四季報
モノマネでない「価値創造」と
お客様の期待を超える「満足」の提供で
消費飽和時代に生き残る

2008 年度公募助成先の一つ、
「西条・山と水の環境機構」
。
名高い酒処としての歴史を支
えてきた西条の山や水、里山を
取り巻く環境の保全・育成に
取り組んでいます。写真は山の
除伐作業。
三浦半島の野比海岸で、毎週
日曜日にゴミ拾いや水仙の植
花を行っているのが「水仙の
会」
。ゴミの不法投棄で荒れて
いた海岸も、今では 10 万株の
水仙が花開く地域の名所に。

神奈川
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環境を守る市民活動をバックアップ！
「セブン‐イレブンみどりの基金」の
助成先180件が決まりました。

「セブン - イレブンみどりの基金」のより詳しい
活動についてはホームページで紹介しています。
http://www.7midori.org
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2008年 2月期 決算
明日を切り拓くグループシナジー

・新番組「女神の市場（マルシェ）
」スタート
・2 年目を迎えた「セブンプレミアム」
・電子マネー「nanaco」
、
「アイワイカード」

12

特集

お客様の視点から「新しい価値」をつくる

イトーヨーカドー／品揃え、情報、提案性のある売場
17
セブン‐イレブン／地域商品開発
■ そごう／八王子店リニューアル
■ヨークベニマル／新ブランド「三ツ星野菜」
■ セブン&アイ
・フードシステムズ／メニュー戦略とサービス向上
■

もうお馴染みとなったセブン‐イレブン店頭の
募金箱 。今回で 年目となる「セブン‐イレブン
みどりの基金」の公募助成先が 月 日に決定し
ました 。
「セブン‐イレブンみどりの基金」
は、
1993年
に加盟店とセブン‐イレブン本部が一体となって
社会貢献活動に取り組むことを目的として設立 。
お客様からの募金をお預かりするとともに 、募金
額に応じた一定比率の金額を本部が「みどりの基
金」に寄付し 、環境保護・保全活動の支援を行っ
ています 。2002年度からは公募助成のしくみ
を取り入れ 、昨年度までで累計670件 、物品の
支給を含め 億7592万1493円を助成し
ました 。助成先については 、自然環境の保護・保
全活動や 、NPO法人格の取得 、先進的なモデル
事業推進の助成 、また 、緑化植花や地域の清掃活
動など 、幅広い環境市民団体の活動に対応してい
ることが特長です 。
2008年度は 、180件が助成先に決定しま
した 。これに有機肥料や軍手などの支給も含め
ると 、助成総額は 億374万8981円となり
ます 。応募内容について見ると 、温暖化防止に関
する内容が増加しており 、京都議定書や洞爺湖サ
ミットなどを背景とした関心の高まりがうかが
われました 。
今後も「みどりの基金」は 、皆さんからお預りし
た募金を有効に活用し 、環境活動の支援を通じて
社会に還元していきます 。

■
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厳しい環境下、最大の強化策は
店頭に出て、お客様、商品と向き合うこと

26

石井頼雄（株式会社西武百貨店 代表取締役社長）

27
表紙イラスト／久村香織

ウォシュレットを通じて
「価値」
を伝えることの重要さに着目

TOTO 株式会社 代表取締役社長

木瀬 照雄

Guest

鈴木 敏文

ＴＯＴＯの木瀬社長をお迎えしました 。ＴＯ

区切りは 年と言われますが 、ＴＯＴＯの

ん 。今で言うベンチャーですね 。よく企業の

代ですから 、衛生陶器の市場などはありませ

創立当時は 、下水道も整備されていない時

（現ＴＯＴＯ）を１９１７年に設立しました 。

荷もしやすい北九州市小倉の地に東洋陶器

セブン＆アイ HLDGS. 代表取締役会長兼CEO

ＴＯさんはいまや世界でもトップブランドと

鈴木 今日は 、昨年創立 周年を迎えられた

（きせ・てるお）
1947年、
福岡県生まれ。
1970
年、京都大学卒業後、東陶
機器
（株）
に入社。営業本部営
業企画部長、取締役経営戦
略室長、取締役専務執行役
員販売推進グループ長を経て、
2003 年、代表取締役社長に
就任。2007 年 5 月、
創立 90
周年を機に社名を「TOTO
株式会社」に変更。

セブン＆アイHLDGS．
にとっても最大の

「新・総合生活産業」の創造を目指す私ども

３世代になると 、快適な生活を求める時代に

するなど市場を拓いていきました 。そして第

槽や世界初のユニットバスルーム工法を開発

世代は 、日本で初めて強化プラスチックの浴

年の歴史を振り返りましても 、ちょうど 年

使命であると考えています 。今日は 、時代の

なられていますが 、その背景には長い歴史の

変化に合わせた経営のあり方について 、いろ

合わせて 、ウォシュレットやシステムキッチ

１ 世代で区切ることができるように思いま

いろお話をうかがいたいと思います 。

ンという新たな価値の提供を図ってきました 。

中でその時代に即した経営努力を営々と重ね

木瀬 ＴＯＴＯの歩みは 、日本陶器合名会社

鈴木 なるほど 、その時代 、その時代の生活

す 。第１世代は食器づくりで経営を支えなが

（現ノリタケカンパニーリミテド）の中に設

の中に潜在しているニーズを見出し 、新しい

てこられたことがあるのではないかと思いま

立された製陶研究所で 、１９１４年に日本初

価値を提供し続けてきたということがよくわ

ら衛生陶器の市場を開拓していった時代で

の陶器製「腰掛け水洗便器」の製造に成功し

かります 。近年では 、やはりウォシュレット

す 。昨今 、事業を取り巻く環境が大きく変化

たことに始まります 。当時 、海外には陶製の

が生活スタイルの変化をもたらしたという点

す 。この時代に自ら水栓金具の生産を始めて 、

立派な便器があるということで 、それを自分

でたいへんインパクトのある製品ですね 。

している中で 、木瀬さんは単なるモノの提供

たちの手でつくろうと研究を始めたことが当

木瀬 少し前には 、若い人たちが和式のトイ

水回り製品の品質向上を図るなど 、しっかり

社のルーツです 。衛生陶器をつくるには 、大

レを使えないと話題になりましたが 、最近で

ではなく 、
「価値」の提供を重視されていると

量の原料や燃料が必要です 。そこで 、筑豊炭

はウォシュレットがないと困るという時代に

とした製品づくりを進めていきました 。第２

田に近く 、門司港を通じて原料輸入や製品出

うかがっています 。新しい生活価値の提供は 、

90
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世界初のユニットバスルーム工法、ウォシュレットなど、その時代の生活様式を
大きく変えて、期待を超える満足感を提供し続けてきた TOTO。
今、その陣頭に立って、モノを売るのではなく、
生活者のライフスタイルに合わせた価値を提供することに焦点を合わせ、
新たな挑戦を進めている木瀬社長をお迎えして、
商品開発、接客サービス、社内コミュニケーションのあり方などについてお話いただきました。

呼ばれている現在までの時代の変化をこんな

私は戦後のモノ不足の時代から消費飽和と

ご指摘になりましたが 、まったく同感です 。

鈴木 今 、価値を伝えていくことの大切さを

現在は、
「お客様が自分の生活を
自ら合理化する」時代

業文化も育ちました 。

りとお客様に伝えながら普及を図るという企

苦心しました 。そんな中から 、価値をしっか

でしたので 、やはり最初の１、
２年は販売に

たが 、何せ知名度が限りなくゼロに近い製品

た 。これで 、
「いける」という確信は持ちまし

放せなくなるという声が数多く寄せられまし

きました 。そうすると 、３日使ったらもう手

をしていただく方たちご自身に使っていただ

そのご夫人を呼んで講習会を開き 、まず販売

な知識が必要です 。そこで水道工事店の方や

実際に売っていただくお店の方にもさまざま

るところからご案内しなければなりません 。

ら 、トイレに電源を引いてコンセントをつけ

トイレに電気など使っていませんでしたか

ればなりませんでした 。また 、それまでは 、

その良さを知ってもらうところから始めなけ

大きな転機となった製品といえます 。まず 、

このウォシュレットは 、私どもにとっても

なっているようです（笑）
。

モノマネでない「価値創造」と
お客様の期待を超える「満足」の提供で
消費飽和時代に生き残る
ふうにとらえています。
モノ不足の時代は
「メ
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ほしいモノを手にできるようにしました 。そ

