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新鮮でおいしい野菜をセブン−イレブンで
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いま、
自信を持った「元気なメッセージ」が
お客様の購買意欲を引き出す

対談／時代のニーズに応える

ルディー和子（早稲田大学商学学術院客員教授）
鈴木敏文（セブン＆アイ HLDGS. 会長兼CEO）
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セブン−イレブン／井阪隆一社長インタビュー
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社会とともに「便利」の中身は変化する！

地域社会の生活拠点として期待に応えるセブン−イレブンへ
中国最前線
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2011年は成都に注目！
中国内陸部「大躍進」の年に
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淡麗辛口日本酒
―「柏露」
「越乃四季」―／そごう・西武
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こだわりの産地を訪ねて

特集・セブン＆アイ HLDGS．環境への取り組み

14

事業活動を通して、環境にやさしい
ライフスタイルの提案に取り組んでいます

17

セブンネットショッピングがリニューアルにより機能を強化

T

世帯にちょうど良い少量パッケー
ジをお手頃価格で提供しています 。
野菜の輸送には 、政府からも高い
評価を受けている「コールドチェ
ーン」※を利用し 、農家で収穫した
てのフレッシュなおいしさをキー
プしたままお手元に 。
野菜は 、
「宅配」または「店頭受
取り」でお届けすると同時に 、地
域ニーズに応じて店頭販売を実施

お客様の喜びの声とともに 、サー
ビス地域外からも「早くエリアを
拡大して販売してほしい」との声
をいただくなど 、買物に不便を感
じる層の拡がりが浮き彫りになり
ました 。
「近くて便利なお店」を追求する
セブン イレブンは 、これからも新
たなニーズに応え 、挑戦を続けて
いきます 。

S

※コールドチェーン：収穫した野菜をその場で低温
保管し、厳格に温度管理をした配送車で輸送する仕
組み。生産地から店頭まで、野菜を外の温度変化に
さらすことなく、
鮮度と品質を守ります。

昨

40

年 月にセブン イレブン
のお食事配達サービス〝セ
ブン・ミール〟でスタートした生
鮮野菜の販売 。「新鮮な野菜が楽に
買える」とご好評をいただき 、
続々
とファンを増やしています 。
品揃えは 、使用頻度の高い十数
品目の国産野菜を中心に 、きのこ
類 、すぐに使えるカット野菜 、カ
ットフルーツなど 。単身者や二人

しているお店も拡大しています 。
この野菜販売に取り組んだ背景
には 、仕事を持つ女性の増加（
代では 割以上）により 、近場で
買物をすませたいというニーズが
高まっていること 。また 、高齢で
遠くまで買物に行くのが困難で 、
「買物難民」と呼ばれる方が増えて
いる現状があります 。本格展開に
先立って行われたテスト販売では 、
7

新鮮でおいしい野菜を
セブン イｰレブンで
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お客様、メーカー、売り手のすべてが参加する「ソーシャルコマース」へ

18
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店頭、カタログともに長ねぎは 1 本単位、白菜
は 1/4 カットなど、少量でご購入いただけます。
現在、店頭販売は約半数の店で実施。
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表紙イラスト／金子真理

経済合理性だけでは
消費者心理はとらえられない
鈴木 消費不況と言われる経済環境が続
いており 、お客様のニーズをどうとらえ
るのかについて 、流通業も製造業もたい
へん苦心しているのが実情です 。そうい
う中にあって 、ルディーさんは 、行動経
済学 、神経科学といった視点をマーケテ
ィングに取り入れ 、お客様の心理をとら
える研究を進めていらっしゃいます 。
私が大学を卒業して書籍販売会社のト
ーハンに入社した時 、出版科学研究所が
できて 、そこで統計や調査を学びました
が 、その時の経験で 、読者調査やインタ
ビューなどから読者の実態を引き出すの
は 、なかなかむずかしいと感じました 。
ルディーさんはお客様ニーズの実態を 、
どうとらえていらっしゃいますか 。
ルディー 確かに 、消費者に「あなたは
この商品が好きですか？」とか「このサ
ービスはどう感じますか？」と問いかけ

反響をとらえていくことが必要ですね 。

体的に商品やサービスを提案し 、実際の

の潜在ニーズを探るには 、こちらから具

鈴木 とくに変化の激しい時代にお客様

とが必要です 。

とうのニーズを知ることはできないと思

その答えを聞いただけでは 、顧客のほん

から聞きますが 、単に顧客に質問をして

る」という言葉を 、いろいろな企業の方

ってきません 。「お客様の声に耳を傾け

か置かないと 、2000円台の肉しか売

からといって 、3000円台の肉までし

様の購入価格帯の上限が3000円台だ

000円台の牛肉がよく売れます 。お客

円の牛肉があってはじめて 、その下の

を一緒に置く必要があります 。5000

ろをよく観察するなど 、合わせて行うこ

購買行動や実際に商品を使っているとこ

ともに 、過去のデータを分析し 、現場で

ら 、インタビューなど直接調査を行うと

います 。顧客のことをよく知りたいのな

ら 、 万円台の商品がよく売れるように
うに売り方を変えてみることで 、消費者
の反応が大きく変わってくるわけです 。
そこをきちっと見て 、データを分析して
いくことで 、消費者心理をとらえること
が重要です 。
鈴木 経済合理性だけ考えていると 、お
客様の心理はつかめません 。たとえば牛
肉でも 、100グラム3000円の肉を
重点的に売っていきたいと考えたら 、

000円〜5000円する高級な銘柄肉

ルディー 和子
早稲田大学商学学術院客員教授

鈴木 敏文

るだけでは 、消費者から明確な答えは返

ルディー おっしゃる通り 、こちらから

言えます 。最近では「理由があって安い」

ルディー 値引きについても同じことが

「仕掛けていく」ことが必要です 。私自身 、 れません 。
年代にカタログによる通信販売をしば

らく手がけていたことがあります 。その

ないが 、そこに 万円台の商品を置いた

5

セブン＆アイHLDGS . 会長兼 CEO

3

という商品に人気が集まっていますが 、

出しのコピーを変えたりすることで 、同
じ商品でもまるで売れ方が変わることを
経験しました 。鈴木さんは著書で 、 万

を並べておくと 、 万円台の商品は売れ

5

3

なった 、と書かれていましたね 。そのよ

5

先行きが見通しにくい「不確実」の時代。ともすると企業も人も自信を失いがち
ですが、こういう時代こそ、お客様は消費を肯定してくれる「元気なメッセージ」
を求めている —— そう語るルディー和子教授をお迎えして、経済合理性の
視点だけではとらえられない消費者心理の見方をはじめ、
「不確実」の時代の
マーケティングの要諦などについて、示唆に富んだお話をうかがいました。

いま、
自信を持った「元気 なメッセージ」が
お客様の購買意欲を引き 出す
〜「不確実」の時代を乗り切るマーケティング〜

るでぃー・かずこ
国際基督教大学卒業。上智大学
国際部大学院経営経済修士課程
修了。米国エスティ・ローダー社
マーケティング・マネジャー、タ
イム・インク ダイレクト・マー
ケティング本部長を経て、マーケ
ティング・コンサルティング会社
「ウィトン・アクトン」を設立し
代表取締役に就任。早稲田大学
商学学術院客員教授、日本ダイ
レクトマーケティング学会副会
長、
（社）
日本ダイレクト・メール
協会常務理事。
● 著書に『売り方は類人猿が知っ
ている』
『マーケティングは消費
者に勝てるか』など。

