムやオペレーションノウハウ
を活用し 、金融 、物流 、セキュリ
ティなどの専門会社と連携してそ
れぞれの専門的なノウハウを結集
することで、
「安心・安全、安価・
簡便な」金融サービスを可能にし
た点が挙げられます。しかも、グ
ループの既存インフラを活用する
ことで、低コストの事業運営によ
る収益構造に優れたビジネスモデ
ルが構築でき、中小小売業等の皆
様に継続性のあるサービス提供を
図っていくことが可能です。
サービス開始は今秋の予定。釣
銭宅配サービスは 、まずセブン‐
イレブン店舗向けのサービスから
スタートし、事業スキームを検証
したうえで、その後一般の事業者
向けに展開を図っていきます。ま
た、釣銭交換機サービスは、独自
に交換機を開発して2008年春
以降首都圏のセブン‐イレブン店
舗から順次設置していく予定です。
この新規事業について、セブン
＆アイHLDGS．
村田紀敏社長
は次のようにその使命を語ってい
ます。
「日々、社会資本を活用して流通
サービス事業を展開している企業
にとって、既存の事業インフラを
活かして社会的なニーズに応える
ことは、企業の基本的な使命です。
そのような使命感をもって、持続
性のあるビジネスモデルを構築
し、長く中小小売業や飲食事業者
の方々に利便性を提供し続けるこ
とができる事業を育てていきたい
と考えています」。
この他にもコンビニエンススト
ア事業部門においては、2005
年に完全子会社化した米国のセブ
ン‐イレブン・インク（7 El
, Inc．
even
）が、過去最大規
模の投資を実施して今後 年間に
1000店舗の新規出店 、既存
6000店舗の改装を進めるな
ど、積極的に競争力の向上を図っ
ていく方針です。
グループ全体の戦略の共有化の
下で、各事業分野・事業会社によ
る自主的な成長戦略の推進によ
り、セブン＆アイHLDGS．
は企
業価値最大化の取り組みをますま
す強化しています。
-

圏内にお住まいの近隣の方々で
す。この商圏の変化等を踏まえて、
サービス、メニュー開発などあら
ゆる面で、徹底的に出店地域に根
をおろした対応を図っていきます。

給食事業は、収益性の
明確な裏付けをもって積極展開へ
給食事業については、すでにグ
ループ外の会社、学校などへのケ
ータリングを手掛けています。こ
の点も、コスト、出店条件などの
観点から事業構造の再構築を図
り 、フォーマットを明確化して 、
積極展開に取り組んでいきます。
また、
「ポッポ」のブランドでイ
トーヨーカドー店内に展開してい
るファストフード事業について
も、事業構造を明確化することで、
イトーヨーカドー以外のグループ
会社との連携も検討していきます。
おいしい料理の提供はもちろん
のこと、
「明るさ」
「元気」をお客
様に提供することも、食の重要な
使命です。セブン＆アイ・フード
システムズの経営にあたっては、
この点を大切にして、社員全員が
心からお客様に明るさと元気を提
供する接客サービスに全力を注い
でまいります。

10

「7」を中心に 2 つの円
形でお金の還流を表し
たセブン・キャッシュ
ワークスのロゴマーク。

4

ーカドーの仕入れ・販売力など、
両社の優れた点を組み合わせて、
よりいっそう魅力ある商品、売場
づくりを推進していく方針です。
さらに、お互いが持つ異なる客
層の組み合わせによって、新たな
顧客層を開拓することが可能にな
り、少子高齢化社会にマッチした
ビジネス基盤づくりに活かしてい
きます。

セブン＆アイHLDGS．
では、
グループの店舗網や物流機能など
既存の事業インフラを活用するこ
とで、そのようなニーズに応える
ことが可能であると判断し、新会
社の設立に至りました。
新会社の主な事業内容は、①釣
銭宅配サービス、②釣銭交換機サ
ービスです。セブン‐イレブン店
舗をサービス拠点として活用する
ことで、原則として年中無休 時
間の利便性の高い釣銭サービスの
実現を図ります。
事業の特徴としては、世界最大
規模の高速大容量の専用通信網を
擁するセブン‐イレブンの情報シ

いま、少子高齢化、低価格化の
台頭などファミリーレストラン事
業のマーケットは大きく変化して
います。外食事業では、これにい
かに対応していくかが大きな課題
です。デニーズはすでに 年にわ
たってお客様に親しまれてきまし
たが、改めて客層の分析から事業
モデルの再構築を図る時期にきて
います。メニュー開発、接客サー
ビス等、あらゆる面でデニーズの
ブランド力を高めていくことに全
力を注ぎます。なかでも、最大の
課題は既存店の活性化です。いま
やお客様の中心は、数百メートル

デニーズは地域に根ざした
店舗づくりを促進

拡大に寄与していきます。

趣味：仕事。
「時間があれば仏
像めぐりもしたいが、のめりこ
みそうなので」
「印象に残っている仕事は、ゼ
ロからスタートした中国。お客
様に頭を下げることもしなかっ
た中国人が、お客様のために自
ら考え、実行し、検証していく。
それができるようになった時に
は涙が出るほど感動しました」

新たな金融サービスの提供へ
セブン・キャッシュワークス設立

3

●プロフィール
塙 昭彦（はなわ あきひこ）

月 日に発足したセブン・キ
ャッシュワークスは、中小小売店、
サービス事業者の釣銭・両替のニ
ーズに応えるというこれまでにな
い新しいビジネス分野の開拓を目
指しています。この背景には、近
年、既存銀行の業務の効率化や店
舗網の見直しにより、営業用の釣
銭配達や両替サービスからの撤退
が進行していることがあります。
このため、全国におよそ340万
店舗あるといわれる中小小売店や
飲食店では、釣銭の調達に苦心し
ており、セブン‐イレブン店舗か
らも切実な声が多く寄せられるよ
うになりました。

3

塙 昭彦

第二は、マーチャンダイジング
改革です。食材の仕入れや供給ル
ート、物流インフラの共有化をは
じめ、備品や資材購入等も一本化
していく方針です。これを通じて、
よりいっそう合理的なコストで、
商品の品質を高め、お客様にご満
足いただけるフードサービス事業
の基盤を構築していきます。
出店においても、すでにデニー
ズではセブン‐イレブンやイトー
ヨーカドー、ヨークマートと共同
出店を行っていますが、統合後は、
さらに連携を強化して、グループ
各社と共同で店舗開発なども進め
ていく方針です。これにより、グ
ループとしてもこれまで以上に柔
軟に地域ニーズに応える店舗開発
が可能になりグループシナジーの

セブン＆アイ・フードシステムズ
代表取締役社長
最高執行責任者（ＣＯＯ）

24

赤ちゃん本舗は、
「Ario亀有」やイトーヨーカドー
4 店舗でも大きな集客力を発揮。

事業構造の見直しを進め、
少子高齢化時代のフードサービス事業の確立へ

5

人事交流と
マーチャンダイジング改革の推進

9

3

11

6

セブン＆アイ・フードシステム
ズは、予定通り、この 月 日に
デニーズジャパン 、ファミール 、
ヨーク物産の 社を統合し、外食、
給食、ファストフードの 事業部
門を発足させる運びとなりまし
た。事業統合に当たっては、まず
つの統合に力を注いでいきま
す。第一は、人事交流です。これ
は、 社それぞれ異なる歴史をも
っており、人事制度等についても
違いがあります。この点を踏まえ、
制度の一本化を早急に図り、各社
の人材が相互に乗り入れ、積極的
に交流を進めることで、ノウハウ
の共有も推進していきます。
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新社長インタビュー