ることでモノの価格を安くして 、多くの人が

る分野でメーカーさんが 、合理化を推し進め

ーカーさんの合理化の時代」でした 。あらゆ

と考えています 。

まり 、お客様 、社会から必要とされなくなる

満足を提供していかないと生き残れない 、つ

こういう時代ですから 、お客様の期待以上の

分の価値観でモノを選ぶようになりました 。

ますから 、昔なら１日や２日待っていただけ

鈴木 お客様の生活時間も大きく変化してい

は商品やサービスなどあらゆるものをお客様

ようになってきました 。ですから 、今の時代

取捨選択して 、合理的な生活を営もうという

イルを考え 、必要なもの 、必要でないものを

があふれる中で 、お客様がご自分の生活スタ

化を図る時代」です 。たくさんのモノや情報

そして 、現在は「お客様自身が生活の合理

行き渡っていったわけです 。

流通業の合理化によって 、生活の中にモノが

るようにしました 。高度成長を背景に 、この

に一定の品質の商品を手に入れることができ

つくり出し 、幅広いお客様が 、いつでも安価

に 、大量に仕入れて大量に販売する仕組みを

す 。これは私どものイトーヨーカドーのよう

要です 。そのために 、数年前からショールー

ル需要を積極的に掘り起こして行くことが必

れから生き残っていくためには 、自らリモデ

「リモデル」という言葉を使っていますが 、こ

という思いをこめて 、
「リフォーム」ではなく

では 、お客様の期待以上の満足を提供したい

陥り 、成長ができなくなったのです 。私ども

た 。新築需要に頼っていたのでは価格競争に

ブルが崩壊しマーケットは大きく変わりまし

びに乗って成長することができましたが 、バ

にしています 。高度成長期は 、住宅着工の伸

て 、それに応えていくということを最も大切

お一人おひとりのライフスタイルをお聞きし

のではなく 、ショールームで接客してお客様

そこで 、私どもではモノを単に売るという

とが不可欠だと考えています 。この４月から

売をすることでニーズを掘り起こしていくこ

ちらから近づき 、お客様の都合に合わせて商

消費飽和の時代には 、そのようにお客様にこ

うといった取り組みを進めています 。これを

商品の情報をお伝えしたり 、ご注文をうかが

ングにこちらから出向いていって積極的に新

ビなどのメディアとも連携し 、お客様のリビ

私どもでは 、インターネットの活用やテレ

取り組みを進めていくことは重要ですね 。

既存のインフラを上手に活かしながら新しい

にも 、工務店さんとの施工ネットワークなど 、

そのようなお客様のご要望に応えていくため

と満足できないということが増えていますね 。

お客様の立場に立った接客を通じて
新たなニーズを掘り起こす

の後にきたのが「流通業の合理化の時代」で

の立場に立って考えて提供していかなけれ
ムの展開に力を注ぎ 、今では全国で１０６カ
は 、日本テレビで毎週金曜日に放映される

たことでも 、今はすぐに対応してもらえない

ば 、ご満足いただくことはできません 。
所になりました 。

ＴＯリモデルクラブ」を組織化しています 。

を構築するため 、全国約５７００店の「ＴＯ

また 、安心・信頼できる施工ネットワーク

舗で販売したり 、ネットで注文したりといっ

をセブン‐イレブンやイトーヨーカドーの店

「女神の市場（マルシェ）
」で紹介された商品

私は現代の「ご用聞き」と言っているのですが 、

木瀬 おっしゃる通りです 。モノ不足の時代
には 、製品をつくって市場に出せば売れまし
た。
しかし 、今ではいくら技術的に優れている

その結果 、お客様に期待以上のご満足を提供

んでいるリモデルのあり方が見えてきます 。

提案していくことで 、お客様がほんとうに望

ら接客を通じていろいろとお客様の立場でご

ルをお考えです 。それに対して 、我々の方か

しゃるお客様も 、当初は必要最小限のリモデ

いという目的を持ってショールームにいらっ

ムの役割も高まっています 。リモデルをした

構成は６割近くに達し 、それだけショールー

木瀬 いまやリモデル関係の国内での売上げ

大きくなっているのですか 。

様自身の好き嫌いやライフスタイルなど 、自

けは決して受け入れられない時代です 。お客

で接客などに対する満足度をお聞きしていま

ただいたお客様にアンケートをとり 、５段階

木瀬 私どもでは 、ショールームにご来店い

いへん重要になっています 。

様に商品の価値や特徴をお伝えすることがた

した 。そうした接客サービスを通じて 、お客

接客サービスが求められるようになってきま

ない時代になって 、どの店舗でもていねいな

商品を並べて置いておくだけではモノが売れ

スが当たり前の時代がありましたが 、もはや

エンスストアやスーパーでは 、セルフサービ

の向上に力を注いでいます 。かつてコンビニ

鈴木 私たちもフレンドリーな接客サービス

ています 。

時間体制でお客様からの修理などの受付をし

っては都合の悪いことも 、お客様に合わせて

立場に立って」考えていくと 、自分たちにと

ることにとどまってしまいます 。「お客様の

は 、やはり自分たちの都合のいい範囲ででき

ています 。「お客様のため」と言っているうち

場に立つ」ということはまったく違うと言っ

の立場に立って考えることが大切ですね 。

から売場づくりまで 、あらゆるものをお客様

鈴木 接客サービスだけでなく 、商品づくり

毎月社内に配布し 、感動を共有しています 。

がたくさんあります 。これはレポートにして

ム等を通じてのリモデル事業の占める割合も

た取り組みがスタートし 、たいへん好評です 。

できるわけです 。

す 。その５段階評価の「５」を「お客様に感動

変えていかなければいけません 。

さらに 、アフターサービスでは 、３６５日

このショールームで接客している人たちを

いただけた」ととらえています 。うれしいこ

木瀬 おっしゃるとおりです 。私どもで提供

からといって 、メーカーの思い込みや押しつ

アドバイザーと呼んでいますが 、ＴＯＴＯに

とに 、３年以上にわたり５点満点が全体の６

ＴＯＴＯさんでは 、そのようなショールー

とって 、ショールームアドバイザーの役割は

割くらいに上っています 。また 、そのアンケ
ートに書いてあるコメントも 、感動的なもの

しているキッチンやバス 、トイレといった水

私はよく「お客様のために」と「お客様の立

一流のチームで知恵を出し合い
質の高い商品を提供する

ョールームが最も重要な部門であると思って

たいへんに大きく 、私はお客様に一番近いシ
います 。
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自分たちの思い込みではなく 、さまざまな角
ャツなのかといった視点で提案していかない

材など 、どんなジャケットやズボンと合うシ

と言い続けてきました 。モノ不足の時代なら 、

使う人の立場に立って開発を進めることが大
度からの情報を収集して 、実際に利用される
と 、ほんとうにお客様にご満足いただける商

発想が一つ入ることで 、ぱっとお客様の立場

切です 。たとえば 、
普段は目にする機会はない
お客様のニーズを的確にとらえ 、それに対応
品は提供できません 。

回りは 、使用する時の使いやすさはもちろん 、

と思いますが 、便器のフチ周辺や外観の形状
することが重要ですね 。
また 、質の高い価値ある商品を提供するた

シャツならシャツのデザインだけを考えてい

も大きく進化しています 。これは 、掃除のし
木瀬 最近では 、お客様が生活空間全体を整
めには 、木瀬さんがおっしゃったように一流

に立った新しい道が見えることもあります 。

やすさも視野に入れたデザインなのです 。
然と自分のライフスタイルに合わせたものに
同士がいっしょに力を合わせることが必要で

使用後の掃除などの手入れのしやすさも重要

ＴＯＴＯでは 、女性の活用に力を注いでお
していきたいという傾向が強まっています 。
す 。私たちは 、それをチーム・マーチャンダ

ればすみましたが 、いまやデザインや色 、素

り 、そうした開発部門にも積極的な登用を図
そのため 、私たちは水回りのプロとして 、お
イジングと呼んでいます 。商品企画 、素材・

いずれにしても 、男性 、女性にかかわらず 、

っています 。お掃除まで含めると 、ご家庭で
客様のニーズにトータルにお応えしていくた

なポイントになります 。そうしたところまで

水回り製品に接するのは圧倒的に女性が多い
専門家や企業といっしょになって 、お互いが

その結果 、従来は 、便器なら便器だけで考

原材料 、製造 、物流 、販売促進などの外部の

と 、使う時にどんな機能が必要かというとこ
えていたパブリック（非住宅）向けの商品デ

めに 、建築家などの専門家といっしょになっ

ろにばかり目がいって 、なかなか掃除のしや
ザインも 、器具の寸法やＲ（カーブ）形状を統

て商品企画を行っています 。その際 、一流の

すさまでは配慮が行き届かないということに
一するなど 、空間をトータルにとらえた発想

と言えます 。また 、どのようにリモデルした

なります 。
のデザインが生まれてきました 。さらに 、住

いのか 、意思を持っていらっしゃるのも女性

鈴木 私ども流通業でも女性がたいへん活躍
空間においても壁 、床 、天井 、窓など 、立体的

持っている情報やノウハウを共有して商品開

しています 。そもそも総合スーパーなどは 、
に空間をコーディネートした提案を行い 、お

プロと組まなければ 、ほんとうにお客様にご

来店客の中で女性の占める割合が圧倒的に高
客様に感動を与えられるまで質を高めること

の方が多いのです 。そうしたお客様のニーズ

いのですから 、商品づくりから売場づくりま
を追求しています 。

発を進めています 。昨年５月に発売を開始し

で 、女性の感覚を活かしていくことが当然と
鈴木 私も 、商品開発や品揃えを考える際に 、

満足いただける価値は提案できないと 、こだ

いえます 。男性だけであれこれ考えていても
必ずトータルコーディネートを考えるように

をとらえるには 、やはり女性の視点は欠かせ

ブレイクスルーができないところに 、女性の

やはり何度も同じ話を繰り返さないと売場の

たＰＢ商品「セブンプレミアム」も一流メー

カーさんといっしょになって取り組むことで 、
最前線に立つ社員にまでは伝わりません 。

わって取り組んでいます 。

質の高い商品の提供が可能となり 、お客様に
木瀬 今はメールが使えるようになって 、情

ません 。男性だけでモノづくりを考えている

もたいへん好評をいただいています 。
報伝達の環境はたいへん便利になっているの
ですが 、メールを送れば相手に話を伝えたつ

ＦＣ（オペレーションフィールドカウンセラ

の経営指導にあたっている約１６００名のＯ

鈴木 私は 、セブン‐イレブンで加盟店さん

いうことがあらためて浮き彫りになりました 。

になる 、そこからやりがいも生まれてくると

べきことがわかり 、自ら行動を起こせるよう

役割を明確に理解できていれば 、自分でやる

析を行ってみると 、それぞれの社員が自分の

ションが欠けているのがわかります 。相関分

か 。社員の意識調査をしても 、コミュニケー

か伝わっていないのが実態ではないでしょう

前線の社員には 、最初の１割くらいの内容し

めた思いが３割ずつカットされてしまい 、最

じて上から何か伝えても 、各段階で言葉にこ

直接対話をするとよくわかります 。組織を通

ています 。当グループの各拠点を回り、
社員と

まで伝えるのはなかなかむずかしいと実感し

うですが 、私は自分の思いを現場の第一線に

ーション」をひじょうに大切にされているそ

木瀬 鈴木さんは 、「ダイレクト・コミュニケ

ピーディーな対応が欠かせません 。そのため

鈴木 現在のように変化が激しい時代は 、ス

よく言うのです 。

れて初めて仕事が終わるのだと 、私は社員に

は仕事は終わらない 、指示したことが実行さ

ている人が少なくないですね 。言っただけで

木瀬 通達を出すことが自分の仕事だと考え

に通達を絞り込むように指導しました 。

一日が終わってしまいます 。ですから 、すぐ

にそれぞれ指示しようとしたら 、それだけで

がかかります 。まして 、必要な部署の担当者

けの量の通達を読むだけでもたいへんな時間

せたら 、数百枚もありました 。店長はそれだ

日どれくらいの通達が送られているか調べさ

さんの通達が送られていました 。ある時 、１

ある商品部や管理部門から店舗に 、毎日たく

鈴木 まったく同感です 。私どもでも本部に

ず確認するように指示しています 。

した内容が全部相手に伝わったかどうかを必

くなっています 。ですから 、社内では 、通達

したかどうかまで確認するということをしな

うございました 。

多々あります 。本日はお忙しい中 、ありがと

した 。私どもでも参考にさせていただく点が

を続けていらっしゃることが 、よくわかりま

一体となってお客様にご満足を提供する努力

製品の開発からショールームでの接客まで 、

題です 。今日は 、木瀬さんのお話をうかがい 、

り組むことが 、私どもにとっても 、重要な課

するという方向で 、全社員が一つになって取

通じて 、お客様に新しい価値とご満足を提供

ですから社内コミュニケーションの徹底を

の消費環境では 、たいへんなマイナスです 。

値を認めたものしか買っていただけない現在

らないということも起こります 。これは 、価

がとれていないために 、価値がお客様に伝わ

っても 、社内の部門間のコミュニケーション

課題です 。また 、せっかく優れた商品をつく

もりになって 、相手がその内容を読んで理解

ー＝店舗経営指導員）やイトーヨーカドーの

に 、コミュニケーションは 、もっとも重要な

社内コミュニケーションは、
相手に伝わり
行動に移されなければ意味がない

店長を集めた会議で直接話をしていますが 、
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340億円

116.8％

390億円

114.5％
百貨店

257億円
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260億円
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フードサービス
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−
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210億円
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220億円
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24億円
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26億円

104.5％

9億円

−

9億円

−
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2,782億円

98.7％

2,900億円

104.2％
当期純利益

1,306億円

97.9％

1,370億円

104.9％

2兆3,957億円

106.5％

2兆2,900億円

95.6％
スーパーストア

2兆1,090億円

112.0％

2兆1,900億円

103.8％

立地への移転を積極的に実施し、期末店舗数

とともに、既存店の立地環境の変化に伴う好

戦略」に基づき、都市部への出店を強化する

国内では、
「ドミナント（高密度集中出店）

地域対応の強化、新規商品導入
既存店の立地見直しにより販売力強化

◉ コンビニエンスストア事業

場における優位性の確立を図っていきます。

を実施することで事業体制を強化し、消費市

績を上げています。厳しい環境下に先行投資

利益は前年比１０６％となり、底堅い営業実

結果です。この影響を除いた試算では、営業

の働き掛け強化に向けた先行投資を実施した

ｎａｃｏ 」の展開をはじめとした、消費市場へ

として初の減益となりましたが、これは「ｎａ

当期決算では、セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

たなビジネスモデルの開拓に挑戦しています。

ページに詳報）
、個人消費の活性化を図る新

融合を図る「日テレ７」も設立するなど（本誌

電通との共同出資により、メディアと消費の

ＬＤＧＳ．では、
この変化をメーカーの合理化、

和」状況が進行しています。セブン＆アイＨ

化する中で、国内の個人消費市場は「消費飽

人口減少などを背景に社会構造が大きく変

子会社化、ヨークベニマルによる福島県内の
食品スーパー藤越の子会社化、ミレニアムリ
テイリングによるロフトの子会社化を相次い
で実施。お客様ご自身の各業態の使い分けが
進む中、
「新・総合生活産業」の創造を目指し
て、事業体制の充実を図り、よりいっそう的
確に広範なニーズへの対応を進めています。
新たなビジネスチャンス獲得にチャレンジ
２００７年５月には、グループの商品開発
力を結集して開発しているオリジナル商品
「セブンプレミアム」
の販売をスタート。品質、

