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コンビニエンスストア

その他

変化をとらえる魅力ある「ストーリー」で
流通業に新たな可能性を切り拓く

（株）
セブン-イレブン・ジャパン 13,334
7-Eleven,Inc. 6,998
SEVEN-ELEVEN（HAWAII）,INC. 56
セブン-イレブン北京 119
セブン-イレブン成都 15
セブン-イレブン中国

総合スーパー
（株）
イトーヨーカ堂 171
（株）
丸大 3
華糖ヨーカ堂 8
成都イトーヨーカ堂 4

（株）
セブン＆アイ生活デザイン研究所
（株）
セブン＆アイ・フィナンシャルセンター

百貨店
不動産／警備

（株）
そごう・西武
●そごう 11
● 西武 14
●ロビンソン 2

（株）
モール・エスシー開発
（株）
IY リアルエステート
（株）
池袋ショッピングパーク
（株）
八ヶ岳高原ロッジ
（株）
ヨーク警備
（株）
セブン＆アイ・アセットマネジメント
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食品スーパー
（株）
ヨークベニマル 172
（株）
ヨークマート 66
（株）
シェルガーデン 19
（株）
サンエー 1
王府井ヨーカ堂 1

製造加工
アイワイフーズ（株）
（株）
テルベ
（株）
ライフフーズ

フードサービス
（株）
セブン＆アイ・フードシステムズ
●レストラン
（デニーズ、ファミール他） 487
●ファストフード（ポッポ他） 130
●コントラクトフード 236
セブン＆アイ・レストラン（北京） 2

専門店
（株）
メリーアン 45
（株）
オッシュマンズ・ジャパン 7
（株）
ロフト 69
（株）
赤ちゃん本舗 87
（株）
セブンヘルスケア
タワーレコード（株）

金融サービス
IT ／サービス
（株）
セブン＆アイ・ネットメディア
（株）
セブンドリーム・ドットコム
（株）
セブンネットショッピング
（株）
セブンカルチャーネットワーク
（株）
セブンインターネットラボ
（株）
セブン＆アイ出版
（株）
セブン・ミールサービス
（株）
ごっつお便
ぴあ
（株）

（株）
セブン銀行
（株）
セブン・フィナンシャルサービス
（株）
セブン・カードサービス
（株）
セブンCSカードサービス
（株）
ヨークインシュアランス
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「みんなのクチコミ」
で拡がる
商品との出合い、
人との出会い
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新・習・慣

商品との出合い、人との出会い
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変化をとらえる魅力ある
「ストーリー」
で
流通業に新たな可能性を切り拓く

セブン−イレブンの新ＭＤ戦略

T

「近くて便利」に「上質感」をプラス

新たなチャレンジの集積が
客層を広げ、好循環を生み出す

12

アリオ初のローカル立地で好調
魅力的な売場と品揃えで広域からの集客を実現
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などプロフィールが公表されてお
り 、人を軸に商品を探せるのが特
徴 。同業者や共通の趣味をもつ人
など 、気になる人の「クチコミ」が
チェックでき「信頼できる人を通
して 、選別された確実な情報を得
たい」という世の中のニーズに対
応します 。専門家やアーティスト 、
スポーツ選手 、お笑い芸人など 、
100名以上の著名人も参加して

利便性が高く 、商品を通して人と
人が気軽につながれます 。
お客様と商品とのストーリーは 、
お客様が商品を購入してから始ま
ります 。「みんなのクチコミ」を上
手に活用して 、
「人」と「商品」が出
合い 、購入後もクチコミで感想や
ご意見をいただくことで 、さらに
情報を広げ 、新商品開発などへと
つなげていく場を目指します 。

西武池袋本店 改装後の取り組み
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「みんなのクチコミ」で、セブン＆アイ・ホー
ルディングスの総合通販サイト「セブンネッ
トショッピング」
でのお買物体験が、
さらに楽
しく充実します。
http://www.7netshopping.jp/evrys

対談／時代のニーズに応える

楠木 建（一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授）
鈴木敏文（セブン＆アイ HLDGS. 会長兼CEO）
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セ

ブンネットショッピングの
コンテンツのひとつ「みん
なのクチコミ」
。商品に関するお
客様の率直な意見や 、旬の情報満
載のクチコミコーナーとして注目
され 、会員が急増中です（ 月末
時点で登録会員は約 万 千人）
。
商品レビューを紹介するサイト
は他にもありますが 、「みんなのク
チコミ」は 、書き手の性別や職業

います 。
「クチコミ」で気になった商品を
購入することも可能ですし 、商品
から「クチコミ」をチェックする
こともでき 、買った人 、使った人
の意見をお買物の参考にできます 。
また 、クチコミメンバー同士がフ
ォローし合えば直接メッセージを
送り合うことも可能 。ツイッター
やフェイスブックと連動するなど

4
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1 「みんなのクチコミ」で拡がる

16

アリオ上田

「PHO24（フォー・トゥエンティフォー）」市ヶ谷店オープン

ヘルシーでおいしい本場ベトナムのフォーが
都心にやってきた！

新社長インタビュー
大久保恒夫（セブン＆アイ・フードシステムズ 代表取締役社長）
こだわりの産地を訪ねて

―オリジナル今治タオル―／そごう・西武
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表紙イラスト／金子真理

「仮説検証型発注」は、 世紀
日本発の重要なイノベーション
鈴木 今日は 、競争戦略を専門に研究さ
れている楠木さんをお迎えして 、いろい
ろとうかがいたいと思います 。いま 、日
本では消費飽和 、モノ余りの時代に入っ
たと言われています 。そのため多くの人
は 、日本の流通業は競合が激化している
と言います 。しかし 、競合は商品やサー
ビスなどあらゆるものが同質化した結果
起こるので 、つねに差別化を図っていけ
ば競合に巻き込まれることはないのでは
ないかと 、私は考えています 。

とはありません 。現にセブン イレブン

ではないかと言っていますが 、そんなこ

状態に達して 、もう出店の余地がないの

多くの専門家が 、コンビニの店舗は飽和

い 、というのが私の持論です 。ここでも

（以下コンビニ）業態には競合が存在しな

してみて 、改めて感動したのですが 、あ

いわゆる「水道哲学」の大演説を読み直

最近 、松下幸之助さんが戦前に行った 、

飽和というのは必ず発生します 。私は 、

を私なりに理解しますと 、単なる量的な

楠木 おっしゃる通りです 。いまのお話

楠木さんはどうお考えですか 。

たとえば 、いまコンビニエンスストア

は 、まだ未出店の県が 県もあります 。
かせている時代の企業の使命を訴えたも

れはモノ不足の時代でみんながお腹をす

上げ（平均日販）を見てみると 、セブン
のです 。つまり 、モノを欲している人々

また 、既存店 店舗あたり 日の平均売
イレブンと他チェーンの店舗では 、 万

やがてモノが余るようになりました 。そ

いう 、そうした経営者の努力があって 、

ノ不足の時代に世の中を豊かにしようと

ばいけないと 、本気で訴えています 。モ

に陥ることはない 、そう思うのですが 、

別化が行われていれば 、決して競合状態

円以上の差があります 。きちっとした差

という形で時間軸を取り入れた戦略は 、

はたいへん重要なもので、「変化への対応」

他との差別化を徹底していくという点で

ているスローガン 、
「変化への対応」です 。

い換えるとセブン＆アイグループが掲げ

ながる 、企業はこの使命を果たさなけれ

くことが 、世の中を豊かにすることにつ

に 、モノをつくってどんどん供給してい

け上は飽和状態に入った時 、どうすれば

問題になっているのは 、そのように見掛

説検証型発注」という行動をみんなで行

ていくために 、セブン イレブンでは「
、仮

価値が計れない時代に入りました 。いま 、 あまり類を見ません 。その戦略を実現し

の結果 、単純にモノのある 、なしでは 、

10
っているわけですね 。これは 、 世紀の

いをしっかりとつくっていけば 、直接 、

に飽和してしまったとしても 、他との違

鈴木さんがおっしゃったように 、量的

ン イレブンはモノを売る立場で 、イノ

す 。トヨタはモノづくりの立場で 、セブ

生産方式と並ぶたいへん画期的なもので

日本発イノベーションとして 、トヨタの

20

他との競合に陥ることなく 、利益も出せ

いいのかということだと思います 。

-

ノ不足の時代に 、どんどんモノを提供す

合スーパー）などは 、いまお話に出たモ

鈴木 そうですね 。たとえば 、
GMS
（総

ますし、成長も可能です 。

いま鈴木さんが指摘したよう

ンたるゆえんだと考えています 。

戦略に組み込んだ点が 、イノベーショ

も「時間」を重要な資源とみなして経営

ベーションを実現したのですが 、どちら

の成功体験があるがゆえに 、差別化を行
って 、同質化しないようにするという考
え方が徹底しません 。モノ不足の時代の
売り方からなかなか脱却できないので
す。いったん 、体内化されてしまったも
のを 、体内から追い出して 、変えていく
のはたいへん難しいと感じています 。
楠木 私はセブン イレブンの戦略の本
軸」を取り入れたことだと思います 。言