2

New Item & New Service
New

S

ervice セブン-イレブン

2008年2月期 第1四半期

事業基盤の強化とシナジー効果で
増収増益を達成

「Yahoo!オークション」のご利用をより安心・便利にする
セブン-イレブンの発送・受取りサービス
ルチコピー機で専用伝票を発行し、
レジで発送の手続き

ン」で落札された商品を、
セブン-イレブン店頭で発送・

と配送料金の支払いをします。一方、落札者はジャパン

受取りできるサービスが7月から始まりました。全店で、

ネット銀行に設けられたオークション決済専用口座に代

24時間いつでもご利用いただけます。

金を振り込みます。この口座は1回ごとの使い切りで、

これまで出品者と落札者は、Eメールなどを使って入

出品者の口座番号や名義が表に出ることはありませ

金・発送方法、送り先などの連絡をしていましたが、
その

ん。代金は、落札者が商品を受け取ったという情報が届

ために出品者の口座番号や名義、落札者の住所・氏

くまで、出品者の口座には入金されないので、代金を払

名・電話番号といった個人情報を伝える必要がありまし

ったのに商品が送られてこないといったトラブルを避ける

た。
また、留守がちで宅配便を受け取れない方も多く、
コ

ことができます。

ンビニエンスストアでの対応が望まれていました。
そこでセブン-イレブンでは、Yahoo! JAPANと組んで
ユーザーの決済・金融ニーズに応えるために「Yahoo!

セブン-イレブンとYahoo! JAPANは、お互いのリ

ネットバンキング」
と連動した仕組みを構築。
ジャパンネッ

アルとネットそれぞれの強みを活かした満 足 度の高

ト銀行の決済情報とセブン-イレブンや宅配会社の配

いサービス開発に向けて、包括的な業務提携を結ん

便利で安心して使える仕組みを構築しています。

6

1

3

80

5

7

5

でいます。発送・受取りサービスはその第1弾。秋には
「nanacoポイント」
と
「Yahoo! ポイント」の相互交換も

セブン-イレブンで発送するには、出品者は店頭のマ

予定しています。今後の動きにぜひご注目ください。

連結業績
2008年2月期第 1 四半期
前年同期比

1 出品

Yahoo!オークション

出品者

落札結果が管理画面に連動

¥

事業の種類別

落札

落札者

Yahoo!ネットバンキング
3 受取り店舗

ジャパンネット銀行

を登録

6 落札品

136.9％

コンビニエンスストア

5,467 億円

104.4％

5,235 億円

119.7％

スーパーストア

5,122 億円

119.4％

4,288 億円

100.2％

百貨店

2,520 億円

104.2％

2,419 億円

5 発送

落札者の受取り登録店舗

※出品者は、
事前にYahoo !と提携しているジャパンネッ
ト銀行に利用登録していただく必要があります。
※セブン-イレブンで発送できる梱包サイズは100サイズ
（3辺の長さの合計が100cm）
で、
重さ10kg以内まで。
お受取り期間は店頭到着後3日以内です。

—

レストラン

290 億円

93.3％

311 億円

99.6%

金融関連

285 億円

118.6％

240 億円

123.2％

79 億円

107.0％

73 億円

202.9％

営業利益

事業の種類別

7「落札品受取り完了」

8 代金入金

13

1 兆 2,482 億円

消去または全社

4 代金を振込み

出品者の普通預金口座

109.4％

その他

受取り

決済用の口座番号を割当て

××××××

1 兆 3,656 億円

営業収益

2 入札

2007年2月期第 1 四半期
IY 連結
前年同期比

△ 108 億円

710 億円

—

△ 88 億円

—

106.3％

668 億円

116.3％

コンビニエンスストア

480 億円

98.9％

485 億円

101.5％

スーパーストア

135 億円

202.2%

67 億円

124.9%

52 億円

80.1％

65 億円

百貨店
レストラン

△ 6 億円

—

67.3％

40 億円

79.0％

51 億円

151.6％

4 億円

124.5％

3 億円

519.5％

消去または全社

2 億円

—

△ 11 億円

21

1

—

経常利益

692 億円

103.8％

667 億円

115.9%

四半期純利益

357 億円

101.2％

353 億円

194.8％

12

16

—

5 億円

その他

金融関連

す。（Ｐ 〜 参照）
こうした取り組みの結果、当第 四半期の
連結業績は増収増益となりました。
なお関連会社から子会社となったロフトの
業績は、期首より連結子会社として当社の業
績に算入しています。

送情報を、
「 Yahoo! ネットバンキング」
が一元管理し、

当第 四半期の国内経済は、輸出関連企業
の収益改善や設備投資の拡大などで引き続き
回復基調にありましたが、個人消費の本格的
な回復には至りませんでした。
そ の よ う な 環 境 の も と 、セ ブ ン ＆ ア イ
HLDGS．
では、
既存事業領域の強化に向け
て、2007年 月に首都圏・関西を中心に
雑貨専門店を展開する（株）
ロフトを株式の
追加取得により子会社化しました。さらに同
年 月には、セブン＆アイHLDGS．
、トヨ
タファイナンシャル、セブン銀行が共同で 、
営業用現金（釣銭）提供サービスを行う
（株）
セ
ブン・キャッシュワークスを設立。同年 月
には 、マタニティ、ベビー、チャイルド用品
の専門店を展開する（株）
赤ちゃん本舗を、イ
トーヨーカ堂の子会社化するなど、事業基盤
の整備を積極的に進めています。
シナジー効果の実現に向けては 、セブン
＆ ア イ H L D G S ．独 自 の 電 子 マ ネ ー
「nanaco」を導入し、2007年 月末
から国内のセブン‐イレブン全店舗で利用を
可能にしました。サービス開始から 日目に
発行件数は400万件を突破、利用件数も計
画を上回る水準で推移しています。また、
月から、スーパーストア事業を中心とするグ
ループ各社で共同開発した新たなプライベー
トブランド「セブンプレミアム」商品の販売
を開始し、好調な実績をあげています。今後
は食品分野のアイテムを拡充するとともに、
日用雑貨の分野でも商品開発を進めていきま

国内最大手のオークションサイト
「Yahoo!オークショ

決算

注）2007年2月期第1四半期の前年同期比
は、2006年2月期第1四半期のイトーヨー
カ堂連結数値に対する伸び率を表示。

ケーキのある楽しい時間

14
＊ 2002年4月の食品衛生法の改正により、アレルギーの発症頻度が高く、症状が重いとされる「卵・乳・小麦・そば・落花生」の 5 品目は特定原材
料として表示が義務付けられています。また特定原材料に準じるイカ・エビ・キウイフルーツ・牛肉などの 20 品目についても表示が推奨されています。