時 、カタログの商品写真を変えたり 、見

80

8000円と 万8000円の羽根布団

1
4

時代 のニーズ に応 える
対 談

いですね 。世界的に経済環境は厳しい状

えているのは 、やはり心理的な面が大き

何とか購買意欲を高めようと考え 、「 ％
分還元セール」を実施しました 。これな
況が続いていますが 、日本は先進各国の

割引きで販売する場合も 、はっきりと
ども最初に社内で「 ％引き」という提

した理由があって 割引きなら消費者は
納得して買いますが 、単なる 割引きで
は消費者は信用してくれません。
ールで ％引き 、 ％引きをしてもお客

案をした時 、ほとんどの幹部社員は 、
「セ
新興国に比べれば 、個々の消費者もずっ

中ではまだ良い状況にあります 。また 、

％でお客様に魅力を感じてもらえるは

様が反応しなくなっている時に 、わずか
治的にも経済的にも先の見通しがはっき

と大きな貯蓄があります 。ところが 、政

20

バックを行うのであれば 、はじめから売

ずがない」と大反対でした 。それで 、ま

りしない状況にあると 、多くの消費者は

別の場所で 割分の現金をお返しするこ

もかかわらず 、いったん精算した後に 、

が 、お客様にも簡単なはずです。それに
な成果を収めました 。この反響の背景に

翌週には全店で同セールを実施して大き

ール」を実施したところ大反響を呼び 、
に安心感を与えることです 。企業は何よ

こういう環境で重要なことは 、消費者

5

したという報告がありました。

くださるお客様も多く 、社員たちも感激

お返しした時に「ありがとう」と言って

とで 、大きな反響がありました。現金を

が見えなくなるのかも知れません 。

つかっていると 、かえって消費者の心理

ルディー 確かに 、商売の中にどっぷり

う心理が働いたのだと思います 。

は 、消費税に対する強烈な反対表明とい

し、それを実行していたと思いますが。

たり 、売れたりということを知っていた

理を読むことで 、同じものが売れなかっ

や不況イコール安いものという考え方は

ですが 、お客様の心理からすると 、もは

から安くしないと売れない」と考えがち

鈴木 いま売り手の多くは「不況なのだ

不確実の時代こそ
「元気なメッセージ」
の発信が必要

ルディー 近年 、そういった経済合理性
では割り切れない消費者の行動が注目さ
れ、
「行動経済学」が流行っています。も

鈴木 ところが 、実際に商売をしている
成り立たなくなっています 。こういう状

っとも実際に商売をされている方は 、心

人も 、最近は経済合理性だけで考える人
たとえば 、国内の消費が低迷していた時
ルディー いま 、消費者がモノを買い控

とお考えですか 。

が多くなっているのではないでしょうか。 況で 、お客様の心理をどうとらえるべき
に消費税が ％に引き上げられたので 、

うなものです 。小売業では 、よく「値ご

自信のないことをメッセージしているよ

由もなく商品を安売りするのは 、企業が

セージを発信し続けることです。何の理

って消費者に商品をすすめ 、元気なメッ

など 、あらゆる機会を通じて 、自信を持

りも、広告宣伝、商品、売場づくり、価格

してくれます 。

て、
「これを買っても損はしない」と納得

ールすれば 、お客様はその「自信」を感じ

陳列し 、接客や売場の表示で良さをアピ

商品をつくり 、大きなスペースをとって

見ませんでした 。しかし 、自信を持って

なぜか「理由あって高い」という商品は

方や値段の付け方から 、その商品に対す

なのかはわかりません。逆に商品の売り

には、どれくらいがほんとうの「値ごろ」

けても「前と同じ値段」ということにな

格になるので 、値下げした価格で売り続

れませんが 、次からはその値段が参照価

初に値段を下げた時は確かに買うかも知

不況だから安くするというのでは 、最

る企業の自信を敏感に察知しています 。

って 、もう購買動機にはなりません 。そ

ろ感」という言葉を使いますが 、消費者

ですから、企業は、商品、広告、売場、接

客などあらゆる消費者との接点を通じて、 こで 、どんどん値下げの悪循環に陥りま

しが不透明な「不確実」の時代こそ 、しっ

ないのです 。現在のように先行きの見通

正当な理由がつけば 、何か買いたいと思

反面 、何も消費したくないわけではなく 、

避」の心理が広がります 。しかし 、その

す。だから 、価格を安易に下げてはいけ

鈴木 昨年の 月 日に 、 缶238円

ます。

かりとマーケティングを行い 、知恵を絞

っています 。そこで 、消費を正当化する

ぜひとも「自信」を伝えてほしいと思い

でサントリーさんと共同開発のビールを

って商品を売っていくことが重要です 。

理由を消費者に提供することが 、一つの
ポイントだと思います 。たとえば 、 年

を受け止めて買ってくださいます。

セージを発信すれば 、お客様はその魅力

行きでした。こちらが自信を持ってメッ

て販売したところ 、たいへん好調な売れ

ルディー 不確実な時代は 、いま持って

きちっと提供していくことが重要です 。

て 、お客様がいまその商品を買う動機を

は大事です 。イベントや広告などを通じ

鈴木 おっしゃる通り「知恵を絞る」の

うか 。いま商品のライフサイクルは 、ど

の」ということがあるのではないでしょ

鈴木 そうした動機の一つに「新しいも

いいペットのためといったことですね 。

に高くても安心な食品を買うとか 、かわ

ンド商品を買うとか 、家族の健康のため

間頑張ったのでご褒美として高級なブラ

ルディー これまで「理由（わけ）あって

いるものを失いたくないという「損失回

お客様の背中を押すような
購買動機を高める工夫が必要

発売しました。これは 、缶ビールとして
ースをとって大量に陳列して 、他にはな

は高額ですが 、売場でも思い切ってスペ

1

失回避の心理に陥ります 。

不安感から「損をしたくない」という損

つきません。たとえば 割のキャッシュ

10

ず北海道地区で試験的に「 ％分還元セ

5

呼んだことも 、単なる合理性では説明が

鈴木 キャッシュバックセールが人気を

2

場で 割引きの価格でお求めいただく方