イテムに達し、商品分野も加工食品、デイリー
食品から、紙製品や洗剤など日用品分野に拡
大。グループの収益性向上に寄与する有力商
品に育っています（本誌 ページに詳細）
。ま

流通の合理化によって需要拡大が進んだ高度
取り組みもスタート。２００７年 月にはセ

た、流通系初の電子マネー「ｎａｎａｃｏ 」の

化も図り、グループ各社ともＩＴ関連事業へ

さらに、需要喚起に向けた「ご用聞き」の強

２００７年度も事業基盤の拡充強化を進

の取り組みを推進。
昨年 月には、
日本テレビ、

価値最大化に全力を注いでいます。
め、イトーヨーカドーによる赤ちゃん本舗の

調理器具）導入をスタート。 月末現在、約

向上を図り、店内へのフライヤー（揚げ物用

新規に出店し、不採算店を 店舗閉店した結

ングセンター「アリオ西新井」を含め 店舗を

キンなど新たなファストフードの販売を開

２７００店舗への導入を完了し、フライドチ

店舗となりました。

果、期末店舗数は前期末比 店舗増の１７６

始。好調な販売実績を上げ、個店の販売力強

客様のニーズに合った新しい価値の提供に取

マーチャンダイジング面では引き続き、お
り組むとともに、
「セブンプレミアム」の販売

化に寄与しています。さらに、 月から「セブ
ンプレミアム」の販売もスタートし、新たな客
北米では、米国経済が減速化する中でも、

品。
」の拡充を通じて信頼性の強化に努めてい

に応え、生産履歴を確認できる「顔が見える食

に注力。食品では、
「安全・安心」へのご要望

米国既存店の商品売上高が順調に推移し、

ます。また、衣料、住居部門では、個店ごとに

層への働きかけも進めています。

四半期連続の成長となりました。店舗展開

前期末比 店舗増の６０８８店舗となりまし

採算店の閉店を積極的に推進。期末店舗数は

促進に取り組むとともに、既存店の改装や不

では、新規出店の加速、フランチャイズ化の

て、収益性の改善に努めています。

げ・廃棄ロスや販売機会ロスの改善に注力し

などの見直しを進め、構造改革を推進。値下

立地、商圏特性に合わせて品揃えや売場構成

拡大、地域商品の開発を引き続き進め、顧客

た。商品面では、ファストフードの品揃えの

に商品をお届けする「ネットスーパー」は、実

さらに、インターネットで注文を受け、即日
施店舗を 店舗に拡大し、利用件数、売上高
中国では、北京市内での店舗展開を着実に

合スーパー最大級の品揃えを擁して全国から

ともに急速にアップ。また、昨年 月には総

拡大に寄与しています。
進め、前期末比 店舗増の 店舗となりまし
た。各店舗ともお客様からの信頼が高く、他

スタート。販売チャネルの多様化を図り、販

のご注文に対応する「ネット通販」も本格的に

店し、 店舗となりました。いずれも現地の

中国では北京および成都に各々１店舗を出

います。

売機会拡大と潜在需要の掘り起こしに努めて

チェーンを大幅に上回る販売実績を上げてい
ます。
◉ スーパーストア事業
構造改革と販売チャネル多様化を推進し
収益力の強化に注力
イトーヨーカドーでは、モール型ショッピ

幹部やスタッフの登用を積極的に進め、地域
ニーズに応える品揃えと売場づくりで好評を



安全性、お求めやすい価格を追求した商品づ
くりが高く評価され、予想を上回る売上推移
となりました。品揃えもスタート時の約 ア
イテムから順次拡大して 年間で約３８０ア

50

成長期とは根本的に異なる、
「お客様自らが

消去または全社

合理化を考える」時代ととらえ、グループシナ

コンビニエンスストア

ブン イ-レブン全店、２００８年２月にはデ
ニーズ全店への導入が完了。２月末現在で発

営業利益

ジーの強化と各事業会社ごとの新たな挑戦に

消去または全社

行件数は５５１万件に上っています。

その他

より、潜在ニーズの掘り起こしに努め、企業

事業の種類別

コンビニエンスストア

は前期末比２９９店舗増の１万２０３４店舗
（ 都道府県）となりました。

5

3

9

100.1％

商品面では、地域限定商品の開発、地方自

1

2

5兆7,600億円

治体と連携した地産地消の推進を図るととも

12

107.8％

に、健康増進、食育など生活に密着したコン

80

10

百貨店

前年比
前年比

セプトに基づく商品の開発に力を注いでいま

その他

2

8

5兆7,523億円
営業収益

2009年2月期
（予想）
2008年2月期

す。また、ファストフード商品の味、鮮度の

事業の種類別

102.2％

1,100億円

60

●連結業績
（2007 年 3月1日〜 2008 年 2月29日）

２００７年度の概況

1兆480億円
93.7％

38

厳しい環境下で先行投資を進め
収益力向上を追求

積極的に事業基盤を拡充・強化

103.7％

1,139億円

10



1

14

1兆253億円
フードサービス

45

２００８年２月期 決算
12
34

２００８年２月期 決算

博し、好調な業績推移となりました。
「セブンプレミアム」の販売を軸に
魅力ある店づくりと収益力強化に注力
食品スーパーを展開するヨークベニマル
は、
「小商圏において繰り返し来店されるお
客様の日常の食卓をより楽しく、豊かに、便
利にする」をコンセプトにした店づくりに引

主編集」売場に注力。順調に効果を上げてい
ます。また、イトーヨーカドーなどグループ
各社との情報の共有化を積極的に図るととも
に、自主的な商品開発のノウハウの導入にも
力を注いでいます。
◉ フードサービス事業

◉ 金融サービス事業
セブン銀行、ＡＴＭ事業の順調な拡大で
収益性がさらに向上
セブン銀行では、グループ店舗へのＡＴＭ
設置を拡大するとともに、空港、ホテル等の公
共性の高いスペースへの設置、さらに野村證
券全支店のＡＴＭ運営受託などを通じて、Ａ

２００７年９月、フードサービス事業に取
台に達し、１日１台当りの平均利用件数は

果、２月末のＡＴＭ設置台数は１万３０１７

ＴＭネットワークを拡充しています。この結

における競争力強化を追求。商品面では「セ
り組んできたデニーズジャパン、
ファミール、
１０８件と好調に推移。順調に収益性を高め

既存事業を３事業部に統合再編し
収益性の改善強化に向けた体制を整備

ブンプレミアム」の品揃え、販売の強化を軸
ヨーク物産の 社を、セブン＆アイ・フード

き続き取り組み、競合環境の厳しい東北地方

に、ヨークベニマルならではの魅力ある売場
画の精度アップによる作業効率の改善、コス

づくりを進めています。店舗運営では作業計
事業を「レストラン」
、社員食堂および病院や

システムズに統合し、３社が進めてきた既存
の上場を果たしました
（本誌 ページに詳報）
。

ています。また、２月末にはジャスダックへ

ています。

ト削減を進めることで、収益力の強化を図っ
ラクトフード」
、
「ファストフード」の３事業

学校などの給食サービスを受託する「コント
サービスは「ｎａｎａｃｏ 」カードの発行を推

カード事業を推進するアイワイ・カード・

舗周辺商圏への積極的な働きかけを通じて、

なメニュー開発などに取り組むとともに、店

価格やボリュームの見直しなども含めた新た

の拡大とともに、収益性も確実に高まってい

枚数は２９５万枚となり、利用率、利用者数

います。２月末現在のクレジットカード発行

みの結果、カード稼働率は高水準で推移して

ヨーカドーなどの店舗と一体となった取り組

既存店の活性化を推進しています。しかし、

レストラン事業では、
接客サービスの向上、

カード」
の発行および利用促進に注力。イトー

進するとともに、クレジットカード「アイワイ

中国における食品スーパー事業は北京王府
井ヨーカ堂が新たに１店舗出店し、２店舗と
なりました。
◉ 百貨店事業
店舗特性、商圏特性に合わせた
「自主編集」売場を展開

また、２００８年１月には、グループの金融

ます。

影響もあり、当期は十分な改善効果を発揮す

関連事業を統括するセブン＆アイ・フィナン

天候不順やガソリンの高騰などの外部与件の
るまでには至りませんでした。今後、いっそ

シャル・グループを設立し、グループの金融関

百貨店は、店舗の構造改善を着実に進め、

う３事業の改革を加速させ、着実に業績の回

連事業管理事業の集約を図りました。

月に所沢店、そごう八王子店も２００８年
月に全館リニューアルオープンしました。い
復を図っていきます。

シナジー効果の拡大に向けては、ＰＢ商品

画しています。

２０１１年度には２０００億円の売上げを計

ずれも、店舗特性や商圏特性に合わせた「自

益６兆８００億円、連結営業利益を３３２０億
円とする収益計画を策定し、その達成のため

❶ 内部体質の強化、❷ 既存事業の事業再編、 「セブンプレミアム」の拡大を推進。２０１０
年２月期の売上目標を３２００億円として、

を注ぐとともに、自己資本当期純利益率（ＲＯ

スの削減による収益性向上に積極的に努める

❶ 内部体質の強化では、不採算店の閉鎖、ロ

した食品スーパー事業の再編、統合を実施し

舗体制を見据えて、ヨークベニマルを中心と

❷ 既存事業の事業再編では、将来の３００店

❸ 新しい事業への挑戦に取り組みます。

Ｅ）の目標を２０１１年２月期８％以上とし、

とともに、グループシナジーのさらなる追求

ていきます。また、セブン＆アイ・フィナン

開発分野の荒利益率の引き上げを図ります。

さらなる向上に努め、ＲＯＥ ％を目指して

に取り組んでいきます。

業価値の最大化に努め、営業利益の向上に力

さらに今回、２０１１年２月期の連結営業収

店舗である西武池袋本店の構造改善に着手。

西武百貨店では２００７年 月に渋谷店、

整えました。

部に再編。収益性の改善強化に向けた体制を

24

いきます。その一貫として、この 月 日〜

注 2：為替換算レート：2008 年 2月期実績：$1=117.85 円
2011年 2月期計画：$1=100.00 円

「ｎａｎａｃｏ 」のグループ外への拡大を進め

にスタートするセブン イ-レブンネットなど
ネット事業の拡充を図ります。カード事業で
ラスの店舗における商品構成の見直し、値下

ます。イトーヨーカドーにおいては不採算

げ・廃棄ロス削減による収益改善など、構造

ていきます。また、中国ではセブン イ-レブン
の本格的なＦＣ展開を目指して準備を着実に

は、グループ横断的なカード戦略の構築や、

改革を進めます。また、都市型ショッピング

進めるとともに、総合スーパーを２０１０年

店３〜５店舗の閉店とともに、２０００坪ク

センター「アリオ」の出店を加速します。セ

度までに 店を新たに出店する計画です。
１４０店舗程度の閉鎖を進め、既存店の活性

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
は、今後もグロー
事業構造の革新に挑戦していきます。

バルな新・総合生活産業の創造を目指して、

7
化に力を注いでいきます。百貨店では、この
月から、２０１０年の完成を目指して基幹
4

月 日を取得期間として、市場買い付けに

注１：2011 年 2月期の連結営業利益計画額は、海外子
会社におけるのれん代償却額
（2010 年 2月期より発
生）
約 80 億円を織り込んでいます。

4
6
ブン＆アイ・フードシステムズでは不採算店

イヤーを今夏までに８０００店舗に拡大し

セブン イ-レブンは、設立以来 年を超え、 シャル・グループを中心とした金融関連事業
立地環境が大きく変化している店舗が増加 （銀行を除く）の再編、フードサービス事業の
30