普段でも食べられるケーキがほしいという声にお応えして、2006年7
月に「ハッピースイーツ」を販売開始。ピース売りのケーキとムースを、
イトーヨーカドー 82 店舗で販売しています。また、今年の 7 月からは
特定原材料を一切含まないフルーツゼリー 4 種も新たにお目見え。
〔ハッピースイーツ〕米粉と豆乳クリームでつくったショートケーキ 3
種各 450 円、ムース 398 円。
（左）
〔みんなの食卓〕ゼリー 4 種各
120 円〜 160 円

みんなと一緒の食卓で
おなかも心もいっぱいに。

クリスマスとお誕生日は、ケーキの登
場頻度が高い 2 大ファミリーイベン
ト。一緒にテーブルを囲むお友だちや
ご家族にもおいしいと言っていただけ
るよう、味にもこだわります。
「誕生
日ケーキ」
は、
イトーヨーカドーではネッ
トで注文を承り、
全国に宅配が可能（宅
配のみ）
、デニーズは店で注文・受け
取りとなります。
今年のクリスマスケーキは 10月から
予約スタートの予定。ラ・フランスの
果肉が入ったドーム型ケーキで新たな
おいしさをご提供します。

特定の食べ物を食べることで 、じ
んましんや下痢 、嘔吐 、呼吸困難な
どの症状が現れる食物アレルギー
は 、ここ 年ほどで急増しています 。
発症数が多い乳幼児において 、アレ
ルギー原因の上位を占めているの
は 、卵・乳製品・小麦 。さまざまな
食べ物の味を覚える時期に 、食物ア
レルギーに苦しむ姿はお子さん本人
だけでなく 、親御さんにとってもつ
らいものです 。
イトーヨーカドーでは 、アレルギ
ーをお持ちの子供たちにも通常のお
子さんと同じようにケーキを食べて
いただきたいと 、2004年のクリ
スマスに「米粉と豆乳クリームのケ
ーキ」を発売しました 。卵・乳製品・
小麦を一切使わず 、他のラインや空
中に浮遊している小麦粉などが混入
しないよう 、製造機器から壁や天井 、
通風口までを 日がかりで清掃・除
去し 、ようやく生産にメドのついた
300個のケーキは 、またたく間に
予約完売 。アレルギーのお子さんや
親御さんから 、「つくってくれてあり
がとう」
、
「初めてお友だちを呼んで
クリスマス会をしました」といった
声が多数寄せられました 。
その声に力を得て 、翌2005年
には 、専用の製造ラインを新設し 、

取り扱いもグループに拡大 。昨年は 、
ヨークベニマル 、ヨークマート 、デ
ニーズとセブン‐イレブン（一部地
域）で扱い 、 万個以上を完売しま
した 。また 、昨年より年間を通して
注文できる「誕生日ケーキ」をイト
ーヨーカドーとデニーズでスタート 。
ショートケーキ（個食サイズ）やム
ースなどの日常のスイーツも 、イト
ーヨーカドー 店舗で展開中です 。
他方 、アレルギーのあるお子さん
も外食を楽しめるよう 、2002年
か ら ＊特 定 原 材 料（ 卵・ 乳・ 小 麦・
そば・落花生）を使わない「低アレ
ルゲンプレート」を業界に先がけて
販売したのがデニーズです 。食材は
隔離保存し 、調理にも専用の器具を
使い 、 人で仕上げています 。
その他にも 、セブン‐イレブンで
は 、オリジナル商品のラベルに特定
原材料 品目とこれに準じる 品目
すべてを表示 。そごうや西武百貨店
では 、定期的に外部機関に委託し 、
売場での表示と商品の成分検査の照
合を行うなど 、つねに表示の適正化
を図っています 。
アレルギーに負けずにがんばって
いる子供たちが「おいしい 」と笑
えるように 、これからも取り組みを
続けていきます 。
20

!

いつでも気軽にスイーツを

デニーズでは、専用の調理器具を使用し、専任スタッ
フが一人で調理・盛り付けを担当して、アレルギー物
質の混入を防いでいます。初めて外食をしたお子さん
の喜ぶ姿や、親御さんのうれしさが綴られた手紙やメー
ルが、スタッフの意識をさらに高めています。
低アレルゲンプレート 500 円
（下）
、
低アレルゲンカレー
480 円（一部取扱いのない店舗があります）

2

1

82

個人差が大きい食物アレルギー。油脂
ひとつとっても、採油の原材料まで
チェックしないと予防につながらない
ことも。
「米粉と豆乳クリームのケー
キ」は、特定原材料以外の原材料も
すべて開示しています。

「外食したのは初めて」と喜びの声

15

1

5

徹底的な情報開示で安心
ケーキの製造ラインを担当するのは、アレルゲン混入
防止のための教育を受けたスタッフのみ。専用ラインを
新設し、更衣室も通常ラインのスタッフとは別にして、
管理を徹底しています。

アレルギー対応スイーツ・低アレルゲンメニュー

アレルゲンをシャットアウト

のリーダーである大高善興ヨーク
ベニマル社長は語ります︒
同じカテゴリーの商品なら︑
﹁セ
ブンプレミアム﹂はナショナルブラ
ンド︵ＮＢ︶の人気商品と同等以上
の品質で︑価格はよりお手頃に︒
これを実現するため︑今回のプ
ロジェクトでは各社のマーチャン
ダイザーとバイヤーが開発カテゴ
リーごとにチームを組み︑それぞ
れの持つノウハウやインフラを結
集︒マーケティングを強化し︑お
客様の不満やご要望をすくいあげ
るとともに︑グループ開発商品と
して実現すべき品質・仕様の基準
を徹底的に検討しました︒そして︑
経験やカンに頼った開発ではなく︑
おいしさの理由を数値化して客観
的に分析・開発するという考え方
と手順を︑グループ共通の開発手
法として確立しました︒このこと
は︑今後のグループＭＤに大きな
道を拓いたことになります︒また︑
プロジェクトに参加した一人ひと
りが︑身につけた開発ノウハウは︑
すでに各社の他分野の商品開発に
も活かされ始めています︒

「おいしさ」の理由を徹底分析し、大多数に好まれる味を追求し
ています。

こだわり 2 おいしい

こだわり 4 最高の技術

優れた技術を持つメーカーさんと共同開発を行い、最高のコスト
パフォーマンスを実現します。

こだわり 5 ユニバーサルデザイン

パッケージは読みやすく、わかりやすい表示やデザインで統一。
表示の文字も大きくしました。

今︑お客様は︑商品の安全・安心
に強い関心を持たれています︒
﹁セブンプレミアム﹂では︑
﹁レシ
ピマスターシステム﹂を活用し︑ど
のメニューにどのような原材料が
どのくらい使われているかを︑メー
カーさんとの情報共有により把握︒
原材料管理とトレーサビリティの
確保を実現しています︒また︑賞味
期限や消費期限︑原材料︑添加物︑
アレルゲン︑栄養成分などの情報も

商品の前面にカロリー表示。お客様の健康志向を応援します。

スケールメリットを活かし、高品質な商品を毎日お求めやすい価
格で提供します。

5月17日、各社のトップが集合して
「セブンプレミアム」
をお
披露目。左からシェルガーデン飯田社長、ヨークベニマル大
高社長、セブン&アイHLDGS. 村田社長、イトーヨーカドー
亀井社長、ヨークマート川上社長。