2

い高級なビールであることをアピールし

1

8
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2

安い」という商品はよくありましたが 、

厳しい環境下で重要なのは
消費者に安心感を
与えることです

2

5

2

時も、
「ニュー」という言葉をつけるとお

ルディー 私が通信販売に携わっていた

を重視しています。

新しい商品を開発し 、提供していくこと

なりました。ですから 、私たちは次々と

売れている期間が短く「ペンシル型」に

くなる「茶筒型」になり、現在ではさらに

気が出てしばらくするとぱたっと売れな

く「富士山型」でしたが、その後、突然人

に売れ始め 、徐々に売れ行きが落ちてい

んどん短くなっています。かつては徐々

業を開始すると 、

ところが実際に営

が大勢いました 。

反発して辞める人

ならないのか、と

頭を下げなければ

ら 、なぜ買い手に

が一般的でしたか

等」という考え方

り手も買い手も対

中国社会では「売

サービス拠点にもなっています 。今後 、

笑顔での丁寧な接

ネット通販はますます伸びていくと思い

客様の注目度が高まり、
「新しい」という

似するようになり 、いまや中国の小売業
ますが 、それとともにコンビニの役割も

客がお客様から大

彼らにとってそこは何か新しいモノに出
でも 、笑顔の挨拶は当たり前になりまし
いっそう広がっていきそうですね 。

好評を博しました 。やがて他の店でも真

会える場所なのです。さまざまな商品が
た。笑顔で接してもらえればうれしいと
鈴木 業態は時代とともにどんどん変化

人たちにドラッグストアが人気ですが 、

雑然と売場に並んでいるから 、よけいに
いうのは 、社会体制の違いも越えて万国
していきます 。コンビニは飽和状態だと

近なコンビニで惣菜などを少し買って食

めに 、遠くまで買物に出掛けるより 、身

二人の世帯なら 、自分で料理をつくるた

た 。しかも 、高齢化が進む中で 、一人か

接客を徹底して教育しました 。すると 、

ざいます」とお客様に笑顔でお迎えする

に、
「いらっしゃいませ」
「ありがとうご

のですが 、その時 、現地で採用した社員

ーカドーは1997年に中国に出店した

鈴木 接客対応は重要ですね。イトーヨ

ありませんか 。

スが求められるようになっているのでは

いる中で 、かえって人手がかかるサービ

少子化や人口減少で 、労働人口が減って

クリーニングなどの日常的なサービスや

いまや日本ではコンビニエンスストアが

ルディー 鈴木さんは「セブン イレブン

間違いありませんから 、セブン＆アイグ

今後 、ネット社会になっていくことは

って 、家で調理する必要がなくなりまし

の家族の食事のためにたくさん食材を買

ます 。ですから 、かつてのように 、大勢

ォームにする」とおっしゃっていますが 、 数が確実に減少していることを示してい

をこれからの流通サービスのプラットフ

ループとしても 、ネット事業に力を注い

ネットスーパーの人気も高まっています。 いるので 、さらにシステムを見直してい

支払いなどの窓口であり 、ネット通販の

でいます 。ネットで戦略的なマーケティ

えていますが 、これは 世帯当たりの人

いま日本は人口減少の中で世帯数が増

とは大きな強みになりますね 。ネットビ

小さなトラックで効率良く配送する仕組

態の内容も変化していきます。

いち早く利益を出せるようになりました。 を構築するのは 、コスト的にも困難です

ジネスからスタートしてリアルな店舗網

最近ではお客様の自宅まで商品を届ける

ただ 、現在もどんどん利用者が増加して

が 、セブン＆アイのようにリアルな店舗

サービスがどんどん広がっていますね 。

ら 、ネットとリアル店舗の結合がスムー

網を背景にネットビジネスを進めるな
ズにできます 。
鈴木 そういう点で 、私どもはネットと
リアル店舗を結ぶビジネスモデルを成功
させる大きなチャンスを持っていると思
っています 。
今日は 、ルディーさんのお話を聞いて
マーケティングをきちっと行って 、お客
様心理をとらえていく重要さを 、改めて
確認できました 。お忙しい中 、ありがと
うございました 。

業態は時代とともに変化していきます
時代に合わせて変化すれば、これからも大きく成長します

ことの重要さを実感しました。いま若い

新しいモノを発見する期待感がふくら
共通です 。
化していくことで 、これからも大きな成

いう人もいますが 、私は時代とともに変

み 、楽しさが倍増します。そういった陳
列の仕方だけでなく 、店員の笑顔一つで
も 、そのお店に入ってみたくなるかどう

卓に出す方がずっと便利です。実際にセ
鈴木 イトーヨーカドーも各店舗を拠点

ングを進め 、その成果をリアルの店舗に

長力を備えていると思っています 。

ブン イレブンでは 、そういうニーズに
としたネットスーパーを展開しています

広げていくという方法が重要になってい

ネットとリアル店舗網の結合が
今後の流通業のカギを握る

応える惣菜などを販売していますが 、た
が 、当初は採算に合わないと言ってなか

くと考えています 。

かは違ってきます。

いへん好評です。また 、そのようなニー

なか本格的な取り組みが進みませんでし

ルディー ネットビジネスを成功させる

1

担当者が商品をピックアップして梱包し、 うえで 、リアルな店舗網を持っているこ

-

ルディー 消費者の利便性を図るために、 みを整えたことで 、いまでは業界の中で

伸びています。世の中の変化とともに業

く必要があります 。

ズへの対応を図ることで 、 〜 代のお

た 。しかし 、各店舗で注文を受け 、売場

60

客様が増え 、 店舗当たりの来店客数は

50
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-

● 井阪隆一社長インタビュー ●

「開いててよかった」から
「近くて便利」へ
「便利」の内容は、時代や社会の変化ととも
に変わっていかなくてはいけません。たとえ
ば世帯構造は、１９９０年から２０１０年の
間に単独世帯と夫婦のみの世帯が ％から
％へと ％以上も増加し、共働き世帯数は