楠木 建
鈴木 敏文

くすのき・けん
1964年生まれ。1992年
一橋大学大学院商学研究
科博士課程修了。一橋大学
商学部助教授、同大イノ
ベーション研究センター
助教授等を経て 2010 年
同大大学院国際企業戦略
研究科教授に就任。
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-

1

8

ることで成長を遂げてきた業態です 。そ

-

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
セブン＆アイHLDGS . 会長兼 CEO

1

質として 、以前から興味深いのは「時間

-

時代 のニーズ に応 える
対 談

大ヒットビジネス書となった『ストーリーとしての競争戦略』の著者で、
競争戦略とイノベーションを専攻する楠木建教授をお迎えし、
ぬき
消費飽和と呼ばれる現状で、抽んでた成果を上げる
「戦略」の在り方について、コンビニからネットビジネスまで
幅広くお話をうかがいました。

変化をとらえる魅力ある「ストーリー」で
流通業に新たな可能性を 切り拓く

ンとは違うストーリーのもとで成功して

中でこそ機能するので 、セブン イレブ

ン イレブンという大きなストーリーの

証型発注という取り組みにしても 、セブ

かという点を考えると 、やはり 、仮説検

ションが 、なぜ他の業態や競合では困難

に 、セブン イレブンでできたイノベー

ます。

うにしなければ 、将来はないように思い

直しを行い 、差別化を積極的に進めるよ

は当然のことだと言えます 。根本から見

してしまっているので 、競合が起こるの

なブランド 、商品が並んでいて 、同質化

客観的に見れば 、どこのお店も同じよう

地域の商店街の皆さんのところに挨拶に

れで 、イトーヨーカドーの出店のために 、

に陥る中小小売店が増えていました 。そ

た1970年代 、町の商店街は経営不振

鈴木 スーパーが盛んに出店を進めてい

っかけは何だったのでしょうか 。

トーリーを 、鈴木さんが思いつかれたき

分で 、ゼロベースで新しいスーパーのス

ン イレブンに学ぶというだけでは不十

かです。この場合 、差別化の方法をセブ

機能しなくなったのは 、誰の目にも明ら

ーパーなどのストーリーが以前のように

しかし 、モノ不足の時代に成功したス

モノ余りの時代になって 、多くのお客様

ることで 、売れ行きを伸ばしています 。

幅広く展開し 、他にはないものを提供す

ら 、日常生活の変化に対応した雑貨まで

先とチームを組んだファッション領域か

れは 、著名なデザイナーと新しいお取引

商品の取り組みに力を注いでいます 。こ

ミテッド エディション」という自主開発

に 、同じ取り組みをそのまま移植しても、 ＆アイグループのそごう・西武では 、「リ

きたGMSや他のコンビニチェーンなど

はいままでとは違うもの 、上質なものを

しても納得してもらえません 。それなら

しかし 、いくら口でそのような説明を

も 、共存共栄が可能だと考えていました 。

を高めていけば 、大型店が進出してきて

様のニーズに合った商品を揃え 、生産性

変化に対応できなくなった結果で 、お客

不振に陥ったのは 、商売の仕方が時代の

を受けました 。私自身は 、中小小売店が

町の小売店が経営不振になる」と猛反対

行くと 、
「スーパーが進出してくるから 、

いでしょうか。

そういう視点から 、いま私どもセブン

トーリーをつくるくらいの覚悟が必要で
求めています 。ですから 、自分たちで商

売形態を 、新しく生み出した点に 、つね

ます 。鈴木さんがセブン イレブンを始

は受け止められないのではないかと思い

の人からはすぐに 、
「儲かるいいこと」と

の人が始めようとしていることは 、多く

略とは人と違うことをする」というのは 、

楠木 おっしゃる通りです。ですから
「戦

らかです 。

同時に競合に巻き込まれてしまうのが明

すぐにできてうまくいくということは 、

あるからと 、反対を押し切って始めたの

した。それでも 、私はやってみる価値が

みは商売がわかっていない」と言われま

業の経験が浅かったので 、社内でも「き

イトーヨーカドーに中途入社して 、小売

するはずがないと 、猛反対でした。私は

している日本で 、そんな小さな店が成功

ーリング場をやってみたらどうかという

です。その時 、イトーヨーカドーでもボ

リング場に参入するところが多かったの

グがブームになった時に 、流通業もボー

いいと言っています 。かつて 、ボーリン

が賛成することは 、却ってやらない方が

反対することはやる価値がある 、みんな

鈴木 私はよく一般論として 、みんなが

くに 、百貨店でシナジー効果を出すのは

ナジーなど出せないというわけです 。と

百貨店という異なる業態が集まってもシ

批判されました 。コンビニ 、スーパー、

営形態をつくった時も多くの専門家から

鈴木 私が現在のホールディングスの経



同様の効果は得ることは難しいのではな

しょう。部分的に小さな修正を重ねても
品開発まで踏み込んで 、同質化から脱却

楠木 私は 、鈴木さんがセブン イレブ

す。

いく力を持っている業態だと考えていま

することができれば 、百貨店は成長して

本質は変わっていかないように思います。

セブン イ
-レブンはそれまで
なかった新しい「ストーリー」
鈴木 根本的に変えていかないと新しく
百貨店は、かつて「小売りの王者」と呼ば
づね興味を持ってきました 。いままでど

