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はじめに 
政府は郊外への出店を規制する方針を打ち出している。郊外の大型店増加で弾



みがついた中心市街地の衰退に歯止めをかけるのが狙いである。地方都市におけ

る高齢化や人口流出といった問題も背景にあり、規制強化だけで中心市街地に人

を呼び寄せることができるかどうかは不透明である。 
 

１ 商業環境の変化 
(1)大型店の郊外出店規制 
中心市街地を支えてきた個人経営の店舗が減っている。経済産業省によると、

売場面積50㎡未満の小売店は1994年の82万店から、2004年には58万店店ま

で減少。全小売店に占める比率も55%から47%に低下した。 
 一方、ショッピングモールなどの大型商業施設は郊外を中心に増え続けている。

都道府県に届出が必要な 1,000 ㎡以上の店舗は 2004 年に 17,000 店と、94 年に

比べて5割強増えた。全小売店の平均売場面積も10年間で4割強広くなった。 
政府・与党は中心市街地にてこ入れを狙って、98 年にまちづくり 3 法(改正都

市計画法、大規模模小売店舗立地法、中心市街地活性化法)を定めたが、期待した

ほどの効果を上げられず、郊外店の規制強化を求める意見が強まった。通常国会

に提出されるまちづくり 3 法の改正案では、2007 年にも延べ床面積 1 万㎡超の

小売店を建てられる地域が中心部の商業地域に限定される。 
今回の法改正はついても効果を疑問視する声が出ている。「地方都市の中心市街

地衰退の主要因は魅力ある店舗作りをしてこなかった商店街や自治体の努力不足

にある。郊外店の規制に頼るのではなく、地方自らが企画力を高めることが重要」

と指摘する。 
(2) 2007年中に施行予定の郊外出店規制 

大型店の郊外立地規制は法律成立から約 1 年半の経過措置を設けて、2007 中

にも施行する。衰退する地方都市中心部の活性化を目指す。まちづくり3法のな

かの都市計画法見直しでは延べ床面積1万㎡超の大型店の新規出店を中心部に近

い 3 地域に限定。これ以外の地域に出店するには、市町村が都市計画を見直し、

地域割りを変えるように改める。ただ事業者でも計画変更の提案をできるように

する。 
国交省は、出店の可否を事業者の申し出から1年以内に判断することと、都市計

画を審議する市町村の審議会に消費者代表の委員を入れるよう地方自治体に求め

る。流通業界からの「都市計画変更に時間がかかる」との批判に対応する狙いで

ある。 
(3)まちづくり3法改正案の主内容 

①中心市街地活性化法 



・ 首相を本部長とする中心市街地活性化本部を新設 
・ 市街地整備を行う非営利法人も支援の対象に 
・ 中心部のマンション建設の一部を補助 
・ 中心部の空き店舗に大型店が出店する際には法律手続緩和 
②都市計画法 
・ 床面積 1 万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場などが出店

できる地域を近隣商業・商業・準工業の3地域に限定 
・ 都市計画区域の非線引き白地(規制の空白地域)では原則立地禁止 
・ 市街化調整区域で大規模開発を認める例外規定を廃止。病院、福祉施設、学

校も開発許可の対象に 
・ 農地への大型店立地を制限するために準都市計画区域の要件緩和 
(4)求められる中心部の環境整備と税制上の優遇措置 
「シャッター通り」化が進む危機感はわかるが、商店街再生決め手にはそれだけ