こだわり 7 リーズナブル・プライス

一元管理し︑専任のＱＣ
︵品質管理︶
担当者を配属して︑お客様からのお
問い合わせにも迅速に対応できる
体制を構築しました︒
さらに﹁セブンプレミアム﹂で特
徴的なのは︑通常︑ＰＢ商品では表
示されない
﹁製造者﹂を明記したこ
とです︒信頼あるお取引先と組ん
で︑お互いの責任を明確にすること
で︑お客様からも安心感があるとご
好評をいただいています︒

こだわり 6 健康応援

昨年11月にセブン ‑ イレブン、イトーヨーカドー、ヨー
クベニマル、ヨークマート、シェルガーデンが参画して
スタートした
「グループ MD 改革プロジェクト」
。その成
果である新プライベートブランド
（PB）
「セブンプレミ
アム」
の第1弾を 5 月23日に発売し、その後も新商品が
続々と登場しています。お客様の日常の食卓に徹底的に
こだわり、これまでにない新しい商品開発の考え方や仕
組みに基づいて誕生した
「セブンプレミアム」
には、セブ
ン & アイHLDGS. のノウハウとスケールメリットが存
分に活用されています。その品質の確かさとリーズナブ
ルな価格設定に、リピート購入されるお客様も増えつづ
け、新商品への期待も高まっています。
商品によっては地域別に味や製法も変え、より地域のお客様
に愛される商品づくりを行っています。

こだわり 3 地域の味

「セブンプレミアム」誕生!

厳選された原材料を衛生的な工場で製造。
トレース可能で安
全・安心な素材です。

お客様に﹁安心﹂を提供する
誠実で機能性の高い仕組みづくり

こだわり 1 安全・安心

16
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つのこだわり

セブン&アイHLDGS. のノウハウと
スケールメリットを活かしたグループ開発商品

7
「セブンプレミアム」

各社の力を結集し
新しい手法で商品開発に挑戦
﹁セブンプレミアム﹂では︑スト
アロイヤルティを高める﹁主力商
品﹂の開発が大きなテーマです︒
﹁ＰＢ商品では︑日常の暮らしで
頻繁に利用され︑大多数の人がお
いしいと言ってくれる品質のもの
を︑リーズナブルな価格でご提供
することが重要です︒お客様の来
店動機につながり︑同時にグルー
プ各社の社員が︑これがセブン＆
アイＨＬＤＧＳ．
だと︑誇りを持っ
て販売できる商品を目指しました﹂
と︑グループＭＤ改革プロジェクト
各社の開発担当者が集まって情報共有し、意志を統一して客観的
な分析をもとに開発しています。

特集
SEVEN PREMIUM

ロリー表示も前面に記載しました︒
袋 物 は 力 を 入 れ ず に開 け や す く
し︑絵表示を増やすなど︑それぞれ
に使い勝手も工夫しています︒
こうしたパッケージの包材も︑
原料と同様に一元管理しているの
で︑新規包材の切り替えや︑お客
様・売場の声を反映したデザイン
変更などにも︑不要の在庫を抱え
ることなく︑スムーズに対応する
ことができます︒

組みづくりを進めています﹂と︑大
高社長は販売でもシナジーを最大
限に活かす取り組みとして位置づ
けています︒
今後も新しい﹁セブンプレミア
ム﹂商品が︑毎月続々と登場しま
す︒さらに︑食品部門で培った開
発ノウハウを活かして︑ 月には
住居部門でも︑改革プロジェクト
のチームが発足︑活動を始めてい
ます︒セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
は︑
グループ一体となった商品開発で︑
お客様にご満足いただける最高の
商品を提供し続けていきます︒
7

ぎっしり詰まった大粒果実を
透明容器でわかりやすくアピール

大粒の果実を
なめらかなゼリーで包みました。
果実の風味を活かす、
甘さ控えめなゼリーです。

売場でも試食などで積極的にお客様に味を伝えています。

誰もが見やす く使いやすい
ユニバーサルデザインのパッケージ
商品の顔であるパッケージにも
こだわりました︒
ロゴはシンプルで力強く︑ブラン
ドカラーは︑新鮮さやナチュラルな
やさしさ︑信頼感を感じさせるグ
リーンに設定し︑清潔感のある白
と組み合わせました︒
また︑誰もが見やすく使いやす
い﹁ユニバーサルデザイン﹂の考え
方を取り入れ︑商品名や成分表示
の文字を大きく読みやすくし︑カ

開発・販売が一体となり
商品の価値をお客様にアピール
認知度はめきめきと向上︒投入し
た全カテゴリーで﹁セブンプレミア
ム﹂は売上げ上位を占めています︒
﹁新ブランドの認知が得られた
今後は︑シーズンテーマによるフェ
アや関連販売などで﹃セブンプレ
ミアム﹄商品を積極的にアピール
し︑お客様の暮らしに欠かせない
ブランドとして存在感を高めてい
きます︒こうした売り方について
のノウハウも︑各社で共有する仕

カロリーは人気ＮＢ商品の半分以下
健康志向をとらえたドレッシング
みかんゼリー
ミックスゼリー
白桃ゼリー

5
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成分表示は大きな文字で
（原寸大）
。

価格ではなく︑おいしさと満足感でリピートしてもらいたい︒
﹁セブンプレミアム﹂のフルーツゼリーは︑透明容器の底に隙間が
見えないほど︑ぎっしりと果肉が詰め込まれています︒
みかんゼリーではＬサイズ︵ ・ ｇ ︶のみかんの実を用い︑実
割れがないように気をつけています︒白桃ゼリーはジューシーな
完熟桃を使用し︑
スプーンでも切れる柔らかさが自慢の逸品︒
ミッ
クスゼリーは︑マンゴー︑チェリー︑パイン︑みかん︑白桃の 種
のフルーツをバランスよく配合した贅沢感が魅力です︒ゼリーは
甘さ控えめにし︑果肉との調和を重視しています︒この価格でこ
のボリュームは︑グループのスケールメリットを活かした︑他には
マネのできない価値です︒
7

「誰にでもわかりやすく使いやすい」
というユニバーサルデザ
インの考え方を基本に、パッケージの文字の表示位置や書
体、大きさなどを決定しました。
ミックスゼリー 98 円
白桃ゼリー
98 円
みかんゼリー 98 円

5

ごまドレッシング
和風たまねぎドレッシング

1

市場で最も売れているドレッシングに負けないおいしさを維持
しながら︑カロリーはなんと半分以下︒
﹁セブンプレミアム﹂のド
レッシングは︑野菜を多く食べたいというお客様の健康志向を徹
底してサポートしています︒
カロリーを減らすには油分を減らすことですが︑野菜は少量の
油とともに摂取したほうが脂溶性ビタミンが吸収されやすいた
め︑あえてノンオイルにはしませんでした︒
ただし︑うまみの元でもある油分を控える分︑鰹だしやたまり
醤油などを贅沢に使用し︑タマネギとゴマもふんだんに用いて︑
さっぱりしたなかにコクのある味わいを実現︒カロリーは︑人気
ＮＢ商品の 分の 近くにまで抑えました︒