ということになりますが 、「儲かるいいこ

れた業態ですが 、いまはどこも業績が上

そもそものきっかけです。
と」だとすぐにわかることだったら 、と

こにもなかったまったく新しい戦略のス

楠木 そうすると 、本筋はあくまでもス
っくに別の誰かが思いついているはずで

がらずに苦しんでいます 。これなども 、

ーパーの出店を円滑に進めるということ
す。あるいは 、まだ誰も思いついていな

味がありません 。ですから 、正しく言え

にあったわけですね。それでは 、セブン
かったとしても 、すぐに「いい」とわかる

自分たちで 、そういう小さな小売店が成

イレブンを実際に導入された時に 、い
ことだったら 、みんながその事業に参入

ば 、人と違った儲かることをやりなさい 、

まのようにコンビニ業態が大きく成長す

してきて 、追いつかれてしまいます 。そ

ですか。

鈴木 当初はセブン イレブンがいまの

めた時が 、まさにそうだったということ

み出すイノベーターが出てきた場合 、そ

ように成長するとは考えていませんでし
ですね。

です。

ことになりましたが 、私は断固反対しま

至難だろうと言われました 。
しかし 、実際にグループでシナジーを

「グループシナジー」が
既成の「常識」を解きほぐす

楠木 教科書では「戦略とは人と違うこ

した。場所があって機械を入れれば誰で

実際はたいへん難しいことです 。

も 、ようやく大型店の時代を迎えようと

た。しかも 、社内も流通の専門家や学者

みんなが反対する戦略にこそ
大きな可能性がある

う考えると 、ほんとうに新しい産業を生

るとは予想されていなかったということ

り立つことを実証しようと考えたのが 、

ならないというのは 、まったく同感です。 ンという 、それまで日本にはなかった小

-

とをやること」とあるのですが 、しかし

-

もボーリング場がつくれますが 、誰でも

-



-

人と違っていても 、儲からないのでは意

多くの人が「儲かるいいこと」だと
すぐには思わないことを
始めるのがイノベーションです

-

-

-

-

武池袋本店は 年間の改装を終えてグラ

大きな成果が上がっています。昨年 、西

出す取り組みを進めてきて 、百貨店でも
はなかったコンビ

ンによって日本に

てセ ブ ン イ レ ブ

ウを取り入れた結果 、改装後ずっと好調

って 、生鮮食品売場にグループのノウハ

ンドオープンしました。その改装にあた
まれたように 、セ

「ストーリー」が生

ニという新しい

プから今後新しい

ブン＆アイグルー

また逆に 、上質な商品を扱ってきた百
ストーリーが出て

な推移を見せています。
貨店のノウハウや考え方を 、GMSでは
くるのかという点

ね 。私は 、そこに新しいストーリーが生

を制する」という点を 、説かれています

衣料品などのマーチャンダイジングや売

界の中でも類のない規模で異業態の集ま

です。セブン＆ア

っているグループで 、そのシナジー効果

り方に取り入れ 、顧客ロイヤルティを上
従来、それぞれの業態の「常識」の中で
まれる可能性を感じています 。

イグループは 、世

凝り固まっていたものが 、違う業態と一
によって新しいストーリーが生まれてく
鈴木 ネットというのは 、お客様が居な

げることに役立てています。

緒になって取り組むことで 、だんだん解
れば、素晴らしいことだと思います 。
できるので 、リアル店舗より早く商品に

がらにして商品を選び 、購入することが

きほぐされてくるという効果が生まれて
います。
楠木 そういう「解きほぐされる」とい

私たちグループには 、リアル店舗網や既

店舗を持っているところはありません 。

でも小売業が成長していますが 、リアル

を制するということです。ネットの世界

鈴木 それがネットを制する者がリアル

スになるととらえているわけですね。

で売れる物がわかればリアル店舗のプラ

顧客が流れてしまうのではなく 、ネット

鈴木さんは 、リアルからネットに単純に

販売が減ってしまうと考えがちですが 、

売が伸びれば 、その分 、リアル店舗での

もに 、私が興味を持っているのは 、かつ

いることはたいへん重要です。それとと

点で 、グループシナジーが効果を上げて

が出てきているわけですね。

違う新しい商品が生まれるといった効果

とで 、異業態間の接触から従来とは質の

る業態がグループの傘下に入っているこ

というのは素晴らしいと思います。異な

鈴木 イトーヨーカドーでは 、各店舗を

めるようになると思います 。

そういう物理的な制約なしに買物を楽し

りがあるので 、買いたいものがいろいろ

物の場合 、やはり自分で持てる量には限

にしています 。ただ 、リアル店舗での買

が 、彼女は毎日 、買物に行くのを楽しみ

す。私には百歳になる祖母がいるのです

イルが生まれるのでは 、と期待していま

て 、いままでにはない新しい買物のスタ

ルの融合」
「ネットを制する者がリアル

楠木 近年 、鈴木さんは「ネットとリア

と痛感しています 。

めるには強力なリーダーシップが必要だ

従来の考え方から脱け出すか 、それを進

ですから 、その壁をどれだけ取り外し 、

ん。壁をつくることも 、人の本能の一つ

各社間の壁を取り払わなければいけませ

鈴木 シナジーを生み出すには 、従来の

の在り方がネットスーパーと言えそうで

然の流れなのかも知れません 。その一つ

同じ人間なので 、融合していくことが自

せん。ネットとリアルが融合していけば 、 考えられていましたが 、買物をするのは

あっても 、自分が持てる量以上は買いま

す 。ただ 、その場合はインターフェイス

リアルというのは 、何か対立軸のように

楠木 ネットが登場した時は 、ネットと

て利益も出ています 。

けるようになって 、135店舗に拡大し

様に 、そういった利便性を認めていただ

にもつながりますね 。いま 、多くのお客

まおっしゃったような制約をなくすこと

いモノでも家まで届けてくれるので 、い

楠木 なるほど 、ふつうはネットでの販

と思います 。

よりももっと計画的に行えるようになる

リアル店舗での在庫や商品生産を 、いま

ですから 、ネットの商売を発展させれば 、

いくことが可能になると考えています 。

を置いて 、より幅広いお客様に提供して

点がつかめれば 、リアル店舗でその商品

ットでどんな商品が売れているかという

対する反響が返ってきます 。そこで 、ネ

存の物流基盤等もありますから 、そのよ

拠点として 、ネットで注文を受けて 、各

がパソコンなので 、逆にこれまでお店で

ネットとリアルの融合から
新たな「ストーリー」が生まれる

うな経営資源を活かしながら 、ネットを

店舗から商品をお届けするという独自の

買物をする方法を活かしたインターフェ

う効果が 、現場のそこここで起きている

充実させることで 、グループ全体を強化

仕組みをつくって 、ネットスーパーを展

そういった既存の業態の活性化という

できると考えています。

イスで 、オペレーションはEコマースと
いう形もあるような気がします 。買物を

開しています 。ネットスーパーなら 、重




-

楠木 私もネットとリアルの融合によっ

楽しみたいというのは 、いわば人の本能
のようなものだと思いますから 、ネット
とリアルの融合から 、その楽しさを活か
した新しい業態が生まれてくることを期
待しています 。
鈴木 私も 、時代がいかに変化しても 、
消費はなくならないと考えています 。重
要な点は 、その変化をいかにとらえ 、変
化に合わせていくかということでしょ
う 。今日はたいへんありがとうございま
した 。

ネットとリアルは対立軸にあるものではありません
買物するのは同じ人間なので融合は自然の流れです

3

なし

セブンゴールド

つくりたての家庭の味

幅広く取り揃えた
良い品をお求めやすい
価格でお届け

ちょっとした贅沢

5月31日にパシフィコ横
浜で行われた「新マーチャ
ンダイジング戦略」記者
発 表会。井阪隆一社長
（左）と佐藤可士和氏が固
い握手を交わしました。
商品例

た贅沢』
」という商品コンセプトを
掲げ、
「専門店の本格的な味を、ご
家庭で楽しめる贅沢」
「セブンプ
レミアムならではの安全・安心、
お手頃価格はそのままに、ワンラ
ンク上のおいしさをご提供」とい
う表現で、商品の位置づけを明確
に示しました。
このようにわかりやすい言葉
で、商品の考え方を改めて表現す

セブンプレミアム

考え方

デイリー
新ロゴ

セブンプレミアムゴールド
デイリー

-

商品の品質向上にも挑戦を続け
ています。たとえば、デイリー商
品の「こだわりおむすび」では、国
内総収穫量の約 ％しかない「特
A評価」の米を使用。従来困難と
されていた炊きあがったご飯を温
かいまま握る
「ホット成型」
を実現。
急速に冷やさないことで、よりふ
っくらとした仕上がりになり、手
づくりさながらのおいしさをお届
けできます。その他 、お弁当 、惣
菜、焼きたてパンなどのデイリー
商品、セブンプレミアム、セブン
ゴールドも、それぞれ原材料や製
造工程の見直しを行い、品質を高
めています。
また 、部屋干し洗剤 、紙類 、化
粧品 、衛生用品など日用雑貨も 、
セブンプレミアムを中心に品揃え
を充実。デイリー、食品、雑貨、ト
ータルで1000アイテム以上の

実を図っています。こうした品揃
えの見直しによって、
「セブン イ
レブンは近くて便利なお店」とし
て認知されるようになり、女性や
高齢のお客様が着実に増え続けて
います。