では不十分である。 
しかし、政府・与党では地方都市の市街地活性化を目指す「まちづくり3法」

の改正案を今期通常国会に提出する方針が決った。 
延べ床面積1万㎡超の大型店舗を対象に、立地可能な場所を、都市計画法で定

める商業地域や近隣商業地域などに限定する。事実上、郊外地区への出店を規制

する内容である。 
地方都市では、大型店の郊外進出で、商店街が空洞化しつつある。少子高齢化

の進展で衰退は一層加速しかねない。この焦りが法改正の背景にある。 
しかし、今回の動きに対し、流通業界などから反発の声も出ている。大型店の

郊外立地は、消費者二―ズに沿った動きである。自動車で気軽に出かけ、にぎや

かな雰囲気で買い物ができる。さらに出店で地域の雇用確保にも貢献している。 
郊外から締め出されたからといって、大型店が中心部に回帰する保証はない。

大型店が立地先に郊外を選ぶようになったのは、1974年の旧大規模小売店舗法の

施行がきっかけであった。商店街の強硬な反対で市街地への立地が困難になり、

反発の少ない郊外に目を付けた。地方では車を持つ家庭が増え、広い駐車場を確

保できる点も利点だった。 
この間、魅力アップを図る商店街の自助努力の不足もあって、衰退が進んでい

った。中心部の空洞化は商店街にも責任がある、との指摘は絶えない。 
衰える中心部を再建しようと、経済産業省と国土交通省は、7 年前に「コンパ

クトシティー」構想を打ち出した。 
無秩序に街が拡散すれば、インフラ整備などに費用がかかる。主要な行政施設



や店舗を中心部に集め、歩いて行ける街を作るのが、これからの時代にふさわし

い、という考え方である。しかし、空洞化に関しては、病院や市町村役場、図書

館、美術館などの移転の方が、より決定的な役割を果たしたとされる。地方自治

体は、公的な施設を率先して元に戻すのが先決であろう。 
中心部に市立図書館を開館し、若者向け店舗を誘致するなどして、にぎわいを

取り戻した青森市のような例もある。大型店の回帰を求めるならば、中心部の区

画整理を進め、駐車場を用意するなど、環境の整備が欠かせない。 
 
２ 地方における大型店駆け込み申請 
 大型店の郊外立地規制は 2007 中にも施行される可能性が高い。そこで地方に

おいての大型店駆け込み申請が急増している。現在、郊外において多くのショッ

ピングセンターやスーパーセンターの大規模小売店舗届出書が提出されるに至っ

ている。 
 なかでも 近、有力小売業(チェーンストア)が取り組んでいる業態開発の中で

注目されているのがスーパーセンター(SuC: Super center)である。このスーパー

センターは地方の比較的小さい商圏でも成立が可能であり、総合品ぞろえスーパ

ー（ＧＭＳ）やスーパーマーケット（ＳＭ）、ホームセンター（ＨＣ）を展開して

いる企業が、このスーパーセンターといわれる店舗開発を積極的に行っている。

近の大型店の多くがスーパーセンターに集中しているといっても過言ではない。 
(1) スーパーセンター(SuC: Super center)業態とは 
スーパーセンターは、大型のスーパーマーケットにディスカウントストア(DS)

を加えたような店舗で、もともとはアメリカのウォルマートの店舗だけを指す固

有名詞だった。1988 年にワシントン州に第 1 号店をオープンして以来、今日ま

で約1,400店舗を世界的に展開している。DSとして出発したウォルマートだが、

売上高で 30 兆円近くまで成長し、世界一の小売業となったのは、このスーパー

センターの業態開発によるところが大きい。 
ウォルマートのスーパーセンターは、衣・食・住に及ぶ全 36 部門の商品ライ

ンをそろえ、家庭で消費、使用される商品のワンストップショッピングをねらっ

た店舗である。また、同社の売場面積は、約1 万㎡～2 万㎡というのが特徴であ

る。 
  スーパーセンターの開発の背景として、かつてハイパーマーケットという業態

があった。このハイパーマーケットはヨーロッパで開発された業態である。 
売場面積が1万㎡を超える大型店で、食品の売場面積は30%～50%あり、粗利

益率も10%台で、品ぞろえのフルラィン化、低価格販売を特徴としていた。しか



し、この業態の店舗がアメリカに進出したものの、約1万6,500㎡(5,000坪)～1
万9,800㎡(6.000坪)と、あまりにも店舗が巨大すぎたために定着することがなか

った。そこで、その反省に立ち、ウォルマートが買物客の歩行の限界を超えない

程度の広さとして1万㎡前後の広さの店舗を開発したのである。それが今日のス

ーパーセンターの原型である。 
日本でも注目され、有力チューンストア各社がこのスーパーセンターの形態で

新店舗を出店するようになっている。このスーパーセンターを業態定義するのは

むずかしい。なぜならば、アメリカではウォルマートのスーパーセンターを指す

ことで、その定義を大まかに伝えることができるが、日本ではこの業態は小売業

各社の定義自体がバラバラで、一様には語れないためである。その中で、あえて

定義づけすると、次のようになる。 
①ワンフロアで、売場面積が1万㎡以上であること。 
②衣・食・住のフルラインの日常型品揃えであること。価格政策において競争店

の優位に立つこと。低価格販売を実現していること。 
③全部門の売場が直営であること。レジが一カ所に集中していること。 
④ローコストオペレーションを実現していること。売上高販売管理費比率が17%
以下であること。 
⑤5万人の小商圏で立地すること。 
①から③までの条件は比較的クリアできることだが、④の売上高販売管理費比率