38

逃せません。 年の国勢調査では、とりわけ

けています。また、女性の就業率の増大も見

すでに１０００万世帯を超え、なお増加し続

10

72

50

半 ・９％と、 代から 代にかけて女性の

40

から、いまや毎日のお買物の時間や調理の時

とはあっても減少することはありません。そ

イレブンの役割や存在意義は、今後、増すこ

お客様のお住まいの近くに立地するセブン

間がとりにくい家庭が増加していることがう
のお客様のニーズにいかにお応えできるかを

-

その一方で、小売店はピーク時の１９８２
追求し、「近くて便利」
を具現化していきます。

かがえます。
年と比べると約 万店舗も減少し、とくに身

生野菜も調味料も
近くのセブン イ
- レブンで
働く女性や高齢のお客様に、セブン イ
-レ
ブンを便利にお使いいただくには、そのよう

お買物に出かけられない高齢者や家事に時間
をかけにくい家庭は増加しているのに、家の

なお客様が何を求めているかを知り、従来と
は品揃えを変えていくことが必要です。そこ

専門店・繁盛店と同等以上のおいしさ、クオ

さらに昨年９月には、より味にこだわった

い、デリカ商品やデイリー商品は２ケタ台の

を目的に来店される方も増え、それにともな

ています。惣菜を中心に、セブンプレミアム

ら用意して手間をかけて調理するよりも、セ

二人世帯や単独世帯では、毎回すべて食材か

キッチンがわりにお使いいただけます。夫婦

て揚げたてをご用意できますので、ご家庭の

ご一報いただければ、ご指定の時間に合わせ

ができるのが一番の魅力です。電話で店舗に

いずれも、家の近くのセブン イ
-レブンで買っ
て帰れば、冷めないうちに食卓に並べること

て、配達サービスやトラックを使った移動販

もお客様に利便性を提供するサービスを充実

ピー機を介したチケット販売など、これまで

の代金収納サービスやＡＴＭ設置、マルチコ

開発に積極的に取り組んでいます。公共料金

品揃え以外でも、セブン イ
- レブンは社会
構造の変化に対応した新たなサービス機能の

など 種の販売をスタート。やわらかく煮込

高い売上伸長を続けています。

リティを提供するオリジナルブランド「セブ

ブン イ
- レブンの「できたて」を買ってきた方
が時間的にも経済的にも合理的です。

売実験をはじめ、介護支援会社など外部企業

んだ牛肉を ｇも使用したビーフシチューな

させてきました。さらに、買物弱者支援とし

ンプレミアムゴールド」でシチューやカレー

同様に、家でできたてを食べる「一人用鍋」

と連携した買物・家事代行事業などの実験も

９月から販売スタートした
「セブンプレミアムゴールド」
は、
専門店のおい
しさを追求した味で好評。

ど、
上質な味わいをご家庭で手軽に再現でき、

安全・安心な野菜を、店舗まで新鮮な状態で

ラを活用することで、生産履歴が把握できる

専用工場に運ばれています。この原料インフ

（コールドチェーン）を使って新鮮な状態で

用の生野菜は契約農家で栽培し、低温物流網

国でスタートしました。従来、惣菜やお弁当

２０１０年９月から、
「野菜」の販売も全

供していくことが、より身近で便利な生活拠

感を基盤に、地域社会に商品・サービスを提

感も含まれます。加盟店さんのご理解と共

「近く」には距離だけでなく、心理的な親近

さらに高めています。

体に拡大し、地域生活の拠点としての機能を

証明書の発行サービスも、今春には約 自治

としてスタートした住民票の写し、印鑑登録

お客様に提供する仕組みを、短期間で構築す

え続けることで女性や高齢のお客様などが

このほか、調味料の充実など、品揃えを変

」など社会が抱える課題に応える商品・
ト（※）
増加し、来店客数全体の伸びを生み出してい

サービスの追求によって、セブン イ
- レブン
は新たなステージへ踏み出していきます。

ることができました。

点としてのセブン イレブンの存在意義を高
めるものと確信しています。
「フードデザー

セット」を出していく予定です。

の展開も好評です。今後、
人気のおでんでも、

加盟店の理解と共感を基盤に
地域社会での存在意義を高める

ます。

冷凍食品の本格展開などを進めてきました。

るのが現状です。

また「フライドチキン」
「コロッケ」など店内

で商品面では惣菜の拡充、チルド弁当の導入、

中でも続々と新商品を送り出している「セブ

そこでセブン イ
- レブンが打ち出したの
が、
「 近くて便利 」というキーワードです。

近所のお店やサービス拠点が少なくなってい

ビス拠点も軒並み減少しています。遠くまで

行政窓口、
交番など、
日常生活に密着したサー

近な中小小売店が激減。その他、銀行店舗、

60

推進していきます。また、行政窓口サービス

で食事する時などに便利と、大きな支持を得

昨年3月、
店頭の横断幕も
「近くて便利」に変更しま
した。テレビCMも同様の
コンセプトでアピール。

のためにセブン イ
- レブンは、品揃え、商品
開発、サービス機能など、あらゆる点で、今

就業率の高さが目を引きます。これらの変化

50

代前半 ・２％、 代後半 ・２％、 代前

05

40

68

二人分の具と出汁などをセットした「おでん

1

8

51
40
69

で調理した揚げたて商品や「おでん」も好評。

お客様のライフスタイルに合わせて進化する
「コンビニエンス＝便利」
について、井阪隆一社長にうかがいました。

ンプレミアム」は、お弁当や夕食の 品、一人

地域社会の生活拠点として
期待に応えるセブン–イレブンへ
支持をいっそう広げています。
行政サービスもさらに自治体を拡大。曜日や時間を気にせず、住民票
の写し等が発行できます。

9
※フードデザート
（食の砂漠）
＝社会環境の変化によって
近隣で生鮮食品等を入手することが困難になった地域。

40

50
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2011年は成都に注目！
中国内陸部﹁大躍進﹂
の年に

成都でもセブン イ⊖レブン展開へ
レブン成都」を設立。すでに成都イトーヨー
カ堂が培ってきた絶大なロイヤルティと、世界

いま、中国ビジネスで注目を集める内陸部。
その拠点、四川省成都でセブン＆アイグルー

持を得て、他チェーンの追随を許さない高い販

海や天津でも活かされ、お客様から大きな支

ナンバーワン・コンビニエンスストアの進出とい
うことで、地元でも大きな注目を浴びていま

アップ。セブン イ-レブン成都は、お客様の期
待に応えるべく、きめ細かなマーケティングを

すでに現地ではセブン イ-レブンのオープ
ンが新聞報道されるなど、期待感も日増しに

た独自の商品・サービスを提供していきます。

ン イ-レブンが各地で培ってきたノウハウを活
かすとともに、現地のお客様ニーズに合わせ

プしていきます」と語るのは牛島章セブン イレブン北京董事長。成都でも、これまでセブ

開期。
今後は店舗展開のスピードをさらにアッ

ルの確立期とすると、これからは本格的な展

「これまでの期間をノウハウやビジネスモデ

売実績を上げています。

す。今春には、セブン イ-レブン１号店をオー
プンする予定。２０１１年度内に 店舗の出

プは、新たなビジネス展開を図っています。
昨年 月 日、セブン イ-レブン・ジャパンと
イトーヨーカ堂は共同出資により「セブン イ店を目標に、店舗展開を進めます。
セブン イ-レブンは２００４年に北京に第１
号店を出店以来、店内調理によるできたて惣
菜を組み合わせたお弁当や「おでん」
「おにぎ
り」などの日本発のファストフードで中国の食
文化に新風を吹き込み、人気を博してきまし
た。さらに、セブン イ-レブンの集客力を高め
ているのが、年間、切れ目なく実施しているイ
ベント性のある企画。旧暦 月８日の伝統行
事「お粥の日」に合わせた企画では、 店舗平
果を上げています。こうした商品、サービス、

進め、オープンに備えています。

均３９０食のお粥を販売するなど、大きな成
イベントを組み合わせたビジネスモデルは、上

を実現することが、根本的な差別化につなが

「他に真似のできないきめ細かな接客サービス

徹底してきたフレンドリーな接客サービス。

その好調を支えているのは、オープン以来

﹁成都イトーヨーカ堂﹂は
新たにショッピングセンター運営に進出
成都イトーヨーカ堂も、今年は新たな展開
に挑戦します。今秋オープンを予定している
大型ショッピングセンターは、店舗面積 万㎡
以上で、そのテナント管理などの運営は成都