価値と革新性を伝える
ブランド戦略

-

今回のリニューアルでは、商品
自体の品質向上に加えて、ブラン
ドマークや商品パッケージデザイ
ンを体系立てて展開する「ブラン
ディング」によって 、お客様にセ
ブン イレブン商品の品質 、革新
性などをわかりやすくお伝えして
いきます。
今回のブランディングでは、従
来、とくに共通のマークがなかっ
たお弁当 、おにぎり 、調理パン 、
焼きたてパンなどのデイリー商品
に、
「セブン＆アイ」をデザイン化
したマークを設定し、「つくりたて
の家庭の味」をお届けする商品で
あることを明示。同時に「地域の
味と新鮮さ」
「製造の過程での責
任」
「徹底した安全・安心」への取
り組みをお客様にわかりやすくお
伝えしていきます。
また 、セブン イレブンの新た
-

商品開発を行い、売場全体で統一
感のある展開を進めることで、セ
ブン イレブンの「近くて便利」と
「上質感」を、より明確にお客様に
お伝えしていきます。
さらに、長時間・高品質で好評
のチルド商品へのニーズの拡大に
ともない、「アイランド型チルドケ
ース」を導入し 、売場レイアウト
を変更。これまでチルドケースに
陳列していたデザートなどを新什
器で展開することで、伸長してい
るセブンプレミアム惣菜や野菜の
売場を拡充します。
商品、ブランディング、売場が
一体となったマーチャンダイジン
グ戦略で 、セブン イレブンの魅
力をよりいっそう高めていく方針
です。
-

いま求められる「近くて便利」
セブン イレブンは 、社会の大
きな変化に対応する新たなコンビ
ニのあり方を追求して、2009
年度から「近くて便利」をキーワ
ードにした店づくりを進めていま
す。1980年代以降、中小規模
の小売店が減り続ける一方で、遠
くまでお買物に出かけられない高
齢者や働く女性は年々増加。毎日
のちょっとしたお買物にも不便を
感じている人が増えています。「近
くて便利」とは 、このような社会
の変化に対応するためにセブン
イレブンが目指す、従来のコンビ
ニのスタイルにとらわれない新し
い姿を表しています。
そのために、品揃えのバランス
についても見直しを進めていま
す。従来のコンビニでは、買って
すぐ食べることを前提にした「即
食性」の商品 、具体的にはおにぎ
り、お弁当、焼きたてパンなどデ
イリー商品が中心でしたが、セブ
ン イレブンでは2009年以降、
デイリー商品だけでなく、加工食
品や店頭で調理する揚げものなど
の惣菜、調味料など食卓の必需品、
あるいは洗剤などの日用雑貨の充
-

ることで、売り手とお客様の間で
セブン イレブンやセブン＆アイ
のオリジナル商品の「挑戦」
「価値」
に対する共通理解を生み、よりい
っそうお客様とのコミュニケーシ
ョンを促進していきます。

-

売場全体で
「上質 、便利」を訴求

-




セブン‐イレブンが、約1000アイテムに上るオリジナル商品の全面リニューアルを実施します。
商品の品質向上に加え、
クリエイティブ・ディレクターの佐藤可士和さんを迎えて、
オリジナル商品のブランドマークやパッケージデザインを一新。
さらに売場の見直しも行い、商品開発から売場づくりまで一体となって、
「近くて便利」と
「上質感」を提供するマーチャンダイジング戦略を進めています。

な品揃えの中心を担っている「セ
ブンプレミアム」のロゴマークも
新たに開発。商品コンセプトを
「幅広く取り揃えた良い品を 、お
求めやすい価格でお届けする」と
いう表現に統一しました。
そして、セブンプレミアムゴー
ルドは 、ブランド名を「セブンゴ
ールド」に改め、新マークを設定。
「食を通じて体験する『ちょっとし

すべての商品において、味、品質を全面的に見直し、
「上質さ」と「値頃感」を追求した商品に新たなブランドマークをつける

順次導入予定のアイランド型チルドケース。従来
のオープンケース1.5本分の容量。来年3月までに
全店導入予定。

セブン
‐
イレブンの新MD戦略

セブン - イレブンの「新たなチャレンジ」
「新たな価値」を
理解・再発見していただく

-

～セブンプレミアム、
セブンゴールドの魅力も向上～
セブンプレミアム、
セブン＆アイ
従来

15

「近くて便利」に「上質感」をプラス
ブランディングの目的（新ロゴマークと考え方）

まったく新しい発想で、従来より早めに取り組んだことが奏功
し、夏場の商戦に大きく寄与。
クールライフセンター

ターミナル店舗の強みに
磨きをかける「人の力」
大震災以後、迅速な売上回復
で堅調な業績推移を続けるそご
う・西武。なかでも基幹店の池袋
本店は意欲的に新たな挑戦を続
け、けん引力を発揮しています。
昨 年秋、３年にわたる改装を
終 えてグランドオープンした同
店では、
「 完 成のはじまり 」をス
ローガンに、新 たな 取 り 組みを
次々と打 ち 出していま す。その
基盤にあるのが、
「商品とお客様
を 結 びつけ るの は 人 」とい う 視
点。
「新しくなった設備やシステ
ムに、息 吹を吹き込み完 成させ
ていく の が『 自 分 た ち 』の 使 命。
池 袋 駅 に 直 結 し た『 タ ーミ ナ ル
店舗』というポジションを軸に据
え、お客様ニーズへの対応に全力
を挙げています」と藤嶋幸男店長
は言います。
改装オープンから１年 経過し
た食品売場では、改装後の好調
な 推 移 をさらに一段 と強 化 する
ため、池袋本店の食品の強みであ
る「ギフト」に磨きをかけようと、
今年、ギフトコンシェルジュを
人に増員し、ギフトサロンを強化

大 き く 変 化 し ま し た。その一つ
が、食 品 売 場のピーク時 間。従
来、午後 時頃だったものが、午

しました。
「ターミナル店 舗 」で
ある同店の食品売場には、ビジネ
スマン、主婦、若者、ご家族連れ
など多 種多様なお客様がギフト
を 求 めて訪れま す。ギフトサロ
ンとギフトコンシェルジュは、そ
の多 様 なニーズに速やかにお応
えし、最 適な商品をお客 様にご
提案することで、好評を博してい
ます。

「前年発想」を捨てて
販売力強化を追求
月 日には、 階の紳士フロ
アの中央に、クールビズ用のワイ
シャツ、ポロシャツなどを大規模
に集めた
「クールライフセンター」
がオープンしました。従来、クー
ルビズ商品の立ち上げは 月の
連休明けというのが業界の常識。
また、ネクタイを集 中 展 開して
いたゾーンを、シャツを集積した

7 4

3

〜 西武池袋本店 改装後の取り組み 〜

フロアでもクールライフ 向 けア
イテムを集 約して売 場 をつくる
など、全館が連携してクールライ
フを訴 求 することで、集 客 力 を
高めました。

変化をとらえた対応で
集客力をアップ

5

後 時頃に早まりました。この
ため従 来 午 後５時に実 施してい
た「夕市」を、午後 時に前倒し
するとともに、午後 時にもう一
度新たに商品を揃えて売り込む
体制に変えました。
午後 時に新鮮な商品が揃え
られるのは、地下 階に惣菜など
の集中厨房を持つ同店ならでは。
これも「自分たちでハードに息吹
を吹き込む」取り組みが生んだ成
果です。
池 袋 本 店は、現 在 もチャレン
ジの手を緩めず、お客様の「いま」
のニーズに応 える新しい取 り 組
みを追求しています。

23

7

10

ギフトサロン
さまざまなお客様のご進物のニー
ズに、ギフトコンシェルジュが的確
に対応。
ダイニングパーク池袋

11

4

4
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「安心」
「エコ」
「こだわり」
「復興応援」
をキーワードに、寝具、食器、 「コンパクト」
「機能性」
「デザイン性」
「クオリティ」
にこだわった携帯
家具等を、従来の売場の枠を越えて集積。
用品を集めた売場。