が17%以下であることと、⑤の5万人の小商圏であることは、今日の日本の小売

業界にあってはハードルが高いといわざるを得ない。 
販売管理費とは、給与や広告宣伝費、福利厚生費、光熱費などの店舗運営に関

わる経費全般のことを指す。この販売管理費は、総売上高から商品の仕入額(売上

原価)を引いた売上総利益(粗利益)から支払われることになる。販売管理費の売上

高比率を売上高販売管理費比率という。これが17%以下ということは、その原資

となる売上総利益(粗利益)の売上高に占める率は 20%前後でよいということにな

る。換言すると、ローコストオペレーシヨン(販売管理費が低い)を実現すること

は、低価格販売(粗利益率が低い)を行うことができるということになる。 
しかし、問題は、この売上高販売管理費比率が、多くの小売業で20%以上、小

売業によっては30%近くまで高いケースがある。販売管理費比率が30%近いとい

うことは、目標粗利益率も30%台に設定しなければならず、スーパーセンターの

価格政策の象徴でもある EDLP(エブリディローブライス)の実現がむずかしくな

る。また、5 万人前後の小商圏も、日本の場合は、アメリカと違って商圏が周囲

と隔絶したところがほとんど存在しない。また、首都圏近郊で立地しようとして



も、価格政策においてはカテゴリーキラーなどの存在があり、競争関係が激しい

ことが予想される。日本での同業態はまだ黎明期を迎えたばかりといえる。 
同業態は地価が安い米国の田舎で発達した非食品中心の総合ディスカウントス

トア（ＤＳ）と食品スーパーが融合した店舗である。通常は１階建てで1万2,000
㎡から 2 万㎡もの広大な売り場面積を持っている。1 カ所ですべての買い物がで

きるワンストップショッピングのニーズに対応する点も特徴である。 
 ウォルマート・ストアーズが 1988 年に同業態の 1 号店を出店した。現在では

米国で約 1,260 店を展開しており、いずれも 24 時間営業している。全米ではウ

ォルマート、ターゲット、Ｋマート、マイヤー、フレッド・メイヤーの大手5社

を中心に、スーパーセンターの店舗数は約1,750にも及び、この広がりは、同業

態の成功を物語っている。 
 エーシーニールセンの「Ｒａｔａｉｌ Ｏｕｔｌｏｏｋ 2003」によれば、全

米の世帯の63％で、家族のうちの誰かが2002年中にウォルマートまたはターゲ

ット、Ｋマートのスーパーセンターで買物をしているという。同調査で昨年は

60％、1999年は52％という数字からみても同業態を利用する人が増加している

ことがわかる。 
 独自の店舗フォーマットの発達、積極的な価格追求、データに基づくエスニッ

ク・マーケティング（ethnic Marketing=人種へのマーケティング活動）、そして

商品開発がこのチャネルに成長をもたらした。 
 今のところ、日本での代表的な事例としては地場の小売業、みった（福井県坂

井町）がある。同社はもともとプロパンガスの専門店として設立されたが、93年

から福井県でスーパーセンターの展開を始め、現在 7 店舗。同社によると、「自

動車で 25 分の距離に人口 5 万人」が出店の基準となっている。米国と同様、日

本でも田舎で威力を発揮する業態といえそうだ。 
スーパーセンターはこれから先の日本の流通業界に大きなインパクトを与えよ

うとしている。現在、同業態は北陸、九州、東北といった地方を中心に出店が進

んでいる。一部の地域ではすでにスーパーセンター間で競合状態に入っていると

ころもある。 
今後のスーパーセンターの展開について、次のように予測することができる。 
・ イオングループによるスーパーセンターの展開 
・ 外資グループ（西友＆ウォルマート、テスコ等）による展開 
・ ホームセンター核企業の新業態としての展開 
・ 地元ＳＭ企業の新業態としての展開 
イオングループは、ウォルマート日本進出への対策として、ディスカウントス