ごまドレッシング 300 ㎖ 298 円
焙煎したゴマの豊かな香ばしさ、
粒ゴマの具材感が
食欲をそそります。

3

和風たまねぎドレッシング 300 ㎖ 298 円
タマネギと鰹だしの風味が絶妙。
具材感のある贅沢なドレッシングです。

発売にあたり︑プロジェクトで
は全商品のおすすめポイントが
入ったポスターと︑開発のこだわ
りを伝えるビデオを全店に配布し
ました︒店舗では︑それらを商品
知識の習得に役立てながら︑売場
全員が試食を行い︑自信を持って
お客様においしさと価値をアピー
ルしています︒
このような開発と販売現場が一
体化した取り組みにより︑お客様の

こだわりの一例をご紹介します。

特集
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「セブンプレミアム」◎おいしさの理由

サキイカやイカの燻製など︑おつまみの定
番を︑家で 〜 人でつまむのにちょうどい
い食べ切りサイズにしました︒
﹁函館こがね﹂は︑国内で水揚げされたス
ルメイカの胴体のみを皮ごと加工︒通常の
工程では 次調味と乾燥を行いますが︑過
度な工程と調味料を省くことで︑イカ本来
の風味と旨味を最大限に活かしました︒
﹁いかくんせい﹂は肉厚のムラサキイカを
使用し︑ブナ材のチップで 分︵通常品は
分︶燻製しました︒本格派にこだわった味と
香りが食欲をそそります︒
﹁チーズ鱈﹂は︑チェダー︑サムソー︑マリ
ボー︑マスカルポーネの 種類のチーズを︑
試食を重ねて絶妙の配合に︒ソフト感とな
めらかな口どけを実現しました︒

1

13 枚入り 198 円

30

塩分控えめの佃煮は
使いやすいパッケージも魅力
ごま昆布
しそ昆布
ごま昆布 178 円
しそ昆布 178 円

佃煮を好んで買われる方は︑ 歳代以降︒
また︑塩分の取り過ぎを気にされるのも年
代を追うごとに増えていきます︒そうした
方にも安心して食べていただける塩分控え
めの昆布の佃煮です︒昆布は佃煮に適した
北海道釧路産長昆布を使用︒トップメーカー
のフジッコさんと組み︑独自の製法によりム
ラのない味付けでやわらかく仕上げました︒
塩分はＮＢ商品より ％カットしています
が︑味はしっかり︒
また︑佃煮のパッケージは一度フタをはが
すと閉まりにくく保存しづらいという不満
の声が多いのをうけて︑開けやすく密閉性
も高いリクローズ容器を採用しました︒ユ
ニバーサルデザインの視点が活かされた容
器です︒
20
21

函館こがね 198 円
いかくんせい 198 円
チーズ鱈
198 円
158 円
98 円
プレーン 500g
加糖
120g

まだまだあります！﹁セブンプレミアム﹂

260g 168 円

40

夏の冷蔵庫に常備しておきたいアイスキャ
ンディー。青森産ふじりんご果汁を使用し
た自然な甘さと深みと、ホワイトキュラソーを
使ったさわやかな香り。さっぱりとしたアイス
は、大人にも人気です。

2

安心・安全でおいしく︑
リーズナブルなお値段がうれしい
﹁セブンプレミアム﹂
︒
好評の第 弾に続き︑毎月新商品が登場し︑
お客様のより豊かな暮らしをバックアップしていきます︒

ラングドシャチョコ

厳選した豆をていねいに焙煎。香り高
く、酸味や苦みのバランスも絶妙なボ
トルコーヒーで、
くつろぎのひとときを
豊かに演出します。牛乳との相性も
抜群です。
65 ㎖ 5 本入り 198 円

60

LA-2 プロバイオティクス
ヨーグルト

4

1

2

しょうゆヌードル
88 円
シーフードヌードル 88 円
10 袋入り 198 円

900 ㎖
（無糖・甘さひかえめ）各 158 円

アイスキャンディーソーダバー

本物の素材と味にこだわった
食べ切りサイズのおつまみ

柿の種 &ピーナッツ

1000 ㎖ 198 円
200 ㎖
88 円

ラングドシャロール

20

65 ㎖ 5 本入り 198 円

見た目も︑味も︑価格も満足
安心感のある定番の味

10 個入り 298 円

珈琲
メロンソーダバニラバー

しょうゆヌードル
シーフードヌードル

厚切りバウム

生豆選びから焙煎まで
手間ひまかけた
こだわりの味

函館こがね
いかくんせい
チーズ鱈

28 枚 158 円

おいしい緑黄色野菜

﹁セブンプレミアム﹂のカップ麺は︑何度で
もリピートしたくなる味わいとお得感を両
立した︑充実のカップ麺です︒
お湯を入れてできあがった段階で︑たっぷ
りとふくらんだたくさんの具材が目に飛び込
んできます︒単純に量を増やすだけでなく︑
エビやカニカマボコも品質にこだわりました︒
また︑カップ麺はスナック感覚が強く︑味
の濃いものが多い中︑
﹁セブンプレミアム﹂
は全部食べきった時の満足感や飽きのこな
い味わいを追求しました︒しょうゆヌード
ルは濃口しょうゆ仕上げの香ばしいスープ︒
シーフードヌードルもあっさり味ながら︑食
べていくうちに海鮮ダシのおいしさがじん
わりと口の中に広がります︒最後まで飲み
きっていただける自慢のスープです︒

ソフトせんべい

25 種類の野菜と3 種類の果実の
栄養が同時に摂れる野菜ジュース
や、生きた乳酸菌を腸まで届ける
ヨーグルトなど、高機能な商品でヘ
ルシーライフをサポート。

おなじみのお菓子も、より飽きのこないおい
しさを追求。安心で確かな品質にこだわり
ながら、リーズナブルな価格でお客様の笑
顔を引き出します。

お客様の健康志向を
しっかりサポートする
高品質
定番のおやつだからこそ
リーズナブルに、よりおいしく

「セブンプレミアム」◎おいしさの理由

SEVEN PREMIUM
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国内 万２０００台超の
セブン銀行ＡＴＭが
世界の﹁みんなのＡＴＭ︒
﹂に
月 日から︑海外発行のキャッシュカードとクレ

ジットカードによる日本円のお引出しと残高照会サー
ビスを︑すべてのセブン銀行ＡＴＭで一斉にスタートし
ました︒また︑同日︑海外からの訪日客が最も多く利
用する成田国際空港内の カ所
で︑新たにセブ
︵ 台︶
ン銀行ＡＴＭサービスを開始しました︒
かねてより海外からの訪日客の不満の上位に︑日本
国内で円への両替や円を出金できるキャッシュポイント
の少ないことが挙げられています︒現在︑日本が官民
挙げて取り組んでいる外国人旅行者訪日促進戦略﹁ビ
ジット・ジャパン・キャンペーン﹂
においても︑この不満解
消が急務となっていました︒これに応えるため︑セブン
銀行は世界 大クレジットカードやキャッシュカードに
よる︑日本円での現金引出しや残高照会サービスの実施
に向けて︑システムの開発等に取り組んできました︒
新サービスに対応して︑セブン銀行のすべてのＡＴＭ
で︑画面表示と音声ガイダンスおよび明細票を英語︑韓