「アツロウタヤマ」
「ジュン
コシマダ」
「オンシーズン」
の３ブランドを一堂に集
め、
アラフォー世代を中心
に幅広いお客様に好評。

新たなチャレンジの集積が
客層を広げ、好循環を生み出す

リミテッド エディション
メガストア

「新・生活定番」や「携帯できる
生活雑貨」など、従来、館内に分
散していた商品を、テーマごとに
一つの売場にまとめ、そのこだわ
りをシンプルでわかりやすいメッ
セージにし、お客様に商品の価値
をお伝えする新たな売場づくり
にも挑戦。その結果、個々の商品
がお客 様の目にとまりやす くな
り、
「ギフトも選びやすくなった」
など、お客 様ご自 身に商品の価
値 を見い出していただけるよう
になりました。また、婦人フロア
では人気のプライベートブランド
「リミテッド エディション」の３ブ
ランドを一堂に集めた「メガスト
ア」を開設。分散していた商品を
集め、わかりやすく訴求すること
で、売場に訪れる客層が広がり、
従来以上の販 売 力が生まれると
いった好循環を生んでいます。
大震災後、お客 様の買い方も

5

5

６月２日にグランドオープン。家族で楽しめる
「西武特別食堂」
から池
袋初出店となる話題の店まで全 26 店舗。池袋本店の新しい人気
スポットに。

携帯できる生活雑貨
新・生活定番品

売 場へ思い切って転 換 す るとい
う 異 例の取 り 組みにもチャレン
ジしました。これは 月の東日
本 大 震 災 直 後の一時 的な消 費の
冷 え込みに対する強い危 機感の
中で、
「前年発想」では目標の達
成は不可能と考えた社員たちが、
売場づくり、品揃え、売り方、接
客など、すべてにわたって従来の
発 想を捨て、１から販 売 力の強
化に取り組んだ結果です。今 年
は節電などのため例 年以上に暑
い夏になると予測し、クールビズ
を「どこよりも早く、ダイナミッ
クに展開する」と決め、紳士売場
が一体となってクールライフセン
ターの開設を実現。さらに、他の
3

ですが、大幅リニューアルした新
生「イトーヨーカドー上田店」を
核店舗に、ロフト、ゼビオ、無印
良品、ＴＯＨＯシネマズなど、長
野県初出店 店、アリオ初出店
店を含む の専門店で構成す
る、長野県としては最大の大型
商業施設になり、これまで首都
圏を中心に展開してきたアリオ
にとって、今 後の郊 外 出店 立地
拡 大の鍵 を握るショッピングセ
ンター（SC）でもあります。
「既存のアリオは、 キロ圏内
の商圏人口が少なくとも 万人
以上の立地。それに対してアリ

長野県最大のSC
４月 日にオープンした「アリ
オ上田」（長野県）は、
しなの鉄道、
JR長野新幹線、上田電鉄別所
線の 線が乗り入れる上田駅か
ら徒歩約 分、国道 路線が集
まる上田市中心の交通アクセス
至便な立地です。出店地は、上
田 市 中 心 市 街 地活 性 化 基本 計 画
の「まちづくり新拠点」に位置付
けられており、来年には隣地に
交流・文化施設が建設されます。
アリオとしては店 舗面積、テ
ナント数共に最も小規模な店舗

アリオ上田

魅力的な売場と品揃えで
広域からの集客を実現

アリオ初のローカル立地で好調
オ 上 田 は ５キロ圏 内 で 万 人、
キロ圏内でも 万人と非常に
少ないのですが、
『わざわざ行き
たい』エンターテインメント性の
高いＳＣづくりを徹 底し、新し
いモノ好 きといわれる県 内のお
客様が求めていた旬の情報や商

行けば楽しく
欲しいものが必ず見つかる
モールには、年 間４００万人
もの観光客が訪れる長野観光の
ハブスポットという 立地を 活か
し、名 産 品を集めコーナー化し
た「アリオ上田の駅」を設置。旅
行 会 社と提 携してバスツアーの
コースに組み込むなど、利 便 性
を提供しながら集客を図ります。
テナント規模もロフト等の人
気専門店７店でモール面積の約
半分のスペースを確 保し、都心

核 店 舗のイトーヨーカドー
は、
「 上 質・鮮 度 感 」をキーワー
ドに、各 部門でこれまでなかっ
た商品を取り揃えました。青果
は 近 郊 の 軒 の 農 家 と「 ア リ オ
ファーマーズ」を新たに結成し、
地元の新鮮で旬な野菜や果物を
販売。鮮魚は、商業施設として
は県内で初めて新潟、富山、石
川県などの漁港と契約し、新鮮

鮮度感のある旬の品揃え

品を発信し続けることで、広域
から幅広い年代の集客を実現し
ています」とアリオ上田支配人。

鮮魚売場

に負けない品揃えを実現。その
結果、若い世代のお客様やギフ
ト需要が増え、価値ある上質な
ものを求めて遠方から足を運ん
でくださるお客様や、滞在時間
の長いお客様も多く、ＳＣ全体
での計画を３割上回る売上げで
推移。駐車場も増設することに
なりました。
今後もお客様の声を取り入
れ、地域のイベントや祭りにも
積極的に参画し、豊かな町づく
りに寄与できるＳＣを目指し
ます。

12

県内初、
Ａ５ランク
「松阪牛」のほ
か、長野県産「信州牛」
「 信州地
養豚」、
佐久市の人気店「ちゃたま
や」
の
「浅間小町たまご」
「 軽井沢
工房」のハム・ソーセージ等、
上質
な品揃えが地元のお客様に支持
されています。
◦駐車場／駐輪場
◦建物 店舗

上田地区近郊の60軒の農家を一軒一軒まわって「アリオファーマー
ズ」
を結成し、地元の新鮮な旬の野菜、果物を年間を通じて販売してい
ます。

45

を強化。限られた売場面積で幅
広い品揃えを実現し、地域に多
い３世 代ファミリーが一緒に買
物に来て楽しめるように補完し
合っています。
「こまめな 声 かけや 接 客にも
力を入れて買上げ点数を増や
し、接客率全社１位を獲得しま
した。サンキューレターなどの
きめこまやかなサービスで地域
の皆様の心をつかみ、旬の情報
発信や売場づくりで飽きられな
い工 夫 を し てい ま す 」と イ ト ー
ヨーカドー店長。

アリオとしては全国で 11 店舗目（長野県内で初出店）

9

アリオファーマーズ

5

精肉売場
長野県上田市天神三丁目５番１号
62,658㎡／20,800㎡
アリオモール約 13,500㎡
イトーヨーカドー約 9,600㎡
1,414 台／940 台
1F・2F、駐車場
◦所在地
◦敷地／店舗面積
◦売場面積

13

60

◦アリオ上田の概要

5

新潟、富山、石川県等の各漁港
より新鮮な魚を直送。新鮮な素
材を使ったお魚屋さんの手づくり
の煮魚、焼魚や、店内専用機械
で加工する
「自家製干物」
も人気
です。

エスカレーター回りの吹き抜けを２カ
所設置し、毎週末キャラクターショー
などを企画。
「行けば楽しい店づくり」
を行っています。

66 33

ロフトなど大きなスペース
を確保した専門店は、
いず
れも計画比２～３割増と
好調。

な魚を直送。近海魚に馴染みの
ないお客様に食べ方提案を行い
ながら、食卓をサポートしてい
ます。
精肉でも、県内初のＡ５ラン
ク「松阪牛」を取り扱うなど高級
感のある品揃えで好調。惣菜は
町おこしの一環 として、ご当 地
グルメ「美味（おい）だれ焼き鳥」
を商品化し、全店に拡販するほ
どの大ヒットを記録しています。
衣料 品は、ヤングカジュアル
が強い専門店との棲み分けを図
り、エレガンスなラインナップ
町おこしと一体となって取り組んだ信州上田のご当地グルメ
「美味
（おい）
だ
れ焼き鳥」
が大人気で1日4,300 本を売ったことも。７月からは全国のイトー
ヨーカドーに拡販され、マスコミ取材も相次いでいます。