より５０００万株（１７００億円）を上限とし

ROE

10

3

資産の効率的配分を実践していきます。

今後の取り組み
内部体質の強化、既存事業の事業再編
新規事業への挑戦を、さらに推進

9

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．では、継続して企

3

一体運営の推進を図っていきます。

18

しています。今年度は、スクラップ＆ビル

4

10

た自己株式の取得および消却（消却予定日７

8％以上

❸ 新しい事業への挑戦においては、イトー

6.7％

ドを進め６００店程度の閉鎖を行うととも

3,320億円

月 日）を実施します。また、目標連結配当性

2,810億円

月からスタートした「日テレ７」
、さらに 月

連結営業利益

ヨーカドーのネットスーパーの店舗拡大や

6兆800億円

品面では、揚げたて商品を提供する専用フラ

5兆7,523億円

に、１０００店の新規出店を目指します。商

連結営業収益

向 ％の維持・向上を図り、株主還元の強化と

2011年2月期計画

11

3

2008年2月期実績

30

●中期計画
（2011 年 2月期収益計画）

6
35 31

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．のグループ各社が互いに連携し
グループシナジーを発揮している最前線をレポートします。

●イトーヨーカドー
ネット通販

リンク

︱ 新番組「女神の市場（マルシェ）」スタート ︱

消費飽和時代のニーズを掘り起こす
日テレ７のチャレンジ

●セブン - イレブン店頭

ご来店

ＴＶ
番組

ネット通販

を通じて商品の持つ価値を再認識
し、売場やお客様へのアピールが
もっと必要と痛感した」など、従来
の仕事を見直すきっかけも生まれ
ています。
このような取り組みを積み重ね
ることで、今までにないリアルな
マーケティングデータの蓄積も進
んでいます。今後、
このマーケティ
ング力を活かしたサービスも事業
化していく考えです。
お買物のきっかけづくり、商品
開発、売場開発、マーケット分析
といった取り組みで、消費飽和時
代のマーケットを立体的にとら
え、お客様の利便性向上に役立て
ていく日テレ の試みが、新しい
可能性を拓いていきます。

12

●イトーヨーカドー店頭

ポータル
サイト

●セブンアンドワイ

http://www.ntv7.jp/
program/megami/index.html
※番組情報は「女神のマルシェ」で検索できます。

「メディアと消費の融合」で
視聴者を消費者に変える

のバッグです。肩にもかけられ、出し入れ

13

み」と言います。
のポータルサイトでは、番組で紹
介した商品や関連商品などについ
「従来も、商品・サービス、店舗
て、詳しい情報を提供するととも
を紹介する情報番組はいろいろあ
に、商品を販売しているセブン イ
りました。しかし、番組は情報を
発信するところまでで、視聴者が
レブンやイトーヨーカドーなど、グ
ループ各社の実店舗の紹介やネッ
興味を持っても入手方法がわから
ない。メディアと消費の融合は、 ト通販にもリンクしています。
実店舗では「女神の市場」で紹介
そのようなフラストレーションの
された商品が一目でお客様にわか
解消を目指す取り組みです」
る売場づくりを展開。ネットでも、
「女神の市場」は、毎回、メイン
番組紹介商品や関連商品を打ち出
ターゲットとなる主婦層の立場で
してアピールするほか、メールマガ
テーマを設け、独自の視点で見出
ジンなどのツールも駆使してお客
した商品やオリジナル開発商品を
様に積極的に働き掛けます。
紹介するコーナー、話題のトレン
ド商品を紹介するコーナー、グルー
「価値」が生まれる現場が見える
プ各社のデータをもとに、旬の商
オリジナル商品の開発
品の売上ランキングを紹 介する
日テレ７では、番組を通じてオ
コーナーなどで構成。
リジナルの商品開発にも取り組ん
番組と連動したインターネット

しやすく、容量もたっぷり。ポーチやエコ

４月 日、日本テレビで毎週金
曜日午後４時からのお買物情報番
組「買物大スキ！ 女神の市場（マ
ルシェ）
」がスタートしました（関
東１都 県で放送）
。この番組の
企画・演出に当たっているのが、日
本テレビ、セブン＆アイＨＬＤＧ
Ｓ．
、セブン イ
-レブン、イトーヨー
カドー、セブンアンドワイ、電通
により昨年 月に設立された「日
テレ７（ニッテレセブン）
」
。
「女神の市場」は、
「メディアと
消費の融合」を目指す同社のコン
セプトを具現化した番組です。白
岩裕之日テレ７常務取締役は、
「メ
ディアと消費の融合」とは「テレビ
の視聴者を消費者に変える取り組

ざまなシチュエーションに使えるこだわり

リンク
記 者 会 見 でマル チ
バッグを 披 露 す る
渡辺満里奈さん。
カ
ラーは5 種 類、価 格
は2万4,800円。

実店舗

日テレ７はこの両社のインフラを
活かして、
「お客様（視聴者）の立
場に立ったメディアと消費の融
合」という今までにないビジネス
モデルの構築を目指しています。

ルチバッグ。マザーズバッグとしてはもち

検索

7

新しい視点が
売場の活性化にも寄与

ろん、誰にでも使いやすいデザインでさま

12

でいます。たとえば、タレントが
使う人の立場でほしい商品をメー
カーに注文。実現までのプロセス
を番組で紹介し、できあがった商
品を実店舗やネット通販で販売し
ます。お客様は番組を通じて、製
造現場にまで入りこみ、自分の目
で 価 値 を 確 か め る こ と がで き ま
す。テレビならではの説得力と、
身近なお店やネット通販で手に入
れられる手軽さが日テレ の強み
です。

なった渡辺満里奈さんプロデュースのマ

長期的な計画に基づいて仕事を
進める小売業とオンタイムで「旬」
を追い続けるメディア事業。その
違いを越えて共同事業を成功に導
くため、毎週、セブン＆アイＨＬ
ＤＧＳ．各社の商品担当者は、日テ
レ７とミーティグを開いて、数カ
月先までの番組内容と商品手配等
のすり合わせを進めています。そ
こから「番組づくりのプロの視点

現在、さまざまな商品開発プロジェクト

4

6

お客様の立場に立って
高いクオリティを追求する

を迎えて個人消費市場縮小への対
応は、小売業にとって大きな課題
です。潜在するニーズの掘り起こ
しと、インターネットなどを駆使
して個々のお客様のもとまでうか
がってご注文を承る「ご用聞き」が
不可欠になっています。
日テレ７の取り組みは、この２つ
のテーマに応えるもの。今回参画
しているセブンアンドワイの鈴木
康弘社長はこう言います。
「情報や商品が氾濫する中、お客
様が自分にとってほんとうに必要
なモノと出会うのは、かえって困
難になっています。そこで、商品
や情報を整理して、お客様がすぐ
に使える形にしてお届けすること
が必要です。日テレ７はお客様の
立場で商品や情報を厳選して提供
することで、その役割を果たして
いこうと考えています」
しかし、お客様の厳しい選択眼
をクリアし、信頼を得て繰り返し
ご利用いただくには、提供する情
報や商品に高いクオリティが必要
です。それを生み出すのが、セブ
ン＆アイＨＬＤＧＳ．
の商品開発
力や調達力、店舗網、そして日本
テレビの真面目な視点と魅力ある
演出力を備えた情報伝達力です。
が進行中。第一弾は、昨年一児のママに

1
セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
の各店
舗では、この取り組みを通じて、
他にはない価値ある商品の品揃
えが可能になること、そして新し
いお客様や客層をキャッチするこ
とが可能になります。
「女神の市
場」第１回放送で紹介したアンチ
エージング化粧品は８０００円以
上の価格で、セブン イ
- レブンの
品揃えでは高額商品ですが、販売
にチャレンジして好評を博しまし
た。このように、売場にとっても
新しいマーケットに挑戦する機会
となっています。
人口減少時代、消費飽和の時代

続々登場する
オリジナル商品に注目！

7

●日テレ７「女神の市場」の仕組み
バッグもついています。ご期待ください。

明日を切り拓く
グループシナジー

Group
Synergy

Group
Synergy

の信頼にお応えしていくことは、私たちの社会的使命

係は私たちの事業活動の基盤となるものです。

よりいっそう開発に力を注ぐとともに、これまで培って

その役割の大きさを真摯に受け止め、
２年目以降も

きた各社の知恵を共有化し、グループシナジーを強

化していくことで、セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
の企業価値
向上に貢献していきたいと考えています。

のこだわりを具現化
する仕組みを構築しています。
また、グループ各社が一体となっ
て取り組み、商品分野を超えて横
の連携をとりながら開発を進める
ことで、包装材料なども含めた原
材料の一元管理も進めてきました。
セブン イ
-レブンの原材料管理シ
ステムを基にデータベース化を進
め、原材料と商品をひも付けし、ど
の商品にどの原料がどれだけ使わ
れているかまで把握し、原料の総
量を把握することで、コスト構造
にまで踏み込んだ管理を可能にし
ています。さらに、原材料を産地
別にとらえるなど、
さまざまなデー
タ検索も可能で、短時間のうちに
把握できるため、安全確認などに
も役立っています。

商品の拡充とＭＤ改革で
新しい魅力づくり
セブンプレミアムの取り組みは、
売場に新しい魅力をもたらすこと
にも寄与しています。たとえば、
洗濯洗剤や調味料などは、従来、
価格競争が激しく、スーパー業態
などで目玉商品となるケースが多

かったために、セブン イ
-レブンで
は扱い難かった商品です。しかし、
セブンプレミアムが登場したこと
で、セブン イ
-レブンでも販売でき
るようになりました。これにより、
売場に新しい魅力が生まれるとと
もに、新しい客層を導くことにも
つながっています。また、セブンプ
レミアムの購買層は、リピート率
も高いといったデータもあり、固
定客の拡大にも寄与しています。
セブンプレミアムは、今後もま
すますラインアップを充実させて
いく計画です。２年目の食品の重
要テーマは、お客様の利用頻度の
高いデイリー食品の充実。また、
これまで以上に店舗との連携を強
め、開発から売場まで一体となった
マーチャンダイジング体制を構築
していきます。セブン＆アイＨＬ
ＤＧＳ．
は、このセブンプレミアム
の取り組みを通じて、お客様にご
満足を提供するとともに、グルー
プ各社のマーチャンダイジングの
革新をいっそう進めていきます。

14

︱ ２年目を迎えた「セブンプレミアム」︱

値上げの拡大、食の信頼性を揺

して、味や品質の点でひけをとら
ず、価格はよりお求めやすく、と
いう点にこだわり、お客様の立場
に立った「価値」の実現に真正面か
ら取り組んできました。
セブンプレミアムの大きな特徴
の一つは、一流の開発・生産のパー
トナーと組んで、各商品分野で最
高クラスの製造技術やノウハウ
で、お客様が求める味や品質の実
現に取り組んでいること。食への
信頼を揺るがす事件が続く中、愚
直ともいえるこの品質や安全・安
心へのこだわりは、この１年間の
環境変化の中で、多くのお客様に
共感と信頼を寄せていただけるよ
うになりました。