全国 都道府県の野村證券店舗に
ＡＴＭ設置スタート
セブン銀行は︑野村證券の全国の店舗にＡＴＭを設
置し︑その運営管理を一括受託することとなりました︒
これを受けて 月 日よりＡＴＭ設置をスタート︒今
後およそ 年を目途に︑全国 都道府県にある同社

25

本支店に約３００台のＡＴＭを順次設置していく予定
です︒
すでに全国に 万２０００台以上のＡＴＭを展開
しているセブン銀行が︑これまで培ってきたＡＴＭ事
業のノウハウやインフラを活用することで︑提携先に
とってはＡＴＭ運営管理負担を軽減でき︑お客様に
とってはセブン銀行が提携する５５０社以上のカード
が利用できるようになるなどサービスアップになり
ます︒
セブン銀行では︑今回の野村證券との取り組みによ
り︑ＡＴＭ展開エリアが一挙に 都道府県に拡大する
こととなり︑利便性がよりいっそう高まります︒
このようにグループ外の公共交通機関へのＡＴＭ設
置やＡＴＭ運営管理業務の一括受託という新たな事業
にも積極的に取り組み︑ＡＴＭ網をより拡充していく
方針です︒

2007 年版ディスクロージャー誌を発行

国語︑
中国語︑
ポルトガル語の カ国語対応としました︒

47

47

http://money.sevenbank.co.jp/

︵
セブン イ‑レブンは全世界に 万２７１１店舗
月末現在︶
あり︑海外でもお馴染みのお店︒それだけ
設置がスタートした野村證券
店舗内のセブン銀行 ATM。

7月、
セブン銀行の2007年版ディスクロージャー誌を発行しました。
セブン銀行
の2006年度の事業概況とともに最近の取り組み、
事業概要、
各種サービス概
要などを、
お客様をはじめステークホルダーの皆様にわかりやすくお伝えする内容と
※詳しくはセブン銀行ホームページで。http://www.sevenbank.co.jp/
なっています。

に海外からのお客様にお気軽にお立ち寄りいただき︑

6

1

ビスを開始しました。
今後、
機能の拡充を図り、
お客様のお金に関するご要望に積極的にお応えする
サイ
トを育成していきます。

22
23

47

6月18日、
インターネッ
ト上に、
「みんなのマネーサイト。」
を開設しました。
これは、
セブ
ン銀行と提携する金融機関等の金融商品情報の比較・検索、
商品項目別の詳細
確認、
資料請求、
仮申し込み等が行えるネッ
トサービスで、
37社の提携先とともにサー

6

サービスの利用促進につながるものと期待されます︒

VISA International日本総支配人のオールヒューゼン氏とともに、安斎社長が
ATMのデモンストレーションを行いました。

1

ネットでお金に関するご用聞き
「みんなのマネーサイト。」開設

4

なお︑海外からのお客様への利便性を高めるため︑

TOPICS

2

4

3

7月11日、
サービス開始に合わせて、
セブン銀行は都内でセレモニー
を開催。会場には、5大ブランドの代表とともに、望月義夫国土交通
副大臣
（前列左から6人目）
、S・キダー在日米国商工会議所専務理
事
（前列左から4人目）
が来賓として参加されました。海外メディアの
取材陣も多数取材に訪れ、関心と期待の高さがうかがえました。

グループ外に拡大開始 !
成田国際空港に設置のATMコーナーの
イメージ図。

5

今後︑成田空港以外の主要国際空港にもＡＴＭ設置を

「みんなのATM。」のネットワークが
サービス案内パンフレットやインフォメーションカードは
日本語を含めた5 ヵ国語で用意し、ご要望に応じて海
外の日本公館や国内観光拠点で配布しています。

11

進めていく方針です︒

NEWS LETTER
● VISA
（PLUS 含む）
● MasterCard
（Cirrus 含む）
● American Express
● JCB
●中国銀聯

1

7

海外発行カード対応サービスの
対象カード

爆発的人気の揚げたてコロッケ
成都では、
コロッケを知っている方はまだ少数。社員
試食を繰り返し、
お客様の反応もよかったため、
レジ前
スペースで実演販売をしたところ、爆発的な売れ行き
に。5月には2日間で3,970 個の販売を記録しました。

﹁セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
中国協議会﹂は︑
中国で展開するグループ各社が一丸となって
情報共有と商品開発を行い︑シナジー効果を
高めるために︑２００４年 月に発足︒華糖
ヨーカ堂・成都イトーヨーカ堂・セブン イ‑レブ
ン北京・王府井ヨーカ堂と︑イトーヨーカ堂の
北京事務所・上海事務所の 社 事務所から
構成されています︒
協議会は︑各社の総経理︵社長︶
・事務所長
を中心メンバーとする全体会議と︑グループ
マーチャンダイジングを推進するための商品
分科会に分かれています︒
全体会議では︑各社の実績や見通しの報告
をはじめ︑課題の確認や解決策の検討︑予算計
画︑戦略の方向付けなど︑重要な経営情報を共

UV
（紫外線）
カットへのニーズをいち早く取り
入れた日傘と撥水加工の雨傘は、どちらもコ
ンパクトで便利な三段折りたたみ式。成都イ
トーヨーカ堂の春熙店では、ゴールデンウィー
クに週 1,338 本の販売を記録しました。

成都イトーヨーカ堂

中国で展開するセブン &アイHLDGS. 各社の
最新動向をお伝えします

7

味と鮮度にこだわった産直フルーツは、
王府井ヨーカ
堂の魅力の一つです。昨年開発した産地、北京近郊の
順義地区から直送のブドウは、
高めの気温にも後押しさ
れて例年より2週間も早く展開。中でも低農薬栽培に特
化している小湯山農園の
「減
農薬 紅提葡萄」
は、
お客様の
安心・安全のニーズをつか
み、好調な売れ行きです。

中国では、スーパーや百貨店でほとんど販売されないサニタリーショー
ツ。昼用・夜用の2 種類で開発・販売したところ、大きなヒット商品に。

一番右に陳列されている
「紅提葡
萄」には、POPをつけて減農薬をア
ピール。

まだまだあります !
お客様をひきつける差別化商品

セブン‑イレブン北京

華糖ヨーカ堂

定番あり新機軸ありのこだわり冷麺

冷奴がおいしいオリジナル豆腐

夏の北京で冷麺と言えば、
「川味
涼麺
（四川風
鶏肉冷麺）
」。ゴマだれベースにラー油と豆板醤の手づ
くり醤、さらに山椒で風味を高めた特製のタレは、有名
な四川料理店「金山城」の味を再現したものです。ほ
かにも、漢の時代から食
べられていたという、鉄・
亜鉛・マグネシウムが豊
富な「蕨
（わらび）根 麺」
や、おでんの白滝人気か
ら発案された「白滝麺」
な
ど、ヘルシーでおいしい
冷麺が北京の夏をにぎわ
せています。