首都圏を中心に展開してきた既存のアリオに比べ
店舗面積、テナント数とも少ないながら
足を運びたくなる仕掛けや上質感のある品揃えで
広域からの集客を実現しています。
開店セールの初日で１３０匹以上の
子犬を販売したペッ
トの
〈ワンラブ〉
。

19

惣菜売場「美味
（おい）
だれ焼き鳥」

17

信州を中心に約 200アイテムのお土産品をずらりと取り揃えた
「道の
駅」
コーナーは、観光客だけでなく地元のお客様にも大好評。レストス
ペースも用意しています。
「GALLORIA
〈ギャローリア〉
「
」Kent」
な
どのＰＢショップでは、
接客販売に力を
入れて顧客づくりを行っています。

10

アリオ上田の駅

4

接客販売

21

3

（フォー・トゥエンティフォー）

」市ヶ谷店オープン

ヘルシーでおいしい本場ベトナムのフォーが都心にやってきた！

「PHO
月 日、
セブン＆アイ・フードシステムズが、
ベトナム料理レストラン
「PHO 」を東京都
新宿区市ヶ谷にオープン。今後、新たなビジネスとして展開する計画です。

人気のベトナム料理が手軽に楽しめる店

カ 国・ 地 域 で レ ス ト ラ ン 事 業 を 展 開 す る
「Pho
Corporation（※」
）とのライセ
ンス仮契約に基づいてオープンしたもの。今
後、さまざまな立地でテストを進め、チェー
ン展開を本格化していく計画です。

本場ベトナムの専門家も太鼓判

ズがこれまで培ったノウハウを投入し、ベト
ナムの味を追求しながら日本のお客様の味覚
とニーズに合わせたメニューを実現。フォー、
サイドメニュー、デザートをバランスよくお
楽しみいただけるランチセットメニューもご
用意しています。どの料理の味もベトナム本
社のメンバーが「おいしい」と太鼓判を押す
本格的な仕上がりです。
これまで国内のベトナム料理店は高級志向
が中心でしたが、
「PHO 」が目指している
のは気軽にご利用いただける価格とカジュア
ルな雰囲気。また、キッチンの設計などには
セブン＆アイ・フードシステムズの独自ノウ
ハウを注ぎ、少人数でスピーディーに料理を
提供できるようにして、忙しいお客様にも便
利にご利用いただけ、かつ店舗運営の効率化
も高める工夫を行っています。ぜひ一度、本
格的なベトナムの味をお試しください。
※Pho
Corporation ● ベトナム国内最大手の飲
食業グループ「Nam An Group」
の麺レストランチェーン 。
【店舗数】ベトナム国内： 店舗（FC含む）
、インドネシア 、
香港 、マカオ 、フィリピン 、カンボジア 、日本：計 店舗

㈱
 セブン＆アイ・ホールディン
グス取締役就任（26日付）

同店のメイン・メニューは 、牛肉 、鶏肉 、
野菜の 種類のフォー（ベトナムの麺料理）
。
パクチーやミント 、ライム 、唐辛子 、モヤシ
は別皿で提供し、お客様のお好みに合わせて
トッピングでき、
「パクチーはちょっと苦手」
というお客様にも、フォーを堪能していただ
けます。また、 種類の生春巻や青パパイヤ
と蒸し鶏のサラダなど、サイドメニューも多
彩。ベトナム特有のデザート「チェー」やジ
ャックフルーツのジュースなども揃い、ベト
ナム料理を満喫できます。
これらに加え、ベトナムの「PHO 」では
扱っていない日本独自のメニューとして、バ
インミーという米粉を使ったパンに具材をた
っぷりはさんだベトナム式サンドイッチを提
供するなど、セブン＆アイ・フードシステム

大久保恒夫

㈱
 セブン＆アイ・フードシステ
ムズ 代表取締役社長就任（18
日付）

「いらっしゃいませ シンチャオ！」。市ヶ谷
店の扉を開けると、スタッフたちの元気なあ
いさつに迎えられます。「PHO 」のイメー
ジカラー、グリーンを効果的に配し、さわや
かな雰囲気の店内にはカウンター席を含め約
席あり、数人のグループでも、一人でも利
用しやすい雰囲気。日本人にも親しみやすい
味でヘルシーなベトナム料理が、都内で手軽
に楽しめるとあって、好評です。
「PHO 」市ヶ谷店は、セブン＆アイ・フ
ードシステムズが、ベトナムおよびアジア

セブン＆アイ・フードシステムズ
代表取締役社長

11年5月

お客様のニーズにこまやかに対応していきま
す。基本の徹底とこうした取り組みを総合す
ることで、他のレストランを通り越してでも
私たちの店に来ていただける「ファン」を 、
一人でも多く増やせるよう努めていきます。

㈱
 成城石井 代表取締役社長
就任（2010年8月退任）

24

魅力ある業態開発、
味と接客サービスの向上に
意欲的に挑戦していきます

24

1

「基本の徹底」こそが成長の基盤

こまやかなニーズ対応を追求

07年 1月

20

㈱
 リテイルサイエンス設立、代
表取締役社長に就任（2011年
3月退任）

24

24

が、社員一人ひとりに基本の徹底が浸透し、
自主的に実行できるようになった企業は、必
ず優れた成果を上げてきました。明るく元気
なあいさつでお客様をお迎えし、お客様の立
場に立っておもてなしをすることが企業文化
となるよう、基本の徹底の浸透に全力を注い
でいきます。

2

また、デニーズの主力商品であるハンバー
グの魅力をよりいっそう高めるため、具材の
品質にこだわった商品の提供に挑戦します。
さらに、原材料の調達や販売促進などの面で
グループシナジーを活かし、ストアロイヤル
ティの向上に注力します。それとともに、徹
底した個店対応による地域ニーズへの対応や
時間帯別のメニュー対応により磨きをかけ、

24

㈱イトーヨーカ堂 入社

90年9月

51

79年3月

24

3

7

30

「おいしいものを気持ちよく食べたい」とい
う外食へのニーズは、いつの時代も変わらず
にあります。ただし、昨今はお客様のニーズ
は激しく変化しています。こうした変化に対
応し、今回の「PHO 」のようにお客様に魅
力を感じていただける業態開発に積極的に取
り組んでいきたいと考えています。変化への
対応を進めることで、フードサービス事業は
長期的な成長力を生み出せると確信していま
す。
その成長の基盤として、私が最も重視して
いる点は、基本の徹底です。「あいさつ、接客」
「クリンリネス」
「おいしさの追求」を最優先
課題として徹底していきます。私はこれまで
いくつかの流通業の改革に携わってきました

● 略歴

6

上：牛肉のPHO（フォー） ￥730
下右：海老とアボガドのバインミー ￥490
下左：海老と鶏肉の生春巻き 1本￥200
2本￥390

14
15

24

24
24

● 座右の銘 着眼大局、着手小局
おいしさと笑顔の接客で、おもてなしします。

新社長インタビュー

そごう・西武オリジナルタオル
の原料糸。
最終の検品、
検針まで、
すべ
て自社工場で実施。同時に
二方向から検針できる最新
の検針機を導入しています。

こだわりの

社（そうしゃ）
川の上質な軟水で
加工され、心地よい風合いが
自慢の今治タオル。日本一の産地と
して隆盛を誇りましたが、 年代の
バブル崩壊後、安価な中国産の台頭
で価格破壊の波に呑み込まれました。
そこで2006年、地域と国が一
体となって推進する「JAPANブ
ランド育成支援事業」に参画。「今治
タオル」のブランド化がスタートし
ました。厳しい品質基準をクリアし
た今治タオルは、良質な国産にこだ
わるお客様から見直され、再び支持
を集め始めています。
その中にあって正岡タオル㈱は、
厳しい時代にも外国産との価格競争
に走らず 、ひたすら「納得いただけ
る品質」を追求してきたメーカーで
す。一番の特徴は、誰でも一度は耳