トア事業、メガマートとＳＭ事業、マックスバリューをつなぎあわせることから

スタートした。本格的な業態開発と実験は奈良県のイオン天理スーパーセンター

から始まる。イオンはスーパーセンターの開発を加速するために、グループのホ

ームセンター・ホームワイド（九州）を九州ジャスコと合併させ、イオン九州と

して再出発することになった。また、ホームセンター・サンデーとの業務資本提

携による東北地区でのスーパーセンター事業開発を進める。 
 イオングループでは、グローバル10戦略の一翼として2005年度から出店を急

速に拡大し2010年までにグループで全国180店舗にするといわれている。 
(2) スーパーセンター業態への来店客の不満 
ワンフロア１万平方メートル超「どこに何が」、「広すぎて疲れる」（42歳女性）

「どこに何があるかわからない」（56歳男性）「また近所の食品スーパーを使うよ

うになった」（41 歳女性） いずれもＰＬＡＮＴ見附店の来店客の声である。日

本の通常のスーパーを使い慣れた消費者ほど、スーパーセンターの売り場に違和

感を覚えるようだ。 
 売り場はワンフロアだけで1万6,500㎡。店舗の端から端まで歩くと、ゆうに

15分はかかる。通常は売り場ごとに分散しているレジも集約しており、入り口付

近に 46 台がずらりと並ぶ。これらはすべて、建築コストや店舗の運営コストを

圧縮し、低価格販売を実現するための手法である。低コストと買い物のしやすさ

を両立するため、ＰＬＡＮＴ、ベイシアともに様々な工夫をこらしている。 
 陳列棚の高さを抑え、店全体を見渡せるようにした。ひとつ一つの陳列棚が島

のように独立しているため、来店客は縦、横どちらにも自由に動ける。食品だけ、

文房具だけ、肌着だけといった目的買いもしやすい。難点として客一人当たりの

買い上げ点数が上がりにくい。ベイシアのスーパーセンターでは平均で一人当た

り13.5品目となっており、ＰＬＡＮＴの15～16品目より少ない。 
 地方を中心にスーパーセンターが登場して 80 店程度になった。ベイシアグル

ープの 21 店を筆頭に、トライアルカンパニーの16 店、ニシムタの 11 店、ＰＬ

ＡＮＴの7店、イオングループの6店などが続く。米ウォルマートの傘下にある

西友も静岡県沼津市に１号店を開業している。 
(3) スーパーセンター業態事例 
①「イズミヤスーパーセンター堅田店」事例 
 平成17年11月1日に滋賀県内では始めてのスーパーセンターが国道161号線

沿いの琵琶湖大橋交差点に隣接した大津市今堅田にオープンした。 

①店舗施設概要 
新設日：平成17年11月1日 



建築面積：21,781㎡ 
延床面積：39,537㎡ 
店舗面積：13,300㎡ 
他施設面積：1,085㎡（飲食店舗725㎡、アミューズメント274㎡、サービス店