店をオープン後、現在までに成都市内に４店

成都イトーヨーカ堂は、１９９７年に１号

を実現するため、成都イトーヨーカ堂は「徹底

中国で、現地スタッフによるきめ細かな接客

「接客」という考え方が浸透していなかった

ります」と三枝富博董事長兼総経理。

舗を展開。外資系小売業が数多く出店し、中

した教育と積極的な登用」でモチベーションを

イトーヨーカ堂が当たります。

国内でも小売業激戦地区の成都で、お客様の

高め、お客様に喜んでいただくことが、会社や
貫いてきました。今年１月からは全店舗の運

一人ひとりの成長につながるという考え方を

支持を集めて好業績を維持し、２０１０年も

正月期間中、各店ともお客様であふれました。三が日の売上げは4
店舗で計約 13 億円と好調なすべり出し。

10

最前線
29

集客力を高める季節イベント。「お粥の日」
には、豆や果
物がたっぷり入った特製のお粥を販売しました。

晴らしいの一言です。ともに汗して働き、店
を守る幹部たちの背中を見て、四川大地震
や反日デモの時には、中国人社員が自発的
に体を張って店を守ったということに、私は
深く感動しました。最初はまったく非協力的 『巨龍に挑む ～中国の流
通を変えたイトーヨーカ
だった社員が 180 度変わったのです。いま、 堂のサムライたち』
社員たちは本心からお客様への感謝の気持
湯谷昇羊著
ちを持って仕事をしているのを感じます。
ダイヤモンド社 1,680 円
目的に向かって
「絶対にあきらめない」
と
イトーヨーカ堂が中 国で成
いうフロンティアスピリットは、すべての人 功するまでの道のりがドラマ
仕立てで描かれています。
が見習うべきだと思います。
中国のイトーヨーカ堂を取材して感銘を
受けたのは、
「徹底した顧客志向」
です。つね
に一歩先を行った店づくりで、地元では絶大
な支持を得ていますが、会社設立の頃は認
知度もなく、困難と絶望の連続だったと聞
きました。それを乗り越えたのは、日本人幹
部の「本気」が中国人の心を動かしたからで
しょう。設立時からずっと現地に留まり、
「中
国人による中国人の会社をつくる」という
理念のもと、中国で最も難しいといえる教
育に力を注いできました。その徹底力は素

営を中国人スタッフに任せ、日本人スタッフは
サポートに回る体制を確立。さらに決裁権限
のある役職にも、中国人スタッフが就任してい
ます。
また、店舗の基盤となるテナントは、３〜６
カ月契約を基本に、つねに人気テナントを揃
えるとともに、各テナントが競い合って集客
力、販売力を高める体制を確立。こうした接
客サービス、人材育成、テナントミックスのノ
ウハウを、新たなショッピングセンター運営に

湯谷昇羊（経済ジャーナリスト・作家）

中国
12

二桁の売上げ・利益成長が見込まれます。
卯年にちなみ、各店に大きな縁起ウサギが登場。記念撮影するお
客様も多く、好評でした。（写真は春熙店）

11

50

1

注ぎ込むことで、成都イトーヨーカ堂は、さら

日本人幹部の本気が、中国人の心を変えた

店内調理のお弁当もすっかり定着。セブン‐イレブンに欠かせないオリジ
ナル商品に。

15

12

なる成長を目指していきます。

Interview

C h i n a

雪の中にたたずむ酒蔵。こ
の寒冷な気候が、酒造りに
最適の環境です。

「酒母づくりや麹づくりなど、蔵人の
仕事は伝統的な手作業ですが、設備
は最新で衛生的。つねに安定した製
品をお届けできます」
と須藤社長。

ろ

毎年、進化してこそ
守ることができる
「伝統の味」
産地を
訪ねて

こだわりの

して山田錦と五百万石を掛け合わせ
た越淡麗。信濃川の清冽な伏流水を
使い、寒冷な気候を活かして醸造さ
れます。大吟醸をはじめとする「柏
露」と「越乃四季」は、いずれも淡麗
辛口の飲み飽きない酒として高い評
価を得ており、贈答用としてもたい
へん人気のある銘柄です。
「伝統は 、同じことを繰り返して
いては決して守ることはできません。
去年よりおいしい酒を造ることに毎
年全力を尽くして進化するから、『う
まい 、やっぱり柏露だな』と納得し
ていただけるのです」と語るのは杜
氏の白原光明さん。
「目指しているのは 、料理ととも
に味わい、食事のしまいまでずっと
おいしさが持続する酒。刺身などの
日本料理だけでなく、洋食や中華に
も合う淡麗辛口のすっきりした飲み
口が『柏露』の特徴です」
その探究心は伝統に安住せず、新
しい酒造りにも挑戦しています。た
とえば、スパークリングワインのよ
うな微発泡の日本酒や、新潟県の特
産である高級洋梨の果汁を使った日
本酒ベースのリキュール。単なる珍
しさを越えたおいしさからは、杜氏
の日本酒を愛する心が伝わってきま
す。

り積もる白い雪に包まれて、静
かにたたずむ柏露酒造。その
創業は1751（宝暦元）年、酒どこ
ろ新潟の地で260年にわたって伝
統を受け継いできた老舗の蔵元です。
「1882年には長岡藩主 、牧野
家の酒造蔵を引き継ぎ、三つ柏の紋
と柏露の名を守り続けて現在に至り
ます。お殿様の酒として地元で愛さ
れるだけでなく、広く全国にファン
がいてくださるのは、蔵元冥利に尽
きます」と言うのは社長の須藤俊夫
さん。今も藩主に縁のある神社や行
事には、柏露の酒が提供されています。
原料には、酒造りに適した新潟の
五百万石のほか、美山錦、山田錦、そ

降

―「柏露」
「越乃四季」―

く

は
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淡麗辛口日本酒
10 月から4 月までは“寒
造り”の真っただ中。手
作業で行われる蒸米への
麹菌の種付け。
利き酒をする白原杜氏。
「猛暑で去年の米
の出来はよくなかったのですが、そんな年
こそ杜氏の腕の見せどころ。今年の柏露は
昨年以上にいい出来です」
（扱う商品は、カタログや店
によって異なります）

米は雑味のない芯だけを使います。とくに
大吟醸には40〜35%にまで精米したもの
を用います。

そごう・西武
長い歴史があると同時に、日本酒の普及のた
めに新しいお酒の開発にも熱心に取り組む、
伝統と革新の力を合わせ持った蔵元です。季
節に合わせて、さまざまな味わいのお酒をお
楽しみください。
●
左から「越乃四季 超特撰 大吟醸」10,500円、
「食源探訪 越乃四季
山廃純米吟醸・山廃
純米詰合せ」
4,169円、
「柏露大吟醸・純米
吟醸詰合せ」
5,250円

もろみの発酵を促す酵母を培養しての酒母
（もと）
づくり。酒母屋と呼ばれる職人には、
長年の経験と勘が求められます。
寒冷な地と豊かな水が生み出す味
わい。新潟名物の「へぎそば」は、
つるつるとのど越しよく、お燗した
柏露によく合います。