蒼

産地を
訪ねて

90

にしたことがあるラグジュアリーホ
テルで使用するタオル製造を手がけ
ているところにあります。
「糸にこだわり、品質に徹底的にこ
だわりました」と正岡タオル社長の
正岡裕志さんは胸をはります。
「通常、外資系ホテルのタオルは
番手の太い糸を使っていたのですが、
より細い 番手の糸でつくったとこ
ろ、今までにない柔らかさとボリュ
ーム感が生まれました。それが六本
木のラグジュアリーホテルに採用さ
れ、他のホテルからの注文につなが
ったのです」
そごう・西武オリジナルタオルは、
これと同じ番手の糸、同じ行程でつ
くることでクオリティにこだわりま
した。
「あらかじめ糸に『ガス焼き』とい
う加工を施し、毛玉やケバが目立た
ず、風合いを高める工夫もしていま
す。タオルは、納めてしまえば終わ
りではなく、繰り返し洗濯してもご
不満なく使っていただけて、初めて
信頼につながるのです」
正岡さんのまなざしの先にあるの
は、お客様が満足するタオルをつく
ることだけ。究極のタオルを追い求
める情熱が、そごう・西武のタオル
に注がれています。

10

16
17

徹底的に
こだわった糸から
究極のタオルが
生まれた
14

今治市内にある「テクスポート
今治」
は、
タオル産業の振興施設。
展示場やタオルショップをはじ
め、今治の繊維産業の歴史が学
べるコーナーもあります。
瀬戸内海に面した今治は、造船
業も盛ん。広島県尾道市との
間にかかる「瀬戸内しまなみ海
道」
の四国側の基点です。
正岡タオルの3 代目である正岡裕
志さん。
「1年間使っても柔らかさ
が変わらないタオルをつくるため
に、糸や精練にこだわりぬきます」
そごう・西武オリジナルタオルには、カリフォルニア
のサンホーキンバレー産の綿花からつくる14 番手の
糸を使用。フェイスタオル、バスタオルと、より身体を
拭きやすいスモールバスタオルの3 種類。

バスタオル
4,000円
スモールバスタオル 2,000円
フェイスタオル
1,200円

正岡タオルの工場は、外国の有名ブランドのタオルを生産するにあたり、厳しい審査を受けてそれをクリア。世界に認められた工場です。

インテリア雑貨部
タオル担当バイヤーより

そごう・西武

―オリジナル今治タオル ―

大きなタオル地が次々に織り上がっていきます。織機
はイタリア製。機械はコンピューターで制御され、広
い工場内で働くのは14人ほど。
ホテルのタオルを生産する長
沢工場は、緑に囲まれた美し
い環境にあります。

このタオルは、世界でもトップクラ
スのラグジュアリーホテルで使用
されているものと同品質です。今
治の厳しい品質基準をクリアした
中でも、最上級のタオルの風合い
をぜひ日常でお楽しみください。