であるだけでなく、そこで培われるお客様との信頼関

1

大髙善興 ヨークベニマル社長

ＱＣチェックと原材料一元化で
安全・安心への管理体制

供する取り組みがますます意義深いものとなっていま

15

「安全・安心」
「味と品質」
「お求めやすさ」を追求し
グループの新しい「顔」に

社会の信頼に応え
企業価値向上に貢献する
オリジナルブランドを育成する

このセブンプレミアムの開発を
推進しているのが、ヨークベニマル
の大髙善興社長をリーダーとした

す。セブンプレミアムを通じて、お客様のニーズ、社会

業態を超えて
「グループのブランド」に成長

グループＭＤ改革プロジェクト・リーダー

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
のオ
リジナル開発商品「セブンプレミ
アム」が登場して 年。およそ
アイテムからスタートして、この
月には３８０アイテムにまで拡
大し、分野もインスタント食品、
飲料、調味料、お菓子などの食品
だけでなく、洗濯洗剤、トイレッ
トペーパー、ティッシュペーパー
などの日用品、ノートなどの文具
へと広がっています。また、昨年
８月からは、セブン イ
- レブンで
も販売をスタート。昨年５月から
今年４月までの１年間の売上高は
８００億円に達し、まさにグルー
プの顔に育ってきました。
この間、セブンプレミアムが一
貫して追求してきたのが、安全・
安心、味や品質、そしてお求めや
すい価格 。各商品分野で人気の
高いナショナルブランド商品に対

境の中で、セブンプレミアムは販売

プロジェクト。グループ各社の開
発担当者がチームを組み、セブン イレブンの開発手法に学びながら、
食品スーパーなどの各業態特性に
合わせて修正を加え、独自のノウ
ハウを培ってきました。現在では
開発担当者からの開発申請に始ま
り、商品開発、売場展開に至るま
での一連の流れを確立しています。
いつ、どこで、誰が商品の品質や進
捗状況のチェックを行うかという
ポイントだけでなく、モニタリング
（試食）や、工場の生産ラインの衛
生管理状態などＱＣ（クオリティコ
ントロール）面のチェックなども組
み込まれ、安全・安心、味や品質へ

こだわり、品質の高い商品をお求めやすい価格で提

50

うどんや煮豆などはリピーターも多い人
気商品。
（イトーヨーカドー）

るがす事件の頻発といった社会環

お客様も思わず足を止める演出で
アピール。
（ヨークベニマル）

２年目を迎え、毎日使う食品や日用品の安全・安心に

2
5

︱ 電子マネー「ｎａｎａｃｏ」、
「アイワイカード」︱

決済の多様化、利便性アップで
グループシナジーを高める

グループ内外で加盟店舗拡大
「ｎａｎａｃｏ 」
う拡大するこ
この「ｎａｎａｃｏ 」を使って、お
買物をしていただくと、お買上げ
とが期待され、
金額１００円につき１ポイントが 「ｎａｎａｃｏ 」の役割はますます
貯まり、貯まったポイントは１ポ
高まっています。
イント１円として電子マネーに交
サインレスでますます便利な
換できるのも魅力の一つ。このポ
「アイワイカード」
イント効果もあって、セブン イレ
一方、イトーヨーカドー、ロビン
ブンでは新たに女性客が増加する
ソン百貨店、ヨークマート、オッ
といった、新しいお客様の集客に
シュマンズ、アリオなどで使える
も結びついています。
また、グループ店舗での利用拡 「アイワイカード」は、ポイント機
大にともない、同一エリア内にあ
能とクレジット機能をあわせ持つ
るセブン イレブン、イトーヨーカ
カードとして、着実に会員数を拡
大しています。昨年 月より、従
ドー、デニーズが業態の違いを越
来、食品フロアで実施していたサ
えて協力し、
「会員獲得」イベント
を実施するなど、グループ会社相
インレス（３万円以下のお買物に
互の交流も進んでいます。
つき、署名や暗証番号の入力なし
今後、
業態を越えた「ｎａｎａｃｏ」 でカードを利用できるサービス）
の利用が進むことで、イトーヨー
を衣料・住居など全フロアに拡大。
カドーでのショッピングで貯まっ
よりいっそう利便性を高めました。
たポイントを使ってセブン イレ
また、４月から「ｎａｎａｃｏ 」
と「アイワイカード」双方をお持
ブンでお買物をするなど、グルー
プ店舗間での「送客」効果もいっそ
ちの方は「ｎａｎａｃｏ 」によるク
イックペイ機能の利用ができるよ
うになり、アイワイカードの活躍
シーンはますます広がっています。
このような利便性と高いポイン
ト還元率、会員向けサービスの充
実などのお得さから、数ある流通
系カードの中でもひときわ高い稼
働率を上げています。その実績を
背景に、各店舗の集客力の強化や
顧客サービスの充実にも寄与。カー
ドのご利用データを活かしてター
ゲットを絞り込んだ商品のご案内
やイベントをサポートし、各店舗の
販売促進にも高い効果を上げてい
ます。今後、赤ちゃん本舗をはじめ
としたグループ各社との提携カー
ドの発行も進めていく計画です。
アイワイ・カード・サービスで
は、
「ｎａｎａｃｏ 」
「アイワイカー
ド」のグループ内外での加盟店舗
拡大に向け、積極的に取り組んで
いきます。

入れてモノを上手に使いこなすな
ど、精神的満足感へのニーズの高
まりに応えるために、物販とサー
ビスを融合した売場づくりにも挑
戦しています。その一つが、この
月にオープンした市原店（千葉
県）の「健康・快適あんしんサポ
ートショップ」
。これまでの「あん
しんサポートショップ」で展開し
てきた介護用品やシニアの快適な
暮らしを支える商品の販売ととも
に、栄養相談、地域介護情報の提
供、家族とも楽しめる運動施設な
どの設置によって物販とサービス
の両面から高齢者のニーズに応え
ています。ショップには福祉用具
相談員、理学療法士、管理栄養士
などの専門家も配置して、気軽に
相談していただけるようにしてい
ます。この新しい形態の「あんし
んサポートショップ」は 、今年度
中に５〜 店舗を開設していく計
画です。
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セブン-イレブンのスタッフがイトー
ヨーカドー店頭で「nanaco」入会
キャンペーンを実施。
個店レベルで
の自主的なグループ連携も多数行
われています。
市原店の「健康・快適あんし
んサポートショップ」
。壁の絵
と解説を見ながら動くと、自然
に体力アップできる無料の運
動自習室も設置。

品揃え 、情報 、提案性の
充実した売場で
消費飽和時代のニーズをキャッチ
たとえば６店舗で展開している
「キッチンガーデン」は、
「家族で
食を楽しもう」をテーマに据え 、
食育や安全・安心といった現在の
「食」ニーズに応える売場づくりを
進めています。その品揃えの柱と
なる「顔が見える食器。
」は、産地
ゆう
と連携して鉛を排除した釉薬を使
った開発商品。ＱＲコードをつけ、
携帯電話で生産履歴を確認できる
仕組みも取り入れています。
アリオ鳳（大阪府）で登場した
「バスガーデン」も家族のコミュニ
ケーションをキーワードとして、
バスルームで使う雑貨類の充実を
追求。タオル類は種類とカラーバ
リエーションを豊富に揃え、選ぶ
楽しさを提供します。

物販とサービスを融合した
「あんしんサポートショップ」

10

10

また、モノの消費だけではなく、
楽しい時間を過ごす、情報を取り

3

電子マネー「ｎａｎａｃｏ 」が、ス
タートして満１年を迎え、利用で
きる店舗もセブン イ
-レブンに加
え、デニーズ、イトーヨーカドーへ
と拡大。グループ内外の加盟店約
万９０００店舗で利用できるよ
うになりました。また、チャージ
も、セブン イ
-レブン店舗に設置さ
れたセブン銀行の新型ＡＴＭで行
えるようになり、３６５日 時間、
身近なお店で便利に使える電子マ
ネーとして利便性を高めています。
さらに、 月からはジェーシー
ビーと提携し、セブン イ
-レブン全
店で、非接触式ＩＣ決済サービス
「ＱＵＩＣＰａｙ（クイックペイ）
」
（後払い方式の小額決済サービス）
の取り扱いスタートにともない、
「ｎａｎａｃｏ 」のクイックペイ機能
（※）
の利用も開始。ますます便利さ
を増しています。

消費の飽和が叫ばれる中、今のお客様が求める要素を的確に取り込み、
実績につなげている商品・売場・サービスの取り組みを紹介します。

4

新たなニーズに応える商品・売場・サービスの開発

24

ドー
ヨーカ
ー
ト
イ
モノも情報もあふれる現在、お
客様は自分の生活スタイルに合わ
せてモノや情報を取捨選択してい
ます。そのようなお客様のニーズ
にお応えするために、イトーヨー
カドーでは今、新しい売場づくり
に取り組んでいます。その一つが
「専門店化」
。これまで一ヵ所で広
く浅く何でも揃えていた商品構成
を変え、絞り込んだカテゴリーの
中で品揃えの幅や奥行きを広げコ
ーナー化。お客様に「選べる」品
揃えと情報性、提案性のある売場
づくりを図っています。衣料では
コーディネート・ショップの導入
などで先行してきましたが、住居
でも「専門店化」が進んでいます。
キッチンガーデンやバス
ガーデンでは品揃えの幅
を広げ、選べる楽しさを
追求しました。

3

お客様の視点から
「新しい価値」
をつくる

1

集

特

Group
Synergy

※
「nanaco」
でクイックペイを利用するには、
アイワイカードの登録が必要です。 詳細は http://www.iy-card.co.jp/qpnanaco/index.html

2

地域の生産者 、メーカーさんと
一体になって取り組んだ
豊橋地区の地域商品開発

セブン‐イレブンでは 、お客様
のニーズにお応えする商品を開発
するために、必要な技術やノウハ
ウを持つメーカーや専門家と一緒
にチームを組んで、ものづくりを
進めています。2007年からは、
そのチームに各地域の店舗を担当
するＤＭ（ディストリクトマネジ

豊橋地区では、担当す
るＯＦＣ全員が参加す
る勉強会を開催。あつ
み牛の生 産 農 家を訪
ねて、こだわりの飼育
方法を聞きました。

ャー）が加わり、商品開発から、発
注、販売までが一体となった取り
組みにチャレンジしています。
そのチームで毎週一回行われて
いる商品開発会議では、「どうすれ
ば地域のお客様の期待にお応えで
きるのか。目標の味、品質になっ
ているのか」を 、何度も検討を重
ね、全員が納得するまで試作、試
食が繰り返されます。豊橋地区の
ＤＭは「店舗を担当する側が一緒
に参加することで、原料から製造
までの開発のこだわりを直に感
じ、価値を共有することができま
す。それを店舗に自信を持って伝

セブン‐イレブンでは 、こうし
た地域商品の開発を積極的に進め
るとともに、昨年からは和歌山県、
長野県 、栃木県 、奈良県 、茨城県
などの各自治体と「地域活性化包
括連携協定」を締結。今年度中に
は を超える自治体との締結を目
指し、地域一体となった取組みを
進めています。