食品部バイヤーより

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
環境への取り組み

２０１０」に出展しました。３回目となる今

た国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ

ＨＬＤＧＳ．
は東京ビッグサイトで開催され

した「省エネエコ得キャンペーン」の取り組み

は、昨年夏にグループ従業員約２万人が参加

「家庭で取り組むエコアクション」ゾーンで

型農業「セブンファーム」などを紹介しました。

「企業が取り組むエコアクション」
ゾーンでは、

全活動」などを紹介。
コーナーなど、子どもから大人まで楽しく興

ご飯」のメニューがつくれるシミュレーション

る 価格 「カロリー」に「ＣＯ 」を加えた３
｢
｣
つの視点で食材を選び、
「地球にやさしい晩

式も行われました。
「カートカン」とは、国

商品に温室効果ガス排出権付きのバーコー

北砂店で実施します。これは、
「カートカン」

うにリサイクルも可能。すでにグループ全

林保全につなげます。牛乳パックと同じよ

る→植える」というサイクルを円滑にし、森

への投資が増え、
「植える→育てる→収穫す

国産木材の使用量が増えることで森林整備

に貢献できる日本で唯一の紙製飲料缶です。

して地球温暖化防止推進に貢献します。

とで、お客様・地域・メーカー・店舗が連携

ことができる仕組みを社会的に構築するこ

す。購入者が直接ＣＯ 削減活動に関わる

排出権を取得。寄付先を選んで譲渡できま

ドシールを付けて販売することで、お客様が

テスト店舗では、未導入店に比べて約８％

「電気の見える化」による、セブン イ-レブン省エネの取り組み
セブン イ
-レブンでは、昨年一部既存店舗に
おいて店内設備機器の電力使用量を把握す

の使用量減につながりました。その成果をふ

用量削減を目指します。

て順次改善を進め、全体で 割以上の電力使

は店舗作業の適正化が可能となります。

る「スマートセンサー」を導入した新しい省エ

まえ、今年度は既存店約１００店舗に導入し

店舗の分電盤にセンサーを取り付けて、店
舗内のどの設備機器でどれくらいの電力を使っ

らテープ止めに変更する取り組み（

削減（変更前の 年度比）
できる見通しです。

ば、冷ケースの排気口を商品でふさいだままの

ら一部導入）を全国の約１万３０００店舗に広

誘導標識を、電気式からＣＯ を発生させな

さらに、今年１月より順次、非常口などの

品出しやフィルターの清掃が不十分などといっ

げ、省資源にも注力します。これにより、プ

また、お弁当のパッケージを包装ラップか

エコプロの来場者は１８万人。
セブン&アイHLDGS. のブースには
前回を上回る2万6,000人が訪れました。

た問題点を発見・改善することで、設備機器の

06

いステッカー式に変更しています。

分電盤にスマート
センサーを装着し、
消費電力量をモニ
ターしています。
（開発：産業技術
総合研究所）

ラスチック原料の使用量を年間約５７０トン

年度か

セブンファームのコーナーでは、
収穫さ
れた野菜を手にお客様との会話がは
ずみました。
カロリー・コスト
（価格）
・CO 2、
３つのバ
ランスを見ながら
「地球にやさしい晩ご
飯」
づくりにチャレンジする子どもたち。

事業活動を通して、環境にやさしい
ライフスタイルの提案に取り組んでいます
セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
では、商品の原材料調達、製造、配送、販売、
お客様が消費・廃棄するまでのあらゆるプロセスを視野に入れた環境負荷の低減に
積極的に取り組んでいます。

回の出展では、
「やってみよう！ エコアクショ
のほか、会場に冷蔵庫やテレビなど家電製品

者の声を交えたイトーヨーカドーの完全循環

「エコプロダクツ２０１０」に出展し、生活の中でできるエコアクションを提案
昨年 月 日から 日まで、セブン＆アイ

ン」をテーマに、グループの環境の取り組みを
を持ち込んでキッチンとリビングを再現。ど

「生物多様性」ゾーンでは、環境保全活動と

大画面パノラマシアターを使い、セブン＆アイで
味や気づきを喚起できる工夫をちりばめ、来

ネになるかを紹介。さらに、買物の指標とな

支援している
「インドネシアの熱帯林保全活動」
、
場者や行政から高い評価を得ました。
※カーボンフットプリント
商品・サービスのライフサイクルの各過程で排出された「 温室効
果ガスの量」を合算した結果、得られた全体の量をＣＯ 量に換
算して表示すること。

さらに今年２月に、世界初の試みである

産木材を ％以上使用し、地球温暖化防止

ります。

来イトーヨーカドーとセブン イ
-レブンの一部
店舗で取り扱っている「カートカン」飲料の

「排出権付き商品」の販売実証実験をアリオ

体で月間１００万本を上回る販売実績があ

購入・消費を環境貢献につなげる「カートカン」
「排出権付き商品」

） さらに生産
施したカーボンフットプリント（※、

2

販売に対する「農林水産大臣感謝状」の贈呈

エコプロダクツ２０１０の会場では、昨年

２

みや、セブン イ
-レブン店舗の建築資材のリユー
ス、セブンプレミアムの一部商品で試験的に実

最新の環境配慮型店舗「アリオ橋本」
の取り組

して、セブン イ
-レブン記念財団が行っている
「九重ふるさと自然学校」や「霧多布湿原の保

のような使い方をすれば、どのくらいの省エ

３つのゾーンで展示しました。

11

ネの取り組みをしました。

2

14
15

9

運転効率のアップや従業員の意識向上、さらに

間伐材に
「カートカン」
という利用先
ができることで、
森の手入れが促進さ
れます。
「排出権付きの商品」
（左）
は
世界初の試み。
2

07

電気を使わない蓄
光式の誘導表示
ステッカー。

12

30

ているかを個別に把握。その結果から、たとえ

1

皆川芳嗣林野庁長官
（左）
より感
謝状を受け取るセブン＆アイＨＬＤ
ＧＳ．
の環境担当責任者。

特集

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
では、
優 れ た 温 暖 化 対 策 と し て、 い
ま 世 界 的 に 注 目 を 集 め ている
R E D D（ ※ ）プ ロ ジェク ト の 運
営 を 資 金 面 で 支 援 し てい ま す。
REDD と は「 途 上 国 の 森 林 減
少・劣 化の抑 制により 温 室 効 果
ガスの排 出を削 減 すること」で、
効率的で効果に優れた温室効果
ガス削減の手法です。
２ ０ ０ ８ 年 春、 国 連 の 条 約
機関である国 際 熱 帯 木 材 機関
（ITTO）と世界の原生熱帯林
の保 全を進めていくことを締 結
しました。
２０１０年、その第１弾となる
プロジェクト（ カ年計画）が、イ
ンドネシアのメル・ベチーリ国立
公園で始 動しました。この公園
は違法伐採や不法侵入などによ
り、森林劣化や生態系機能の損

セブンネットショッピングがリニューアルにより機能を強化

CO2 排出抑制と生物多様性の保全を目指す
インドネシアでの熱帯林保全活動
小学生と植樹するCSR担当者。植
樹場所は教育の場としても利用。

失 といった問 題に 直 面 していま
す。プロジェクトは、住民の生計
向上を図ることで、プロジェクト
終了後も地域住民による持続可
能な森林保全が続く仕組みづく
りを目指しています。また、信頼
性のある炭素量の測定、報告、検
証システムをつくることも目指し
ています。
このプロジェクトは国内グルー
プ会社の 年間のCO 2排出量の
約 ％にあたる１２０万トンの
CO 2の排出抑制効果（炭素蓄積
量の維持・管理）が期待できます。
他にも生物多様性保全対策とし
ての効果もあります。
セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
は資金
提供を行うだけではなく、CSR
担当者が現地に赴き、活動を確
認しています。昨年は、その様子
が現地の新聞に取り上げられま
した。また公園の看 板にはセブ
ン＆アイのロゴも印されるなど、
CSRに積 極 的な企業 として世
界に 存 在 感 をア ピールしていま
す。これからもプロジェクトの一
員 として活 動 を見 守っていく と
ともに、グループ事業と結びつい
た支援方法を考えていきます。
50