NEWS & TOPICS
各社から最新ニュースをお届けします。

セブン銀行

セブン＆アイ・フードシステムズ

「ボノロン
キャッシュカード」で
子どもに絵本を

東日本大震災復興支援として
「募金付きメニュー」を販売
デニーズでは東日本大震災への募金活動として、

セブン銀行が協賛している読み聞かせ絵本「ボノ

「募金付きメニュー」
を販売。第 1 回は、4月15日～ 5

イトーヨーカドー

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

東日本大震災仮設住宅へ物品提供

より便利で安心な「生活インフラ」構築へ
NTT 東日本と協業

イトーヨーカドーでは、特定非営利活動法人ワールド
ビジョン・ジャパンとの協働で、岩手県、宮城県における

セブン＆アイHLDGS. とNTT 東日本は、店舗と光ブ

約 6,000 世帯の仮設住宅へ、生活用品や衣料品など

ロードバンドサービスなど両社の資源を活用し、より多く

ロン」のキャラクターをあしらったキャッシュカードが

月15日、第 2 回は５月２４日～ 6月２０日、第３回は６月

の物品の提供を開始しました。現地からのご要望に合

のお客様に便利さと安心を提供するために、
「生活イン

誕生しました。2012 年３月までに発行した枚数に応

２１日～７月２０日に実施しました。これは、お客様から該

わせ、
「一世帯に必要なもの」
「お一人様に必要なもの」

フラ」
の構築に取り組んでいきます。

じ、一枚につき１００円をセブン銀行より拠出。４月以

当のメニューをご注文いただくと、
１食につき２０円をデ

「男性用、女性用、お子様用」
など細かな分類を行い、

降に子どもたちが利用する施設等に、特別編集絵本

ニーズより義援金として募金するもの。第１回〜第 3 回

「ボノロン」
を寄贈します。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

取り組み内容は、セブン-イレブンを中心としたセブ

被災された方々に提供します。

ン＆アイグループ店舗内に、
「フレッツ光」
を利用した
「フ

の募金総額 376 万 9,420 円は、日本赤十字を通して

今後も、地域社会の一員として、
また、生活インフラ

レッツ・スポッ
ト」
を提供し、インターネッ
トがご利用できる

被災地にお届けしました。募金付きメニューは今後も引

の一部を担う小売業の使命として、
さまざまな支援や活

ようになります。同時にスマートフォン等のWi-Fi 対応端

き続き実施していきます。

動を行っていきます。

末で、グループのオリジナルサービスをご利用できる
「７

セブン銀行

開始し、順次拡大します。

SPOT」
も新設します。10月頃から東京エリアで展開を

nanaco ポイントで
「セブン-イレブン記念財団」へ
インターネットで募金が可能に

また、セブン-イレブンの店舗に、NTT 東日本の非常

被災地で移動型ATMサービスを開始

用電話機
（特設公衆電話）
を設置。震災等の発生時に

6月1日より、
インターネッ
ト上でnanacoポイントによる

5月21日より、セブン銀行では、東日本大震災の被

は、無料で安否確認などの緊急連絡にご利用いただけ

「セブン-イレブン記念財団」への募金が可能になりま

災地の生活支援として、移動型 ATMサービスを開始し

ます。「フレッツ・スポッ
ト」の無料開放と併せ、非常時

した。これにより、従来のセブン-イレブン店頭での受け

ました。セブン-イレブン

の
「情報ステーション」
としての役割を果たしていきます。

付けに加えて、パソコン、携帯電話、スマートフォンから

の移動販売車との連携

１０月より東京 23 区内から開始、順次拡大します。

いつでも募金ができます。

第 3 回の募金付きメニュー
「参鶏湯のごはんセット」。

1ポイント1 円として、50ポイント、100ポイント、500

イトーヨーカドー

ポイント、1,000ポイント単位で募金ができ、お預かりし
たポイントは環境市民活動に活用されます。

店舗

全国の店舗で「朝市」
「夕市」を開催
６月２９日より９月末日まで、
イトーヨーカドーでは、
タイ

情報

ムセールの
「朝市」
「夕市」
を開催します。これは、節電に
伴う生活時間帯の変化に対応するための取り組みです。

5 月 27日（金）ヨークベニマル保原店
◦福島県伊達市保原町油谷地 3 番地 3 ◦店舗面積／1,730㎡

「朝市」
は、主に精肉・鮮魚の生鮮品やフルーツ、おや

6 月 23日（木）デニーズ上池台店

つなどを提供。
「夕市」
は、簡単便利な夕食メニューの提

◦東京都大田区上池台 3-14-2 ◦座席数／80 席

案やできたて惣菜を提供します。

6 月 24日（金）ヨークベニマル白河横町店
◦福島県白河市横町 98 番地 1 ◦店舗面積／2,040㎡

7 月 1日（金）PHO24

で、宮城県塩釜市、石

さらに、東日本大震災で被災された方の支援策の一

巻市、南三陸町、気仙

環として、仮設住宅において、光ｉ
フレームを利用した買

沼市などでサービスを実

物支援サービスを展開し、セブンネッ
トショッピングやイ

施しています。

トーヨーカドーのネッ
トスーパー、セブンミールのサービス
などを提供していきます。第１弾として、
７月に宮城県山

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

元町の仮説住宅でスタートしています。

「東日本大震災義援金」3 回目の寄贈
約 3 億 4,231 万円を被災地にお届け

移動販売を各地で拡大

グループ各店舗に寄せられた義援金 3 億 4,231万
9,590 円
（5月1日～5月31日分）
、
を、6月16日、被災さ

セブン-イレブンでは、
過疎化や買物

れた各県と長野県栄村へ寄贈しました。1回目、2 回目と

拠点の減少などで日常のお買物に不

の義援金合計は、
36億 9,381万6,482円となりました。

便や困難を感じているお客様に向けた

また、世界 11カ国のセブン-イレブンの義援金も合計

市ヶ谷店（P14に詳細）

セブン-イレブン

「買物支援」
として、
移動販売を本格的に開始しました。

約 4 億 2,551万円となり、各国の赤十字などを通して寄

◦東京都新宿区市谷田町 2-2-5 ◦座席数／ 30 席

５月１８日より、茨城県で移動販売
「セブンあんしんお届

付されました。

7 月 8日（金）ヨークベニマル友部東平店
◦茨城県笠間市東平 3 丁目1 番 45 号◦店舗面積／1,988㎡

7 月 27日（水）ヨークマート六浦店

できたての提供、試食など、売り込みの声出しで活気を
演出。イベント感を盛りあげます。

◦神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目20番5号◦店舗面積／1,855㎡

19

け便」
をスタート。また、
７月２１日には、熊本県でもＪＡあし
きたとの提携によって、西日本初の移動販売をスタート。

宮城県

9,410 万 6,530 円

千葉県

1,000 万円

岩手県

9,410 万 6,530 円

青森県

1,000 万円

福島県

9,410 万 6,530 円

栃木県

1,000 万円

生活雑貨など約 150アイテムを揃え、周辺の集落セン

茨城県

1,000 万円

長野県栄村

2,000 万円

ターなどを巡回し、多くのお客様に喜ばれています。

独自に開発した専用車両に、おにぎり、弁当、パン、

18

2012 年 2 月期 第 1 四半期決算

99.1％
百貨店

2,217億円

99.2％

2,095億円

94.5％
フードサービス

205億円

88.5％

182億円

89.1％
金融関連

277億円

99.0％

301億円

108.7％

79億円

96.9％

115億円

145.3％
消去または全社

△76億円

−

△121億円

−
営業利益

524億円

89.4％

682億円

130.1％

405億円

90.3％

448億円

110.6％

45億円

84.8％

144億円

318.8％

1億円

17.1％

12億円

880.9％
百貨店

△0億円

−

△0億円

−
金融関連

75億円

98.2％

74億円

97.8％
その他

△2億円

−

6億円

−
消去または全社

△1億円

−

△4億円

−
経常利益

526億円

90.0％

682億円

129.5％
四半期純利益

242億円

102.5％

131億円

53.9％

◉ スーパーストア事業

スーパーストア

前年同期比
前年同期比

主要事業セグメント別概況

コンビニエンスストア

US$1=82.31円
1元
=13.29円

2012年2月期連結業績予想

営業収益

4兆6,000億円

89.8％

4兆6,800億円

91.4％

＋800億円
営業利益

2,480億円

101.9％

2,740億円

112.6％

＋260億円
経常利益

2,453億円

101.0％

2,700億円

111.2％

＋247億円
875億円

78.2％

1,050億円

93.8％

＋175億円

当社グループでは東北地方の店舗を中心
に東日本大震災の被害を受けましたが、小
売業としての社会的使命を果たすため、一
日も早い店舗の営業再開と安定した商品供
給の継続に向けて、グループ一丸となった
取り組みを進めました。この結果、震災後
のグループ各社の売上げ等が当初の見込み
を上回って回復したことから、左記のとお
り通期の連結業績予想を修正いたしました。

修正額

=12.52円

US$1=90.69円
1元

為替レート

7月7日発表予想

更し、新規顧客の獲得と既存カード会員様
の満足度の向上に注力しました。既存店売
上高伸び率は、 月以降に急回復したもの
の、震災の影響による営業時間の短縮によ
り前年割れとなりました。

＊ 1. セ
 ブン―イレブン・インク
（SEI）においてフランチャイズ契約に係る営業収益の計上を総額方
式から純額方式に変更しております。従来の計上方法に比べると連結営業収益で 5,450 億円減
の影響がありますが、営業利益、経常利益、当期純利益への影響はありません。
＊ 2. 当期純利益には震災に係る災害損失として 260 億円の特別損失を見込んでおりましたが、230
億円に修正しております。

◉ フードサービス事業
レストラン事業部門においては、既存店
舗の活性化に向けた主力アイテムのメニュ
ー強化を実施しましたが、震災にともなう
営業時間短縮などの影響を受け、既存店売
上高伸び率は前年を下回りました。
◉ 金融関連事業
セブン銀行では、ATMの設置台数が前
期末比197台増の 万5553台となり
ました。一方、当第 四半期における 日
台当たり平均利用件数は、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、111・ 件（前年同
期差 ・ 件減）となりました。
セブン・カードサービスでは、電子マネ
ー「nanaco（ナナコ）
」
の発行総件数が前
期末比約 万件増の約1330万件となり
ました。また、 月には、百貨店事業にかか
る提携カード事業のサービス強化を目的に
㈱セブンCSカードサービスを連結子会社
としました。

1

4,899億円

その他

2012年2月期第1四半期
2011年2月期第1四半期

◉ コンビニエンスストア事業

＋800億円

当期純利益＊2

94.6％

イトーヨーカドーでは、機能性肌着など
のオリジナル商品の開発・販売に注力する
とともに、メディアを活用して商品価値を
訴求するプロモーションを強化しました。
食品を中心とした頻度品においては、グル
ープの調達力を活かして安定的な商品供給
を図るほか、被災地を応援するキャンペー
ンも実施しました。既存店売上高伸び率は、
大型セールの抑制などで前年割れとなりま
したが、値下げロスの低減などにより、収
益性は改善しました。
食品スーパーでは、ヨークベニマルが震
災により甚大な被害を受けましたが、懸命
の復旧作業によって 月末にはほぼ全店舗
での通常営業が可能となりました。お取引
先様にご協力いただくとともに、グループ
各社との連携に努め、商品の安定供給に注
力しました。

102.1％

9

4,941億円

◉ 百貨店事業

5兆2,250億円

1 1

スーパーストア

そごう・西武では、最大の基幹店舗であ
る西武池袋本店の店舗改装の効果を最大化
すると同時に、成功事例を他の基幹店舗へ
波及させる取り組みを推進しました。また、
月にはポイントシステムなどを含むメン
バーズ制度をより利便性の高い仕組みに変

100.5％

4

●連結業績
（2011 年 3月1日〜 2011 年 5月31日）

国内では、セブン イレブン・ジャパンが
高齢者や働く女性の増加といった社会変化
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」を中心とした品揃えの
強化に注力しました。震災直後は、東北お
よび関東地方における一部店舗の営業休止
や、専用工場や配送センターからの商品供
給が停止するなどの影響を受けましたが、
全社一丸となった復旧活動の結果、 月上
旬にはほぼ通常の営業が可能となりました。
さらに、被災地に向けた商品供給を優先的
に行うとともに、被災地以外でも自粛ムー
ドを払拭することを目的としたさまざまな
キャンペーンを積極的に展開しました。こ
れらの結果、既存店売上高伸び率は、前年
を大幅に上回って推移しました。
北米では、セブン イレブン・インクがフ
ァストフード商品や、プライベートブラン
ド商品の開発および販売に注力したことに
加え、タバコの売上げが伸長したことによ
り、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。

5兆1,450億円

4

77.9％

営業収益

20
21

SEI修正前の
営業収益＊1

（ご参考）

90.1％

3,751億円

4

前期比

9

フードサービス

4

前期比

45

1兆1,223億円
108.8％

-

4月7日発表予想

2

100.3％

4,814億円

-

● 2012 年 2月期連結業績予想
（2011 年 3月1日〜 2012 年 2月29日）

1

1兆2,458億円
コンビニエンスストア

4

グループ一丸となった震災対応を実践