えていくことで 、積極的な発注 、
売場づくりにつながっています」
と言います。

ＯＦＣ自身がこだわりを体感し
積極的な発注 、販売へ連動
さらに今回は、豊橋地区を担当
するＯＦＣ（オペレーションフィ
ールドカウンセラー＝店舗経営指
導員）全員が参加する勉強会が開
催されました。あつみ牛の生産農
家を訪ねて、生産者やＪ Ａの方た
ちからこだわりを聞き出します。
「五分だまり醤油」を製造する小田
商店では、伝統の味を生み出す杉
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ることで、肉本来の旨み、おいし
さを備えた良質な肉となりました。
さらに調味料にもこだわりまし
た。「情報を収集し、地域で馴染み
のある『五分だまり醤油』を使用
することになりました。ごぼう、
たまねぎなども加えて、一緒に煮
込むことで、ふっくらと仕上げた
肉の旨みを引き立てる地元の味が
完成しました」と言うのは、静岡・
愛知地区担当の開発担当者。地域
の味を徹底して追求しています。

地域の方が慣れ親しんだ味を、
地元の特産品を使い、地元でつく
って、地元で食べていただく、
「地
域商品」がお客様に喜ばれていま
す。セブン‐イレブン商品本部・
地区ＭＤ統括部の責任者は「原料、
調味料など地元の味に徹底してこ
だわり、お客様に質の高い価値あ
る商品を提案するため、地域の生
産者、メーカーと一体となって地
域商品の開発に積極的に取り組ん
でいます。目標品質を定め、それ
を実現するための創意工夫を重ね
ながら、地域のお客様ニーズに応
える品揃えを目指しています」と
言います。
愛知県豊橋地区では、
地元の
“あ
つみ牛”を使った牛めし弁当の開
発にチャレンジし、 月に販売し
ました。あつみ牛のこだわりは、
「安全」
「安心」
「脂ののったおいし
さ」
。地元農協があつみ牛用に特
別に開発した飼料を使って飼育す

イレブンの豊橋地区のオーナーは
地域商品の取り組みを次のように
語っています。
「オリンピックと同じように 、
地元の商品なら仲間意識を強く持
つことができ、地元の人たちも応
援してくれます。従業員さんも積
極的に売っていこうと発注や売場
づくりに意欲的に取り組んでくれ
ます」

5

商品開発会議では、地域のお客様に満足いただける味、品質を
追求し、何度も試作、試食が繰り返されます。
勉強会の後、生産者やＪＡ
の方たちと一緒に試食。皆
さんから「おいしい商品がで
きて大満足」と喜びの声が
あがりました。
豊橋地区の店舗では積極的な発注と売場づくり、
試食販売に取り組み、連日、通常商品の何倍も
の売上げを記録しました。

･
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3

商品開発から販売まで
トータルでチームＭＤを推進

の木桶での伝統醸造を自分の目で
確かめました。さらに、デイリー
メーカーわらべや東海の工場も訪
問。肉をスライスし、調理して弁
当になるまでの過程を見学し、一
つ一つの工程での商品価値向上の
取り組みや、徹底した品質、衛生
管理による安全 安心の推進体制
を確認しました。この見学会で見
て、聞いたことをＯＦＣが実感を
こめて各店舗に伝えていくこと
で、豊橋地区ではどの店舗でも積
極的な発注、売場展開へとつなが
っていきました。
いよいよ 月 日。「あつみ牛の
牛めし」がセブン‐イレブンの店
頭に並びました。豊橋地区の店舗
では、通常商品の 倍から 倍に
発注数を増やし、手づくりのＰＯ
Ｐとボリューム陳列で、お客様に
アピールしました。また、お客様
にこの新商品の味を知っていただ
くための試食販売も積極的に行い
ました。その結果、どの店舗も毎
日、売上第 位の商品と大きな差
をつけ、群を抜く売上げを記録し
ました。また、
弁当全体の売上金額
も、販売した 週間は連日前年比
140％から150％と大きく伸
ばすことができました。セブン‐
2

2

2

地 域で 馴 染みのある
「五分だまり醤油」を製
造する小田商店で伝統
醸造を確認。牛めしは
その「五分だまり醤油」
を使った煮汁で、肉を
ていねいに煮込んでい
きます。

20

ン
イレブ
ン
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が高いのが特徴です。こうしたお
客様にご満足いただけるよう、都
心店同様の高感度かつ時代性の高
い品揃えを行い、お客様に店舗の
Will（意思）を明確に伝える
ために、婦人靴やキャリアファッ
ションなど つの売場を再編・新
設。快適に買い回りができるよう
工夫しています。

地元のお客様の声に応えて
都市型百貨店へとリニューアル
『そごう八王子店』

市内唯一の百貨店として開店
周年を迎えたそごう八王子店が、
月 日に全館リニューアルオー
プン。「八王子でおしゃれな買物が
できる！」
「華やかで楽しい！」と
お客様から大好評を得ています。
八王子市は多摩地区一の人口を
擁し、増加率も高水準にあります
が、リニューアル以前は、より都
心寄りで商業集積の高い立川エリ
アへ顧客が流出していました。そ
こで、1000人のお客様にアン
ケートを実施するなど徹底したマ
ーケット調査を行い、地元のお客
様ニーズを満たす百貨店を目指し
ました。
新生そごう八王子店のストアコ
ンセプトは、「おしゃれな上質都市
型百貨店」
。ターゲット層は、 代
の団塊ジュニアと、その親世代で
ある 代の団塊世代に絞りまし
た。いずれも通勤で都心に通って
いる方が多く、ファッション感度

都心同様の品揃えと
便利で頼れるサービス
婦人雑貨では、都心に負けない
ブランドを集めた化粧品売場や、
地域最大級の 万足が揃う靴売場
を展開。 代キャリア女性向けの
品揃えを強化するとともに、親娘
でご来店されたお客様がバッグや
婦人服などへ買い回りしやすい売
場設計をしています。
ファッションでは、そごう初と
なる自主編集売場「キートゥース
タイル」が好評。 以上のブラン
4
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野菜」でも商品の出荷シーズンご
とに必ず栽培履歴を確認していま
したが、
「三ツ星野菜」では特別栽
培農作物の基準に沿って、さらに
化学肥料や農薬量の節減に取り組
んでいます。栽培履歴の確認は実
績のある専門業者に依頼し、さら
に社内の責任者が畑まで足を運ん
で記載に間違いがないかをチェッ
クします。
また、安全・安心に育てられた
野菜でも、おいしくなければお客
様に支持されません。そこでバイ
ヤーを中心に食味を判定する確認
会を週ごとに行い、おいしい商品
を厳選して出荷しています。価格
も、一般の青果物とほぼ変わらな
い水準を目指しています。

惣菜部門も連動して
「三ツ星野菜」を使用
惣菜部門でも「三ツ星野菜」を
使用した商品開発が進んでおり、

（右）最新トレンドは足元から。4 万足の品揃えを
誇る婦人靴売場。

ドからセレクトした旬のスタイル
をトータルコーディネートできる
売場です。また、キャリアファッ
ションでは、人気の高い のブラ
ンドがデビュー。同世代の女性社
員による「ヴィーナスプロジェク
ト」も発足させ 、女性の視点でさ
まざまなイベントを企画し、お客

（上）自主編集売場「キートゥースタイル」は 20
〜 30 代女性がターゲット。

すでに野菜原料の約
割が「三ツ星野菜」に
切り替わっています。
おいしさや安全性はも
ちろんのこと 、青果売
場と連動することでお
客様へのアピール力を
強め 、安定した仕入れ
量を確保していくこと
で、
「三ツ星野菜」に取り組む生産
者を育成するのも狙いです。
また 、循環型農業を目指して 、
自社工場から排出される野菜クズ
ざん さ
などの残渣を有機肥料化し、「三ツ
星野菜」の栽培に活かしてもらう
取り組みにも着手しています。
「三ツ星野菜」が目指すのは、地
球環境にやさしく、生産者の安定
した収入を確保しながら、おいし
くて安全・安心な野菜を手頃な価
格で提供していくこと。お客様の
笑顔を実現する新ブランドを、大
切に育てていきます。
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30

お客様の期待に応える新ブランド
安全・安心・おいしい
『三ツ星野菜』が誕生！

1

様にアピールしていきます。
トール＆ラージ売場のブランド
数も多摩地区最大級。食品部門も、
菓子・惣菜を中心に、上質であり
ながら毎日ご利用いただける地域
性を重視した品揃えで魅力を高め
ました。
サービス面では、ベビー休憩室
に離乳食用の「モグモグカウンタ
ー」を新設。各階の女性専用化粧
室を改装し、パウダールームも設
置しました。こうした施設面の充
実とともに、専門的な技術と豊富
な商品知識を持つ専門販売員20
名を全館に配置してお客様との
コミュニケーションを深め、さら
に地域から愛される百貨店へと進
化し続けていきます。
20
21

売場をコーナー化して PR。足を止めて POP を確
認してからカゴに入れるお客様も多く、食品の品
質や安全性への関心の高まりがうかがえます。
商品ラベルには QR コードがついて
おり、生産者や栽培履歴を確認でき
るように情報開示をしています。
三ツ星野菜をふんだんに使い、
彩りもきれいなサラダを豊富に
品揃え。

6

50

ヨークベニマルでは約 年前か
ら、ムクダイ資材を用いて化学肥
料や農薬をできるだけ使わずに栽
培した「ムッくん野菜」の販売を
行い、お客様に好評をいただいて
きました。そして、今年の 月
日から、
新ブランド
「三ツ星野菜」
を展開しています。
現在では、ムクダイ以外にも優
れた食味の作物を育てる栽培方法
や、土壌を悪化させない資材がた
くさんあります。ヨークベニマル
では、そうしたさまざまな農法に
チャレンジする生産者にも参加し
ていただき、ムクダイだけにこだ
わらずに『特別栽培農作物』
（＊）
と
いう国の基準に準じて、安全・安
心な青果物をお客様にお届けする
活動を続けていこうと、新たに取
り組みを拡大しました。
「三ツ星野菜」では、
「安全」
「安
心」
「おいしい」という つのキー
ワードを掲げています。「ムッくん

7

25

30

3

6

3

＊特別栽培農作物
生産過程等において、国の
基準を受け各県ごとに定め
られている「特別栽培農作
物における化学農薬および
化学肥料の慣行使用基準」
の化学農薬の使 用回数お
よび、化 学 肥 料の窒 素成
分量を５割以上節減された
農作物のこと。

3

そごう
ニマル
ベ
ク
ヨー

0

きめ細かなコンサルティングで模様 替えなどの
ニーズにお応えする「リルームスタジオ」
。

中国で展開する
セブン &アイHLDGS. 各社の
北京オリンピックに向けた
取り組みをお伝えします。

王府井ヨーカ堂
オリンピック選手団も食べている
あの農園の野菜が店頭に

開幕まで3ヵ月を切り、北京市内はいよいよ最終
準備に突入。華糖ヨーカ堂では、開会式の4 週前
にあたる7月7日から、
パラリンピックが閉幕する9月
第 3 週までをオリンピック訴求期間として、広告や観
光客向けのMD 強化、
イベント、
プレゼント・キャン
ペーンなど多数の企画を準備しています。
中でも目
玉は出場選手の来店です。大会前には有力選手
の 激 励 会、大 会 中・
大会後にはメダリスト
を招いてサイン会を、
五輪スポンサー企業
とのタイアップで実施
します。