舗87㎡） 
駐車場：839台（内身障者用14台） 
駐輪場：350台 
②営業時間 

年中無休、朝10時～夜9時営業 

③営業品目 

食品全般、ヘルス＆ビューティ（化粧品等）、衣料品、日用品、ＤＩＹ（ホームセ

ンター商品）、園芸他  

④売上高予想 

年間70億円 

●「イズミヤスーパーセンター堅田店」商圏分析 

（財）滋賀県産業支援プラザに設置の商圏分析ソフト「マーケットアナライザー」

によるとドライブタイム15分圏内の人口は約85,000人、世帯数は28,361世帯と

分析される。ドライブタイム20分圏内で人口は約1613,000人、世帯数は54,849

世帯と分析される。 

 20分圏内の消費支出総額は2,141億3,899万円である。この20分圏内におい

て「イズミヤスーパーセンター堅田店」が取り扱わない部分、光熱・水道、交通・

通信、その他消費支出を除いた潜在的な商圏内の需要は1,214億1,529万円とな

る。（214,138,989－15,106,268－27,578,239－50,039,194＝121,415,288：単位

千円） 
 「イズミヤスーパーセンター堅田店」は20分圏内において年間70億円の売上

高の予想をしており、この20分圏内においてのマーケットシェア率は約5.8％と

考えられる。 

 ターゲット商圏は「マーケットアナライザー」で作成したマップからも理解で

きるように、地区として大津市、志賀町、草津市、栗東市、守山、野洲市、近江

八幡市、京都市が含まれ、広域である。 

●平成 18 年 3 月に実施した滋賀県堅田商工会からの「イズミヤスーパーセンタ

ー堅田店」出店後のヒアリング調査は以下の通りである。 
・ 「イズミヤスーパーセンター堅田店」は年間 70 億円の売上高目標達成

へ順調に推移している。 



・ 平成17年度末、地元商店街のイベント抽選会は前年の60％の引き替え

におわる。 

・ 年明け後の各個店への売上高影響は殆どない。 

・ 近接する平和堂堅田店への影響は少なかった。 

・ ホームセンター「アヤハディオ」の売上高が大幅に減少した。（イズミ

ヤ横のホームセンター「ミスタージョン」への来店客が増加、顧客の行

動パターンが変化した） 

・ 土日の来店客は多い。特に京都、西大津、志賀町など広域から集客して

いる。 

・ 「イズミヤスーパーセンター堅田店」へ出店しているのは「肉のげんさ

ん」だけである。他にも 2～3 の業者の出店希望があったが、テナント

出店条件のハードルが高く、断念した模様。 

・ 平成 18 年 2 月中旬のヒアリング時点では「イズミヤスーパーセンター

堅田店」は広域から顧客を集客しているが、地元商店街及び大型店舗へ

の影響は少ない模様である。 

②「ジャスコスーパーセンター天理店」事例 
［店舗施設概要］ 
新設日：平成14年10月22日 
敷地面積：51,200㎡ 
延床面積：23,777㎡ 
店舗面積：17,217㎡ 
イオン直営：13,271㎡ 
他小売業 ：専門店2,595㎡、飲食サービス1,351㎡ 
駐車場：約1,500台 
［営業時間］ 