1

「こだわり専門店」も充実

「みんなのクチコミ」コーナーは、同サイトの
発足以来、お気に入り商品の紹介や商品評価
などを、お客様ご自身が直接発信できる人気
コーナーです。今回のリニューアルでは、この
コーナーに、芸能、スポーツ、専門家など幅広
い分野の著名人が多数参加し、オススメ商品情
報を発信。従来の商品カテゴリーごとの「クチ
コミ」分類に加え、情報発信者の活動分野別の
分類も設定しています。年代や職種など条件
を絞って検索することも可能です。特定の発
信者をフォローする機能も備え、
「人」を軸に
して横断的にショップ内を移動しながら、商品
探しやお買物を楽しむ機能が充実。趣味や目
的などの一致した人同士が繋がりあい、そこか
らさらに商品との出会いが広がっていくとい
う新しいショッピングスタイルを提供します。

「人」を通じて商品と出会う
新しいショッピングスタイル

REDD プロジェクトを世界の民間企業で初めて支援
「こだわり専門店」も大幅に拡充しました。
従来のこだわり専門店に加え、たくさんの
メーカー・出版社が新たに参加しています。
リニューアル時点で約３００店が出店。今後
さらに店舗数の拡大を図り、つくり手の声を
集めていきます。
「こだわり専門店」
コーナー
は、つくり手のこだわりや情報などを発信し
ながら商品を提供することで、お客様と価値
ある商品との出会いを広げていきます。

16
17

セブン＆アイのロゴも掲示されたメル・
ベチーリ国立公園の入口の看板。

ソーシャルコマース へ

森と人々が共生できる仕組みをつくる
ため、
話し合いを行っています。

1 月18 日、セブンネットショッピングのインターネット総合通販サイトを一新。
「こだわり専門店」
「みんなのクチコミ」
コーナーの拡充などを通じ、お客様、メーカー、売り手の
すべてが参加者になる
「ソーシャルコマース」の実現に向けて一歩踏み出しました。

4

お客様、
メーカー、
売り手のすべてが参加する

１００名以上の著名人が参加したクチコミコーナー。著名人を身近に感じ、 多彩な分野の専門店が約 300 店集結した
「こだわり専門店」。お気に入り
お気に入り商品が共有できると、早くも人気です。
のお店との出会いが待っています。

このページの写真はすべてⓒITTO／TJ Bruder
※REDD：Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

NEWS & TOPICS
各社から最新ニュースをお届けします。

店舗
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セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

セブン銀行

鈴木敏文会長が北京大学で講演

国内初のATMによるICクレジットカード
暗証番号変更サービスを開始

11月8日～10日、鈴木敏文会長は北京を訪れ、北

１０月２９日（金）

京大学での講演やグループ店舗の視察をしました。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

金融サービス事業を再編
「セブン・フィナンシャルサービス」へ

1月17日よりJCBカードの会員向けに、セブン銀行

3月1日、セブン＆アイ・フィナンシャル・グループ、Ｓ

ATMで、JCBおよび JCBのフランチャイジー社等が発

Ｅキャピタルおよびセブン・キャッシュワークスの3 社を

そばうどん處七福 弁天庵 学芸大学店
◦東京都目黒区鷹番２-１５-１０ 遠藤ビル１階
◦座席数／２８席

の導入と技術革新」
をテーマに、講演を行ないました。

行するICクレジッ
トカードの暗証番号を変更できるサービ

合併し、商号を
「株式会社セブン・フィナンシャルサービ

北京でも成功しているセブン-イレブンの知名度もあ

スを開始しました。カードの再発行をせずにICチップ内の

ス」
に変更します。

１１月１９日（金）ヨ一クマ一卜 秦野緑町店

り、会場には学生や卒業生、企業関係者など約 250

情報をATMで書き換えるサービスは国内で初めてです。

◦神奈川県秦野市緑町１５-７
◦店舗面積／1,190㎡

名が集まりました。アメリカ発のコンビニを日本で成功さ

セキュリティ強化を基盤に、お客様の利便性アップに努

するとともに新たな事業展開も視野に入れた企画管理

せた秘訣について関心が高く、質疑応答も30 分に及

めていきます。

機能の強化を図ります。

セブン-イレブン

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

北海道キヨスクと業務提携

買物弱者支援事業の助成金対象に採択

北京大学では
「コンビニエンスストア事業の日本へ

ぶなど、聴衆の熱心さが伝わってきました。

１１月２６日（金）ヨークベニマル大成店

◦茨城県ひたちなか市大成町 11-6
◦店舗面積／2,032㎡
１１月２７日（土）イトーヨーカドー曳舟店

セブン-イレブンは北海道キヨスクと業務提携し、道

◦東京都墨田区京島 1-2-1
◦店舗面積／18,530㎡

北京大学で講演する鈴木会長。今、北京で最も注目を浴
びる企業として、多くの聴衆を集めました。

経済産業省は、1月14日、買物弱者対策支援事業

内の主要駅に展開しているコンビニエンスストア等をセ

に公募申請のあった事業のうち、48 件について採択

ブン-イレブン店舗へ転換していきます。11月1日、札

する決定を行いました。これは、買物弱者対策にかかる

幌エリアの主要駅施設内にある６店舗をセブン-イレブ

事業に対して、国がその費用の一部を助成することに

ンに転換。今後は、商品の共同開発や北海道キヨス

よって、買物弱者の利便性を高めることを目的にしたも

クオリジナルグッズ等の販売を通して、お客様の利便

のです。
セブン＆アイHLDGS. からは、セブンネットショッピン

性をさらに向上させ
ていきます。

イトーヨーカドー食品館小豆沢店
◦店舗面積／1,950㎡
ア力チャンホンポ小豆沢店
◦店舗面積／1,450㎡

グ、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、セブン・ミール
サービスの４社がＮＴＴ東日本と連携した取り組みが採

１１月２７日（土）セブンタウン小豆沢

◦東京都板橋区小豆沢 3-9-5
◦店舗面積／6,970㎡

これにより、金融部門持株会社としての体制を強化

セブン-イレブン

択されました。東京都多摩地域の多摩ニュータウンに

11月1日、桑園駅で行な
われたセレモニー。電 鉄
系 企 業との提 携は京 浜
急行に次ぐ２件目。

「鹿児島県奄美地方における大雨災害」の
義援金募金約 470 万円をお届け

おいて、アンドロイド端末を活用した食料品、食事宅配
サービス、移動販売サービスに取り組みます。

セブン-イレブンでは九州エリア1,323 店舗におい
て、10月23日～11月7日まで、
「鹿児島県奄美地方
における大雨災害」
の義援金募金を実施しました。

１２月１日（水）ザ・ガーデン自由が丘・西武

11月25日、総額 470 万 889 円を鹿児島県の伊藤

◦秋田県秋田市中通 2 - 8 -1
◦店舗面積／1,800㎡

祐一郎知事にお届
けしました。

１２月２日（木）アリオ深谷

セブン-イレブン・インク

セブン-イレブン

エクソンモービルの店舗183 物件等を取得

「住民票の写し」等、発行サービスを拡大
「住民票の写し」
「印鑑登録証明書」
発行サービスが

セブン-イレブン・インクは、今年 3月、米国エクソン

拡大し、
ますます便利になっています。
（2月7日現在）

モービルから、同社がフロリダ州に展開するコンビニエ

◦ 渋谷区、葛飾区、三鷹市
◦ 市川市、松戸市
（東京都）

ンスストアなど183 物件を取得します。
これにより現在、セブン-イレブンが約 600 店を展開

（埼玉県）◦ 藤沢市
（神奈
（千葉県）◦ 戸田市、北本市

◦埼玉県深谷市上柴町西 4-2-14
◦店舗面積／22,774㎡

伊藤祐一郎知事
（中）に
義援金をお届けしたセブ
ン-イレブン都城平塚店
オーナー
（右）
とリクルート
本部副部長。

イトーヨーカドー深谷店
◦店舗面積／11,300㎡
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◦ 相馬市、須賀川市、会津若松市
◦愛
（福島県）
川県）