五輪グッズで盛り上がる
開幕への熱い期待感

セブン-イレブン北京
セブン─イレブン限定の
オリンピック商品に人気集中！

店内には、
お客様がその場で絵柄
を選んでオリジナルボトルをつくれ
るコカ・コーラのマシンも登場。

「福娃」
５人の名前はつなげて読
むと
「ベイ・ジン・ホァン・イン・ニー
（北京歓迎 ）
」
と同じ音に。

23

&

現在、デニーズ各店舗では、メ
ニューの改訂時に店長自身が率先
して店舗周辺の住宅や事業所への
戸別訪問を実施し、新メニューや
テイクアウトのご案内、予約活動
など、店舗近隣の新たなお客様の
掘り起こしに努めています。この
ような取り組みを通じて、周辺地
域のお客様と顔なじみになり、ご
来店の際には会話を交わすなどの
好循環が生まれ、地域に溶け込ん
だお店づくりをさらに深化させて
います。
また、お客様の満足度を高める
ために、調理やサービスのレベル
アップを目指して教育も強化して
います。今後も商品、サービスが
一体となった改革を進め、集客力、
来店頻度のアップを図り、収益性
の改善に結びつけていきます。

セブン-イレブン北京では、
他店にはない限定オ
リンピック商品の品揃えを強化して、
期待感に湧くお
客様にアピール。
中でも今しか買えないスター選手
がデザインされたコカ・コーラの記念ボトルや、
北京
オリンピックのマスコッ
ト
「福娃」
の記念バッジは、
希少
性もあって人気です。
オリンピック協賛スポンサー・統
一食品のカップ麺でも「
、福娃」
のイラスト入りエコバッ
グがもらえるキャンペーン
を実施するなど、店内は
オリンピックを先取りした賑
わいであふれています。

成都イトーヨーカ堂各店の北京五輪オフィシャル
グッズコーナーも、今年に入ってますます活気づい
ています。
中でも北京五輪マスコッ
ト
「福娃」
のグッズ
が、
かわいさで人気を独占。売れ筋ナンバーワンは、
オリンピックＴシャツで、大人用が86 元、子供用57
元。
ぬいぐるみやキーホルダー、
文具ポーチなども人
気です。
また、
メインスタジアム
「鳥巣」
の姿が美しく
刻印された記念金貨もおすすめのアイテムです。

2

事がとれるメニュー、ディナータ
イムは時間をかけていろいろと食
べたいというニーズに応えて、少
なめサイズのメニューを多彩に揃
えるなど、時間帯に合わせた新た
なメニュー提案も進めています。

成都イトーヨーカ堂

870円

店舗周辺地域のお客様に
積極的にアプローチ

昨年のイベントではアテネ・オリ
ンピックの飛び込みの金メダリス
ト・呉選手
（写真）
が来店し、大
反響でした。

増量
担々麺

デニーズでは、契約農家からチ
ルドで納品される野菜や旬の果実
など、食材には自信を持って提供
していますが、お客様にそのおい
しさを知っていただくには、まず
お店に来ていただくことが大切で
す。このメニュー政策を来店動機
につなげるとともに、リピートし
ていただけるお客様の満足度があ
ってこそ、初めて本当に顧客の固
定化が実現されます。

すべてのパッケージのラベルには、生産者の顔
写真が入っています。

開催地ならではの見逃せない
オリンピック企画が盛りだくさん

ひとくちロースステーキ
1390円

この 月、デニーズは今までの
品質を保ちながら、ステーキ類や
ハンバーグ類などの一部メニュー
の値下げや、価格は据え置いて容
量を増やしたパスタや麺類など、
値頃感、お得感のある春メニュー
を多数登場させ、話題を呼びまし
た。この新たなメニュー政策は、
セブン＆アイ・フードシステムズ
が進めるレストラン事業の構造改
革の一環として実施したもの。物
流や作業の見直しなどによる食材
の統合やロスを削減することで、
質を変えずにこれらのメニューを
実現させました。
個食の浸透、外食離れなど、食
を取り巻く環境が大きく変化する
中、セブン アイ・フードシステ
ムズでは店舗近隣のお客様の利用
頻度向上を目指した取り組みも強
化しています。日常的に利用しや
すい価格での提供とともに、ラン
チタイムは短時間にしっかりと食

味と鮮度にこだわり、低農薬野菜や産直フルー
ツなどに積極的に取り組んできた王府井ヨーカ堂。
昨年 11月からは
「生産者の顔が見える野菜」
を販
売し、好評を得ています。取り組みのパートナーは、
低農薬栽培に特化している小湯山農園さん。
中国
で6 社しかない、北京オリンピック選手団に野菜を
供給できる認定農業集団の一つです。北京近郊
の安全・安心な栽培方法に取り組
む農家を組織し、小湯山農園に野
菜を集荷してパッケージング。
速やか
に店舗に配送し、安心なおいしさと
生産者の熱意をお届けしています。

華糖ヨーカ堂

メニュー戦略とサービスの向上で
近隣のお客様に
愛されるレストランへ

ムズ
ドシステ
ー
フ
・
イ
ア
セブン&

値下げ
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ヘルシー
蒸し鶏と梅しらすの雑炊
450円

お値頃

〈240g チキン〉
チキンサラダプレート
780 円

お客様の立場に立った
銀行サービスに努め
開業 年目で上場を果たしました

日、 お か げ さ ま で セ ブ ン 銀 行 は

7

「みんなのマネーサイト。」
で
国内最大級の投信検索サービス開始

初の
「駅ＡＴＭ」単独設置
ＪＲ東京駅でＡＴＭサービス開始

「視覚障がいのあるお客様向け音声ガイダンスサービス」
提携金融機関のお客様にも拡大

４月７日、セブン銀行がインターネット上に開設してい
る
「みんなのマネーサイト。」
で
「サクサク投信検索」
がス
タートしました。これは金融商品仲介業務提携を行って
いる野村證券、日興コーディアル証券、ジョインベスト証
券の取り扱う合計５００銘柄以上の投資信託を検索でき
るもの。複数ファンドを一覧表示して一目で比較できる
など充実した機能が特徴です。
「みんなのマネーサイト。」
は、目的別に
「ためる」
「ふや
す」
「かりる」
などのコンテンツを備え、金融小売業の実
現に向けた主力チャンネルとして、今後、よりいっそう機
能を強化し、お客様のニーズに応えていく計画です。

３月８日、
ＪＲ東京駅地
下 街「東 京 駅 地 下 一 番
街」
でＡＴＭサービスを開始
しました。東京駅は観光、
ビジネスの起点として、国
内、海外の乗降客が多い
ターミナル駅。セブン銀行
は、これまで空港内へのＡ
ＴＭ設置を通じて、海外からのお客様にＡＴＭからの「日
本円」の提供サービスを進め、日本政府が進めるビジッ
ト・ジャパン・キャンペーンにも貢献してまいりました。今
後、駅にも順次ＡＴＭの設置を進め、よりいっそう国内、
海外のお客様への利便性を高めていく計画です。

昨年 11月から、セブン銀行は視覚障がいのあるお客様を対象に、全
ＡＴＭで備え付けのインターホンによる音声ガイダンス取引サービスを開
始し、お客様から強いご支持をいただいてまいりました。これを踏まえ、今
年２月12日からゆうちょ銀行を除く提携銀行向けに、また４月21日から
は提携している信用金庫、信用組合、ろうきん、
ＪＡバンク、
ＪＦマリンバン
ク、証券会社向けに全ＡＴＭで同サービスを拡大しました。また、
５月19日
よりゆうちょ銀行のお客様向けにもサービスをスタート。これにより約５００
社に上る提携金融機関のお客様に、お引出し、お預入れ、残高照会で、
音声ガイダンスサービスをご利用いただけるようになりました。
これらのお取引については、すべての操作をインターホンに集中すると
ともに、どなたにも操作できるよう説明に工夫を加え、視覚障がいのある
お客様からは
「一人でＡＴＭ取引きができた」
といった喜びの声をお寄せ
いただいています。

●みんなのマネーサイト。

http://money.sevenbank.co.jp/
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NEWS LETTER
ジャスダック上場
Special Interview

セブン銀行
代表取締役社長

安斎 隆

これからも ＡＴＭネットワークを
事業の中心に据え
生活に密着した銀行サービスを推進します

TOPICS

利用いただけるＡＴＭサービス、金融サービ

今回の上場を機に、つねに市場の評価に耳

スの実現に取り組みます。

を傾けながら、規律ある経営とその透明性確

保によりいっそう努め、
「社会の公器」として

の役割を十二分に果たすよう力を注ぎます。

２月

ジャスダック証券取引所に上場しました。

からの信用を高め、将来の設備投資や業務拡

また、上場によって提携金融機関、お取引先

でも、だれでも、安心して使えるみんなのＡ

大のための資金調達力も強化していきます。

２００１年 月の設立以来「いつでも、どこ

ＴＭ。
」を目指し、お客様にとって利便性の高

いＡＴＭネットワーク構築に努めてきまし

http://www.sevenbank.co.jp/

優位性あるＡＴＭ事業を中心に
さらなる成長に努めます

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度（予想）

＊2007 年度の実績は5月上旬に発表されますので、
ホームページでご確認ください。

た。銀行としてはまったく新しいビジネスモ

-200

デルへの挑戦でしたが、幸いにも多くのお客

0
-100

セブン銀行は、ノウハウの蓄積等により優

100

様にサービスを評価していただき、開業して

200

位性を培ってきたＡＴＭサービスを事業の中

300

３年目に単年度黒字化、５年目に累損一掃と

400

いきます。

500

心に据え、今後もさらなる成長を図っていき

セブン銀行は、セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
の

当期純利益

着実に歩みを進め、７年目にして上場を果た

２台目の設置も順次進めていきます。さらに

既存店舗網等のインフラを有効に活用するこ

600

経常利益

すことができました。これからも引き続きお

空港や駅など公共性の高い施設を中心に、セ

とで、着実な成長を遂げてきました。今後と

700

経常収益

ます。ＡＴＭは昨年秋までに、セブン イ-レ
ブンおよびイトーヨーカドーの出店エリアす

ブン＆アイＨＬＤＧＳ．
外へのＡＴＭ展開も

も、銀行としての独立性を確保しつつ、これ

800

客様の立場に立って、より便利に安心してご

積極的に進め、生活に密着した社会インフラ

まで以上にグループシナジーを発揮し、生活

900

べてに設置を完了しました。今後はセブン
に合わせた商品の仲介や取次サービスを行う
「金融小売業」にも引き続きチャレンジして

としてお客様の期待に応えてまいります。ま

に身近な社会インフラとして、お客様の立場

セブン銀行設立以来の業績推移
（億円）

イレブンの新規出店にともなうＡＴＭ設置台

た、これまでのノウハウを活用したＡＴＭ運

に立った銀行サービスを追求していきます。

数の拡大とともに、利用件数の多い店舗への

営管理の一括受託といった新規ビジネスも拡

大します。

ＡＴＭサービスとともに、提携先金融機

関との協力関係を背景に、有人店舗やサイト

「みんなのマネーサイト。
」でお客様のニーズ

上場記念の鐘を打つ安斎社長。

4
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3月11日、
横浜アリーナにグループ各社の幹部社員
約8,200名が参加し、
「2008年度セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
経営方針説明会」
が開催されました。
前半は
「積極的に情報収集し、
新たな仕事に挑戦しよ
う」
をテーマに、
売場づくり、
商品づくり、
Ｉ
Ｔ戦略などの事例

16

消費飽和の中で、
さらに景気後退の恐れが広がる環境
下、
変化に対応した仕事のあり方や挑戦の重要性が語
られました。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