年中無休、午前9時～午後11時（通年営業） 

［営業品目］ 

食品全般、ヘルス＆ビューティ（化粧品等）、衣料品、日用品、ＤＩＹ（ホームセ

ンター商品）、園芸他  

［商圏］ 

商圏人口：約12万5千人、約43,000世帯 

［売上高予定］ 

年間ＳＣ全体約75億円（うちジャスコ直営約55億円） 

［従業員数］ 



ＳＣ全体約650名（うちジャスコ約350名） 

 天理市東井戸堂町にイオングループが新業態「スーパーセンター」を西日本で

初めて導入した。田園風景にこつ然と姿を表した巨大な“次世代型”店舗は地域の

消費者に浸透するのか、関係者は注意深く見守っている。 
「ジャスコスーパーセンター天理店」は売り場が約13,000㎡。食料や衣料品に、

農工具のホームセンター機能も加え、十数万種類の多様な商品すべてを一階に配

置した。カートで買い物しレジを通り、そのまま品物を自動車まで運ぶ。1,500

台分の駐車場を確保し、朝9時から夜11時まで営業の年中無休。 

 店内は買い物客でにぎわった。香芝市上中から訪れた主婦（48）は「家族連れ

で来るときなどは便利で楽しい」。一方で天理市豊井町の男性（61）は「フロアが

広すぎ、目的を絞った買い物なら今までの店の方が便利」と話す。 

 イオンにとって、スーパーセンターは愛知県の弥富店（2000年9月にオープン

したイオンのマックスバリュスーパーセンター弥富店、愛知県弥富町は、食料品

から衣料品、自転車、家電製品までがワンフロアに集められている。天井の高さ

は6メートルもあり通路も広く、各商品の売り場は見通しやすい）に次ぐ2店目

で、天理店は面積が2倍近い。開店の会見で岡田元也社長が「従来型のスーパー

では今後立ち行かない」と語り、将来は4分の3がこの型式になるとの展望を示

したように、天理店は今後の業態変化の試金石となる可能性が大きい。オープン

時の店長は2000年の開店から 近まで担当、2年目から大幅な売上増を記録した

という。「天理も計画を上回っているが、お客様が仕組みに慣れ、利便性を理解す

るまで半年はかかる。真価が問われるのはこれから」と気を引き締める。 

 周辺の商店にとって、同ＳＣのスケールや目新しさは脅威だ。市内のあるスー

パーは「地方の小さなパイであんな店ができれば、売上が落ちるのは当たり前」

と神経をとがらせる。 

 既存業者も手をこまねいているだけではない。市内に2店舗を展開するチェー

ンストアオークワの本社（和歌山市）は「食料品に特化した店として、自社工場

による総菜など低価格で良品質のサービスをさらに充実させた。影響は出ている

が、開店前の予想より少ない」と手ごたえを示す。 

 「ホームセンターオージョイフル」の本社店舗開発部（大阪府豊中市）も「う

ちは予算や設計の相談にも乗れる、専門店の強みがある」と強調。影響を見極め

た上で、店舗の拡充などの戦略を練るという。 

 ＪＲ・近鉄天理駅から天理教教会本部まで約1キロに2百数十店が並ぶ天理本

通では、買い物券付きのマップを配布したり、日本一長い大阪市の天神橋筋商店

街を視察したりするなど活性化を模索している。 



 同通でかばん店を経営する市商工会商業部の桜井吉人部長は「商店街の衰退は

町の衰退にもつながる。対面販売のサービスを充実させ、買い物の楽しさを提供

する原点に返りたい。業態が違うだけに、対抗する道は十分にある」と語る。 

 スーパーセンターという新しいタイプの「黒船」の到来。消費者のニーズにあ

った「本物のサービス」だけが生き残る、厳しい戦いが続くことになりそうであ

る。 

●天理市商工会、イオン出店後の影響についてヒアリング調査 
平成 18 年 3 月 9 日「天理本通り川原城アーケード商店街」役員よりイオン出

店後の地元商業者への影響についての説明があった。以下の意見が述べられた。 
・ ジャスコスーパーセンター天理店の出店により、ニチイが撤退した。 
・ 通行客のルートが変わり、人の流れも変化した。 

・ 物販に限らず、飲食業にも影響があった。 

・ ジャスコスーパーセンター天理店内の敷地内で買い物や飲食が済まされて

消費者行動がそこだけで完結するようになった。 

・ 広域より人が集まるようになったが、来客層が変わった。 

・ 地元産品のコーナーなど地域の意見は反映されなかった。 

・ 地域産品など売れているものがあればジャスコスーパーセンター天理店が

独自に仕入れて、品揃えを行い、自店の売上高として計上する。 

・ 仕入れて販売する小売業の形態ではジャスコスーパーセンター天理店と競

合すれば負ける。オリジナルな製品を作り、販売する独自性が必要である。 

・ 自店で付加価値をつけた自店にしかない商品の品揃えが求められる。 

③「イオンスーパーセンター大安寺店」事例 

［店舗施設概要］ 
新設日：平成16年5月29日 
敷地面積：36,830㎡ 
延床面積：16,755㎡ 
店舗面積：14,522㎡ 
イオン直営：12,151㎡ 
他小売業 ：1,221㎡（専門店、飲食・アミューズ） 
駐車場：約1,011台 
駐輪場：約250台 
［営業時間］ 