豆腐は北京でもおなじみの食材ですが、
「冷奴」
とし
て生で食べる習慣はありません。そこでこの夏は、生で
おいしいオリジナル豆腐を絹・木綿の2 種類で開発し、
試食販売を実施。有機大豆を使用した手づくり風の味
と食感は、新たな涼味として人気を呼び、1 店舗 1日あ
たりの販売数は絹 170 丁、木綿 80 丁（7月時点）
と拡大
中です。

「川味
涼麺」
は、
1日1店舗当たり
40 個前後を販売する夏の定番商品。

25

写真の絹豆腐は350gで2 元、
木綿豆腐は400gで2.5 元。

中国協議会を通じて、セブン&アイHLDGS .ならではの差別化商品を開発し、
ストアロイヤルティを強化しています。

24

日本で新ＰＢ﹁セブンプレミアム﹂の開発が

新鮮でおいしい産直ブドウ

有し︑また各社で生まれた良い取り組みをグ
ループ全体に広げる場ともなっています︒
他方︑商品分科会は︑衣料・住居・食品の分
野ごとに︑各社のノウハウや仕入れルートを活
用した商品開発を具体的に進める役割を担っ
ています︒セブン イ‑レブンで開発したおでん
や健康茶は︑今では各社共通で販売する売れ
筋商品に成長︒オリジナルブランド﹁ＩＹ Ｂ
ＡＳＩＣＳ﹂や﹁Ｌ＆Ｂ﹂の商品開発も多数手が
けています︒今年は︑傘やサニタリーショーツ
などを開発︒各社で扱い︑ヒット商品となって
います︒また︑クリスマスケーキのような季節
商品も︑セブン イ‑レブン仕様でつくり︑イチゴ
は華糖ヨーカ堂の仕入ルートで行う︑といった
コラボレーションを実現しています︒

王府井ヨーカ堂

各社一体となったプロジェクトによって遂行されたように

成都イトーヨーカ堂名物となりつつある揚げたてコロッケ。

中国でも各社の持つノウハウや開発力を結びつけ

グループシナジーを推進している組織があります︒

2

シナジー効果を高め︑ヒット商品を生み出す
﹁セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
中国協議会﹂

4

NEWS & TOPICS
各社から最新ニュースをお届けします

ミレニアムリテイリング

セブン‑イレブン

池袋東口公共地下駐車場が
「日本ベストパーキング賞 特別賞」を受賞

「ITジャパンアワード2007」で
初代グランプリを受賞

ミレニアムリテイリンググループの池袋ショッピングパー

日経BP社のIT総合誌
「日経コンピュータ」
が主催、
国
際競争力の強化につながる優秀なIT活用事例を表彰す

場整備推進機構が主催、
国土交通省が後援する
「第3

る、
第1回
「ITジャパンアワード2007」
で、
セブン-イレブン

先で構成される
「セブン&アイHLDGS. お取引先懇談

回 日本ベストパーキング賞 特別賞」
を受賞しました。

の
「第6次総合情報システム」
がグランプリの
「経済産業

会」の2007年度総会が、
新高輪プリンスホテルで開催

大臣賞」
を受賞しました。本部と全店舗を結んで、
発注か

され、
778社、
1,162名が参加しました。

堂の金融事業管理事業を、吸収分割により承継しま
す。
それにともない、現在イトーヨーカ堂が保有している
アイワイ・カード・サービス、
ヨークインシュアランス、
SEキャ
ピタルの普通株式の全てを承継します。
これにより、
さら

セブン&アイHLDGS. 村田紀敏社長および、お取

ら販売動向までを一貫支援、
店舗の営業利益率を改善

ニューアルし、
駐車場改修や運営のモデルケースとして

するなどの効 果

引先を代表して衣料住居部会会長の東レ・榊原定征

評価されたことが今回の受賞につながりました。

が高く評価されま

社長のあいさつに続いて、
チームMD、
グループMDの

した。

取り組みを紹介したビデオ
「挑戦の具体化 元年」
を上

「ハートフルアドバイザー」
育成の取り組みでそごうに感謝状

セブン&アイHLDGS. は9月1日を期して、
イトーヨーカ

5月16日
（水）
、
セブン&アイHLDGS. 各社のお取引

2004年には高齢者や女性にもやさしい駐車場としてリ

ミレニアムリテイリング

イトーヨーカ堂の金融事業管理事業
を吸収分割により承継

2007 年度セブン& アイHLDGS.
お取引先懇談会を開催

クの運営する池袋東口公共地下駐車場が、
（財）
駐車

池袋東口公共地下駐車場は、
設置後40年を経過し、

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

7月9日
（月）
、
ホ

映。その後、鈴木敏文会長から、各種統計データに基

テルニューオータ

づく社会環境の実態と変化を示しながら、
その変化に

ニで表彰式が行

対応するセブン&アイHLDGS. の事業展開についての

われました。

説明がありました。

なる金融関連事業の強化を目指していきます。

ヨークベニマル

いわき市のスーパーマーケット
「藤越」と業務・資本提携
ヨークベニマルは、11月1日を期して、株式会社藤越
と業務・資本提携をすることを決定しました。

さらに、1982年の業務改革スタート以来、一貫して

7月11日
（水）
、
そごうのハートフルアドバイザー育成の

表彰を受けるセブン‑イレブンの山口社長
（右）
。

取り組みに対し
（財）
総合健康推進財団より感謝状をい
ただきました。
これは、
百貨店業界では西武百貨店につ

イトーヨーカドー

いで2番目です。
これまでに、
そごう全店で育成してきた

藤越は福島県いわき市を拠点に、食品を中心とした

取り組んでいる死に筋排除と絞り込みの方針は今後も

スーパーマーケット14店舗を展開し、地域に密着した経

変わらず、
変化対応と併せて、
その実行に向けてお取引

営を行っています。今回の提携により、両社の良さを最

先の皆様へも積極的な協力をお願いしました。

大限に活かし、経営の合理化とシナジー効果の追求を

育児支援に取り組む企業として認定

ハートフルアドバイザーは500名。5月には、
厚生労働省
からも後援を獲得しました。

図っていきます。

イトーヨーカドーは
「次世代育成支援対策推進法」
に

今後もそごう
・西武百貨店では

基づく2007年の子育てサポート企業として厚生労働大

「人にやさしい百貨店」
を目指し

臣より認定されました。少子化の進む中、
国では、
子供た

た取り組みを推進していきます。

ちが健やかに生まれ、
育成される環境整備を推進してい

今後、藤越は小売業に関わる事業を分社化。ヨーク
ベニマルはその新会社の全株式を取得し、11月1日に
子会社化する予定です。

ます。
イ
トーヨーカドーはリ
・チャレンジプランの制定と利用

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

率の高さなど、
育児支援に取り組み、
成果を上げている

研修では、目隠しをしたり車椅子を自ら体
験して、お客様への対応を学びます。

企業として、
初の認定となりました。

インターネット生命保険会社に出資
新しいITサービスの提供へ

認定の証、愛称 :クルミンがトレードマークのステッ
カー「子育てサポートしています 2007 年認定
事業主」
が店頭に表示されます。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