「セブン-イレブン中国」を設立

「日本内部統制大賞2008」の
最優秀賞を受賞

4月10日、
セブン-イレブンの子会社として、
セブン-イ

より、
エリアライセンシーによる中国でのセブン-イレブン

の賞は、
内部統制システムが効率的な企業経営のため

店舗展開を推進していきます。
（北京・天津・河北省およ

に重要であることを示し、
コンプライアンス重視の誠実

び香港・広東省を除く）

かつ透明性の高い経営に対して意識の高い企業を支
援するために2002年に創設されました。

セブン-イレブン中国有限公司

セブン＆アイHLDGS. では、CSR推進委員会、企業

●代表者：董事長 大塚和夫
（セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
執行役員）

倫理・コンプライアンス、
フェアトレード、環境マネジメン

●所在地：北京市城東区東直門内大街５号

ト、社会・文化活動、情報管理の5つの専門部会を組

●設立日：2008 年４月１0日

織。各事業会社が取り組みの共有化を図り、CSRの視
点から経営や事業活動を検証して、CSR活動を推進し
ている点などが高く評価されました。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

3月14日、
セブン＆アイHLDGS. の合同入社式がグラ
ンドプリンスホテル赤坂で行われました。今年は赤ちゃん
本舗、
ロフトの新入
社員も初参加。
グ
ループ16 社の新
入社員1,465名が
一堂に会し、希望
と熱意がみなぎる１
日となりました。

3月26日、表彰を受ける村田紀敏社長
（中央）
。
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株式会社西武百貨店
代表取締役社長

石井頼雄
Profile
石井頼雄
（いしい・よりお）
1944 年 7月12日生まれ。
1968 年 西 武 百 貨 店 入 社。船
橋店長、渋谷店長を歴任。そご
そごう
うとの統合に際して西武・十 合
統合商品部長に就任し、ミレニ
アムリテイリング設立後、商品
本 部 長、営 業 本 部 長を経 て、
2008 年 3月西武百貨店代 表
取締役社長に就任。
趣味は、
音楽鑑賞、
愛犬との散歩。
「印象に残っているのは、西武・
十合統合商品部の責任者とし
て、各店舗ごとに異なっていた取
引条件の統一等に全国を奔走
した時のこと。困難な仕事でした
が、達成感も味わえました。つね
に
『逆境こそがチャンス』
という言
葉を胸に仕事をしています」

ことで、売場 休止等によるお客
様へのご迷惑を最小限にとどめ、
改装中もご来店いただくたびに
新しくなっていく 売 場をお楽し
みいただければと考えています。
また、池袋 本 店ではバイヤー
を 増 強 し ま し た。 バ イ ヤ ー が
売 場の近くにいて日々お客 様の
ニー ズに 触 れることでマーチャ
ンダイジング力 も高まり、基幹
店の徹底強化に結び付くものと
確 信しています。さらに店 外 催
事 企 画 な ど も 積 極 的 に 推 進 し、
改 装 期 間 中 も 売 上・利 益 を 確 保
していきます。
業務改善では、仕事の仕方を
抜本的に見直し、とくに売場責
任者である係長の管理系業務の
集約等を進めています。船橋店
では、この業務改善により、係長
が売場に立つ時間が増 加し、販
売 員 とのコミュニケ ーションが
向上した結果、接客力、サービス
向上にもつながっています。
「現
場主義」を徹底することで、自店
のお客 様に合った品 揃 え、サー
ビスを追求することが大切だと
考 えています。今 後、これを全
店に拡大していきます。

2008年度合同入社式に1,465名が参加

9

し、地域ニーズに積 極 的に応 え
ていきます。

─Integrity Award─」の最優秀賞を受賞しました。
こ

現場主義に徹して
自店に合った品揃え、
サービスを追求

セブン＆アイHLDGS. は、
「日本内部統制大賞2008

のセブン-イレブンの商標ならびに知的財産の管理に

池袋本店では 月から婦人雑
貨、ヤングキャリア 売 場の改 装
がスタートし、 月には完 成す
る予 定です。その後、順 次、各
売場の改装を進め、全館のグラ
ンドオープンは、当 社の創 業
周 年にあたる２０１０ 年を目途
としています。このように売 場
ご とに 改 装・オ ー プンを 進 め る

レブン中国有限公司を設立しました。新会社は、中国で

会社概要

の構造改善の推進。第三に船橋
店で実施して成果を上げた業務
改革を全店に拡大することです。
増収増益に向けては、当社全
店 舗の収 益 力 強 化 を図り ま
す。店舗特性に応じて、① 都内
３店舗（池袋、渋谷、有楽町）
、②
利益拡大５店舗、③個別強化８
店 舗の３類型に分け、それぞれ
店舗運営、重点施策をきめ細か
く進めます。中でも個別強化８
店舗は、従来のチェーンオペレー
ションの考え方にとらわれず、地
域与 件や個 店ごとのマーケット
に合せた各店の独自企画を推進

が、
ビデオで紹介されました。後半は、
鈴木敏文会長より、

新社長インタビュー

「2008年度経営方針説明会」を開催

厳しい環境下、最大の強化策は
店頭に出て、お客様、商品と向き合うこと

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

「増収増益」
「池袋本店構造改善」
「業務改革」を３本柱に

各社から最新ニュースをお届けします

私が社内で強く訴えているの
は「厳しい環境にある今こそ店頭
に出て、お客様と商品に向き合
おう」ということです。机上で考
えているより、実際の売場に立つ
ことで、課題やお客様のニーズが
具体的に見えてきます。これを
大前提に、次の 点を経営の基
本方針としています。
第一に、増収増益の必達。第二
に当社の基幹店である池袋本店

NEWS & TOPICS
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新店

店舗 オ ー プ ン 情報
2 月 1日

●イトーヨーカドー

ヨークベニマル メガステージ須賀川南店
●
●

アリオ鳳に「エコ＆ＵＤコーナー」登場

福島県須賀川市高久田境 91
店舗面積：2,277㎡

3月31日にオープンしたアリオ鳳では、
地球にやさしく、
人に
やさしい店舗を目指して、
環境負荷削減とユニバーサルデザ
インの取り組みを進めています。
その一環として、
「エコ＆ユニ
バーサルデザインコーナー」
を設置。
アリオ鳳や地域の取り組
みの情報発信、
体験コーナー、
お子さんを対象にした体験会
の開催など、
お客様と一緒に
環境やＵＤを考えていただける
スペースになっています。

３月７日

ヨークベニマル鹿沼睦町店

栃木県鹿沼市睦町 287 番地１
● 店舗面積：2,167㎡
●

3 月 27日

横浜港北ロフト

神奈川県横浜市港北区師岡町 700 番地
トレッサ横浜南棟 2 階
●店舗面積：908㎡

最新の取り組みを一挙に知ることが
できます。

３月 29日

●セブン-イレブン

●

倉敷ロフト

岡山県倉敷市阿知 1-7-1
● 店舗面積：1,025㎡
●

大阪府堺市西区鳳南町 3 丁目199 番地 12
● 店舗面積：アリオ 40,000㎡／イ
トーヨーカドー 14,700㎡
●

国産野菜の生産・利用拡大で
「農林水産大臣賞」を受賞
セブン-イレブンの
「ほうれんそう国産化推進チーム」

好天に恵まれ、3万2426名が参加し大盛況でした。セ
ブン&アイHLDGS．
はオフィシャルサポーターとして、
ボ

が、
農林水産省の
「第１回国産野菜の生産・利用拡大

ランティアの食事代にＱＵＯカードの提供、沿道の店舗

優良事業者表彰」
で、
最高賞の
「農林水産大臣賞」
を受

のトイレ開放などに協力しました。

賞しました。
この賞は、
国産野菜の生産拡大と利用増進

また、4月20日には、
「 第10回長野オリンピック記念

に向けて、
優良な取り組みを表彰するために創設。今回

長野マラソン大会」
が開催されました。オリンピックイヤ

の受賞では、
「ほうれん草ごま和え」
に使用している原材

ーの今年は、過去最高の7,444名が参加し、沿道から

料を2001年より国産に切り替え、
2003年より生産者と

の熱い声援の中を力走しました。

の契約栽培によりコスト効率の高い取り組みを実現した
功績が評価されました。
また、
同時に
「きゅうり品質向上推進チーム」
が
「生産
局長賞」
を、
「 契約栽培推進チーム」
が
「理事長賞」
を受
賞しました。
セブン-イレブンは今後も、
より安心でおいしい
商品をお届けしていきます。

受賞した取り組み商品
「ほうれん草ごま和え」
。

●セブン＆アイ・フードシステムズ

〈同時オープン〉
（アリオ鳳１階）
堺ロフト
● 店舗面積：1,249㎡

「たこ焼き」の専門店が初の外部出店
3月31日、
ファストフード初の外部出店として、
たこ焼きの
専門店「千寿だこ」
を北千住ルミネ
（東京）
にオープンしまし
た。イトーヨーカドー店内で展開している
「ポッポ」の人気商
品であるたこ焼きに絞り込み、
自信を持っておいしさをアピー
ルしています。

４月 14日

デニーズ小田原風祭店

神奈川県小田原市風祭 154 番１

4 月 18日

●モール・エスシー開発

大井町ロフト

初のグループ外ショッピングセンターを開発

東京都品川区大井 1-2-1 アトレ大井町店 4 階
● 店舗面積：330㎡
●

3月29日、
モール・エスシー開発がテナント誘致から管理運
営までを手がけた初のグループ外の商業施設として、
新京成
線
「常盤平」
駅前
（千葉県）
に
「セブンタウン常盤平店」
がオー
プンしました。
セブン-イレブン、
マツモトキヨシ、
マクドナルド、
美
容室など20店を集約。今後クリニックモールも充実させていき
ます。
これからもグループ内外を問わず、
お客様ニーズに合わ
せたショッピングセン
ターづくりを進めてい
きます。

４月 23日

デニーズ八王子四谷町店

東京都八王子市四谷町 815

4 月 25日

デニーズ小山駅南町店
●

2月17日に開催された
「第2回東京マラソン2008」。

2月29日、長野県長野市に、
エネルギー効率の高い省エ
ネ型の照明等を導入した環境配慮型の実験店舗として、長
野吉田2丁目店がオープン。バックルームには従業員のいる
時だけ明るくなるひかりセンサーを使用するなど、新しい取り
組みも導入しました。

アリオ鳳

●

「東京マラソン」
「長野マラソン」に協賛

セブン–イレブン

環境に配慮した実験店舗がオープン

天満屋倉敷店４階

３月 31日

●

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

栃木県小山市駅南町 4-31-8

４月 26日

イトーヨーカドー

ユニバーサルデザインの
使いやすい食器「普遍庵」
ふへんあん

セブン–イレブン

「地域活性化包括連携協定」の締結を推進

誰もが使いやすいユニバーサルデザインを採用した食

セブン-イレブンでは、
地産地消や健康増進などの分

器ブランド
「普遍庵」
がデビュー。手の幅を配慮した3サイ

野において相互の連携を強化し、
地域のいっそうの活

ズの茶碗、
縁をつけ持ちやすいボールなど20アイテムが

性化のために、
昨年から各県との
「地域活性化包括連

揃いました。収納性も高く、
シンプルなデザインはどんな料

携協定」
締結を推進しています。今年も2月７日には栃木

理にも合います。

県、
4月17日には奈良県、
4月24日には茨城県と提携を
結びました。
また、
同県内のイ
トーヨーカドーとも連携し、
グループをあ
げて地域活性化に
取り組んでいます。

互いの活性化を目指して
包括連携協定を結ぶ栃
木県の福田富一県知事と
セブン-イレブンの山口俊
郎社長
（左より）
。

東戸塚ロフト
●
●

神奈川県横浜市戸塚区品濃町 537-1 オーロラモール5 階
店舗面積：991㎡

3 階建てで生活に密着し
た店舗を集めました。
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「普遍庵」
シリーズ 350 円〜2,500 円
ＱＲコードを付け、携帯電話で窯元などの情報を提供します。
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