するフロリダ州でのドミナント化を推進し、セブン-イレブ

◦ 大牟田市
◦ 音更町
（福岡県）
（北海道）
荘町
（滋賀県）

ン店舗の認知度を高めるとともに、商品配送を効率化

◦ 掛川市
（静岡県）◦ 伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪

し、コンビニエンスストア事業のさらなる収益拡大を図っ

町、南箕輪町、宮田村
（長野県）

ていきます。
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2011 年 2 月期 第 3 四半期決算

1兆5,556億円

104.2％
スーパーストア

1兆5,006億円

94.7％

1兆4,672億円

97.8％

6,698億円

91.6％

6,608億円

98.7％
フードサービス

658億円

83.6％

606億円

92.1％
金融関連

842億円

89.4％

813億円

96.6％
その他

253億円

98.4％

255億円

100.6％

当第 四半期累計期間における国内の小
売業をとりまく環境は、企業収益の改善傾
向を受けて個人消費にも一部持ち直しの動
きが見られたものの、頻度品を中心とした

概況

81.1％

1,566億円

106.5％

33億円

17.0％

13億円

40.4％

税に伴う売上げの変動が大きかったものの、
ファストフード商品を中心としたデイリー
品の継続的な売上改善により、既存店売上
高伸び率は前年を上回って推移しました。
自営店と加盟店の売上げを合計した国内チ
ェーン全店売上高においても、前年同期を
・ ％上回る 兆2167億円となりま
した。
北米においては、ファストフード商品や
プライベートブランド商品の開発・販売に
引き続き注力した結果、ドルベースの米国
既存店商品売上高伸び率は前年を上回りま
した。全体の売上高も、為替の円高影響が
あったものの、主にガソリン単価の伸長に
より前年同期比 ・ ％増の 兆1055億
円となりました。

87.9％

◉ スーパーストア事業

△21億円

−
−

△3億円

−
金融関連

237億円

112.6％

221億円

93.1％

9億円

58.4％

△13億円

−
△5億円

−

1,761億円

103.4％

693億円

68.2％

902億円

130.1％

=13.09円

US$1=94.96円

US$1=89.49円
1元
=13.89円

物価のゆるやかな下落が続くなど、依然と
して弱含みのまま推移しました。
こうした環境の下、営業収益は、国内の
スーパーストアおよび百貨店事業の売上げ
が伸び悩んだものの、北米のコンビニエン
スストア事業においてガソリン単価が上昇
したことなどにより、 兆8255億円
（前

ヨークベニマルにおいては、
「セブンプレ
ミアム」
の積極的な販売や売場でのメニュー
提案を強化したものの、東北地方を中心と
した経済環境の影響などから、売上げは厳
しいまま推移しました。
中国では、北京市の総合スーパー 店舗
と食品スーパー 店舗、成都市の総合スー
パー 店舗において、地域ニーズに密着し
た事業活動を展開しています。
◉ 百貨店事業

年同期比 ・ ％増）
となりました。また、
営業利益は、主に国内コンビニエンススト
ア事業の増益により、1757億円
（同 ・
％増）
となりました。

国内においては、高齢化や働く女性の増
加といった社会の変化に対応した「近くて
便利なお店」の実現に向けて、質の高いフ
ァストフード商品の開発や、グループのプ
ライベートブランド商品「セブンプレミア
ム」を中心とした頻度品の品揃えを強化し
ました。当第 四半期は、 月のタバコ増

◉ コンビニエンスストア事業

事業セグメント別概況

0

収益性の改善に向けた経費削減を進める
中、レストラン事業部門において不採算店
舗を中心に 店舗の閉鎖を実施しました。
夏場の天候が良好に推移したことに加え、
主力アイテムのメニュー強化による既存店
の活性化や販売促進の強化が奏功し、既存
店売上高伸び率は前年を上回りました。

◉ フードサービス事業

上げは苦戦したものの、改装による売場の
活性化や営業力の強化、カード会員様向け
の販売促進策を積極的に展開した結果、既
存店売上高伸び率は前年並みまで回復しま
した。
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1,471億円

そごう・西武では、最大の基幹店舗であ
る西武池袋本店が 年間にわたる改装を完
了し、2010年 月にグランドオープン
しました。残暑の影響などから衣料品の売

◉ 金融関連事業
セブン銀行では、ATM設置台数が前期
末比489台増の 万5059台まで拡大
しましたが、主に法改正にともなう貸金業
提携先のキャッシング取引件数の減少によ
り、当第 四半期連結累計期間中の 日
台当たり平均利用件数は114・ 件
（前年
同期差 ・ 件減）
となりました。
一方、グループの電子マネー「nana
co（ナナコ）
」の発行総件数は、セブン イ
レブンにおけるキャンペーンが奏功したこ
と な ど に よ り、 前 期 末 比 2 5 9 万 件 増 の
1239万件と伸長しました。

20
21

セブンプレミアムやチルド弁当など、日常の食卓をサポートする商品
が売上げを伸ばしました。

1
-

−
△20億円

その他

3

1

2

1兆4,924億円

イトーヨーカドーでは、衣料品分野にお
いて機能性肌着などのオリジナル商品の開
発・販売を強化するとともに、婦人衣料の
新しいブランドを立ち上げました。また、
食品を中心とした頻度品において値頃感の
ある品揃えを拡充したことに加え、カード
会員様向けのセールを強化しました。しか
しながら、消費者の節約志向が依然として
強いことに加え、残暑の影響などから衣料
品売上げが弱含みで推移し、既存店売上高
伸び率は前年割れとなりました。

1

−
103.0％

スーパーストア

2

3

2

−
78.6％
四半期純利益

△2億円
経常利益

1,704億円

消去または全社

△257億円

1,757億円
コンビニエンスストア

−
78.2％
営業利益

△221億円
消去または全社

0

39

3

1

コンビニエンスストア

百貨店

1元
2010年9月に登場したイトーヨーカドーの新ブランド
「GALLORIA
（ギャロー
リア）
」と「L&B」
。コーディネート性の高い品揃えと売場展開が特長です。

100.2％

1

為替レート

8

3兆8,255億円

8

△22億円

3

88.2％

2

百貨店

1

3兆8,161億円
営業収益

2011年2月期第3四半期
2010年2月期第3四半期

前年同期比
前年同期比

4

フードサービス

9 3

6

1,706億円

4

●連結業績
（2010 年 3月1日〜 2010 年 11月30日）

3

変化するニーズに対応した
新しい店づくり・商品開発への挑戦を継続
4