新潟県中越沖地震の被災地に
支援物資をお届け

インターネッ
トを
5月31日
（木）
、
セブン&アイHLDGS.は、
主要な販売チャネルとする新しいスタイルの生命保険会

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

7月16日
（月）
に発生した新潟県中越沖地震の被

社設立に向け、
設立準備会社であるネッ
トライフ企画の

セブン&アイHLDGS. 各社のお取引先 778 社、
1,162 名が参加しました。

第三者割当増資に対して出資しました。
マネックス・
ビーン

「盲導犬募金」約237万円をお届け

災地救援のために、支援物資として、16日におにぎ

ズ・ホールディングス、
あすかDBJ投資事業有限責任組
合、
三井物産、
新生銀行との共同出資となります。新会

り5,000個と水5,000本（500㎖）、17日におにぎり

6月1日
（金）
〜30日
（土）
まで、
イトーヨーカドー、
ヨーク

10,000個、水8,400本
（2ℓ）
、
カップ麺12,800個、菓

マート、
ロビンソンの240店舗と本部で実施した
「盲導犬

社は、
ネッ
トライフ企画が生命保険業の免許を取得した

子パン5,000個を、新潟県柏崎市災害対策本部にお

募金」
に、
237万8,241円の厚意が寄せられました。募金

後、
設立される予定です。

届けしました。
また、7月17日
（火）
より31日
（火）
まで、全

は7月20日
（金）
「
、全国盲導犬施設連合会」
にお届けし

国12,772店舗で義援金募金を実施しました。

ました。
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NEWS & TOPICS
デニーズ

セブン‑イレブン

大分県、岩手県へ本格出店

そばうどん處七幅 弁天庵 四谷三丁目店
開店日：5月1日
（火）
● 所在地：東京都新宿区四谷三丁目8
‐3
●

5月11日
（金）
、大分市に4店舗を同時オープンし、大
分県での出店を本格化。今後5年間で約150店の出

横浜野毛店

店を予定しています。

開店日：6月14日
（木）
● 所在地：神奈川県横浜市中区野毛町3
‐117‐7

また、7月6日
（金）、岩手県南部の花巻市、奥羽市、

●

落合駅前店
●
●

●

セブン-イレブン誕生80周年
世界で32,711店の最大チェーン店に!

「セブンミール」のサービスを
セブン‑イレブン全店に拡大完了

セブン‑イレブンは1927年の創業から、
今年80周年

7月1日
（日）
より、
これまで北海道では一部店舗のみ

を迎え、
コンビニエンスストア業界において最も長い歴

で展開していた
「セブンミール」
のお食事配達サービスを、

史を持っています。今年3月末時点で、
世界の店舗数は

約 510 店舗に拡大しました。これにより、34 都道府県の

32,208店となり、
世界最大のチェーンストア企業となりま

セブン‑イレブン全店でサービスが利用できるようになりま

手県での出店を拡大。今後、県南部の地域で2009年

した。

した。栄養バランスに優れたお

横須賀平成町店
●

セブン・ミールサービス

北上市に4店舗のセブン-イレブンを同時オープンし、岩
2月までに50店舗の出店を目指します。

開店日：6月21日
（木）
所在地：東京都新宿区上落合3‐8‐25

セブン‑イレブン

開店日：6月28日
（木）
所在地：神奈川県横須賀市平成町2‐14‐1
ヴィスポ横須賀

6月末時点では32,711店舗。
アメリカをはじめ、
台湾、
中

いしい食事と、手軽に本格的な

国、
韓国、
タイ、
マレーシア、
メキシコ、
カナダ、
オース
トラリア、
シ

メニューがつくれる食材セッ
トの

ンガポール、
ノルウェー、
トルコなど、
世界17カ国・地域に出

配達などで、
お買物に不便を感

店しています。
今後も、
ブランド強化を図るとともに、
新地域

じている方、多忙な方に、便利

も含めて積極的に出店を推進していきます。

店舗 オ ー プ ン 情報

蒲田西口店

なサービスを提供していきます。
（P1もご参照ください）
お惣菜や日替わり弁当、食材セッ
トなど、
用途に合わせて選べます。

開店日：6月29日
（金）
● 所在地：東京都大田区西蒲田7
‐45‐1
イプセ蒲田2F
●

ヨークベニマル
相馬黒木店

そばうどん處七幅 弁天庵 綱島駅前店

開店日：7月20日
（金）
所在地：福島県相馬市黒
木字源多田22番地2
● 店舗面積：2,384㎡/ハー
トビル法認定店

レジ袋有料化実験で
目標以上の辞退率に

●

茂原北店
●

イトーヨーカドー /ヨークベニマル

ニューヨーク

●

開店日：7月12日
（木）
● 所在地：神奈川県横浜市港北区綱島東1
‐1‐20
富貴楼1階
●

●

北京

地元の相馬・原釜市場より仕入れた鮮度のいい近海魚や
「相馬牛」、
手づくりの
「ミート惣菜」
や
「ミートサラダ」
を提供。
地域の味として人気の高い
「相馬味噌」
「本醸造醤油」
など
を品揃えしました。

開店日：7月31日
（火）
所在地：千葉県茂原市小林1606-10

Pre De'（プレディ）下丸子店
開店日：7月31日
（火）
● 所在地：東京都大田区下丸子3
‐1‐15
●

6月1日
（金）
より、
イ
トーヨーカドー若葉台店とヨークベ
トルコ

ニマル大和町店で、
レジ袋有料化の実験がスタートしまし

スウェーデン

た。イ
トーヨーカドーでは、地元の自治会や商店街、横浜

セブン‑イレブン

市が協働で運動を盛り上げ、環境の
「パネル展」
や
「ミニ

店内調理の揚げたてチキンなど
テスト販売を開始

講座」
を開催するとともに自治会が若葉台の団地の方々
にエコバッグを配布するなど、地域と一体となってレジ袋
削減に取り組んでいます。ヨークベニマル大和町店でも、

セブン‑イレブンでは、
悪玉コレステロールを増やすとさ

多くのお客様にレジ袋削減のご協力をいただきました。

れるトランス脂肪酸を抑制した揚げ油を使用し、
店内で調

「東村山プラザ」に共同出店

理したできたてのフライドチキンやコロッケなど、
5アイテム

ヨークマートの自社開発による初の近隣型ショッピングセン
ター
「東村山プラザ」
がオープン。
デニーズとも初の共同出店
です。

ヨークマート
東村山店
開店日：7月4日
（水）
所在地：東京都東村山
市恩多町5-47-5
● 店舗面積：1,966㎡
●

デニーズ

●

東村山プラザ店
開店日：7月4日
（水）
● 所在地：東京都東村山
市恩多町5‐47‐5
●

精肉では北海道・谷口ファームの黒毛和牛
「ふらの和牛」
を提供。
「ロシアケーキ」
や
「だいじょうぶだァ饅頭」
など、
地元
の銘品も盛りだくさんに取り揃えています。
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のテスト販売を6月中旬より開始。8月末までに約300店
に拡大します。
セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

「全国一斉清掃活動」を実施
6月2 4日
（日）
と7月8日
（日）
に分け、
セブン&アイ

HLDGS. のグループ各社の従業員33,610人が参加し
て、
グループ各社11,787の店舗や事業所周辺の清掃
活動を実施しました。今回の清掃では、
約72万トンのゴミ
を回収しました。

有料レジ袋は1枚 5 円で販売。
ブルーで厚手の専用袋になります。
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