年中無休、24時間営業 

［営業品目］ 



食品全般、ヘルス＆ビューティ（化粧品等）、衣料品、日用品、ＤＩＹ（ホームセ

ンター商品）、園芸他 15万品目 

［商圏］ 

商圏人口：約12万3千人 

［売上高予定］ 

年間ＳＣ全体約75億円（うちジャスコ直営約70億円） 

［従業員数］ 

ＳＣ全体約500名（うちジャスコ約400名） 

イオンは食品スーパーとディスカウントストアを組み合わせた業態「スーパー

センター」の出店地区を関西に広げる。これまでは東北・九州地区を対象にする

方針であったが、2004年5月29日に奈良市内にオープンした「イオンスーパー

センター大安寺店」で都市型店舗の運営実験を重ね、2005年以降の集中出店に備

えるという。 
大安寺店の売り場面積は1万4,522㎡。食品・日用品・実用衣料に加え、建築

資材、園芸用品、補修用品・工具など 15 万品目をそろえた。初年度売上高目標

は直営部分で 65 億円。奈良県天理市、愛知県弥富町など郊外で展開する従来の

スーパーセンターに比べ、奈良市中心部という「商圏に合わせて住居・生活関連

商品を強化した」（中村邦生イオン常務執行役）。関西地区でのスーパーセンター

出店は東北・九州と同様の年 10 店ペースとなる見通しである。同年には大安寺

店に続き、岩手県の一関、金ケ崎にスーパーセンター2店を出す。 
イオンは 2005 年 2 月期中に店舗運営、商品政策、物流ネットワークの整備な

どスーパーセンターのモデル構築に必要な実験を続ける方針。 
7 月には社内で選抜したメンバーを集め、スーパーセンターの店長育成研修も

スタートさせる。2005年以降、イオン本体の出店の大半をスーパーセンターが担

える体制を築く。 
「イオンスーパーセンター大安寺店」は、イオングループで展開するスーパー

センターとしては6店目である。 
【イオンスーパーセンター大安寺店の立地】 
 当 SC は、奈良県の県都で多くの歴史的文化遺産を有する文化観光都市でもあ

る奈良市の中心部に出店。JR 奈良駅から南へ約 1km、同じく京終駅からは西へ

0.8km という市街地にあり、バスも含め公共交通機関でのご利用が至便である。

さらに、西側は県道木津横田線、南側は県道122号線に面している。当SCは南

都七大寺の1つで多くの参拝客がある大安寺の北東に位置し、周辺には、営業所

や事務所が並ぶほか、病院や奈良運輸支局などの施設、市営住宅や企業の社宅も



ある。 
【イオンスーパーセンター大安寺店の特徴】 
 当SCは、核店舗の「イオンスーパーセンター大安寺店」と18の専門・飲食・

サービスの店舗をワンフロアに配置した。 
 建物は平屋建、駐車場は屋上と平面あわせて約1,000台、駐輪場も約250台収

容可能である。車での来店にも十分に対応している。 
 店内は、天井高が約 5m、主通路巾が約 5m と明るく開放感のある空間となっ

ている。さらに、屋上駐車場と売場をオートスロープで結んでおり、カートショ

ッピングが大変便利になっている。 
 また、駐輪場を無料で利用できる。自動の自転車空気入れ機を設置するなど、

サービスの充実も図っている。 
【イオンスーパーセンター大安寺店の特徴】 
 同店は、「日々の暮らしのソリューション」を提供すべく、約15万品目の豊富

な品揃えをするとともに、24時間営業をしている。新鮮な食料品や種類豊富な家

庭用品等からベーシックな衣料品、調剤薬局を併設したヘルス＆ビューティケア

などフルラインで展開、さらに、園芸用品やエクステリア、リフォーム、建築資

材、補修用品・工具まで幅広く品揃えを行う。 
 また、商品を一ヶ所で精算できる集中レジを採用することで、精算回数や待ち

時間を短縮する。集中レジ、そしてワンフロアで展開する買いまわりしやすい売

場が、ショートタイムショッピングを可能にしている。 
  

【専門店一覧】   

   

店舗名 業種 店舗名 業種 

すがきや ラーメン・ソフトクリーム 奈良交通旅行センター 旅行案内所 

ザ・どん 飲食 ヘアーサロン イワサキ 美容室 

ぶっかけ亭こんぴらや さぬきうどん クリーニング ルビー クリーニング 

ケンタッキー 

フライドチキン 

ファーストフード ゲットランド アミューズメント 

ミスタードーナツ ファーストフード 南都銀行 ATM 

築地銀だこ たこ焼 JAならけん ATM 

 



ドトールコーヒー 喫茶 イオンクレジット 

サービス 

CD 

LiveLove(リブラブ) クレープ・カフェ チャンスセンター 宝くじ販売 

スナップス DPE・デジタル マジックミシン リフォーム＆リペア  
【イオンスーパーセンター大安寺店売場の特徴】 
＜フーズゾーン＞ 
安全・安心で鮮度の高い食料品を豊富に品揃えし、リーゾナブル価格で提供す

ることを目指している。農産売場では、北葛城郡や宇陀郡などから新鮮な地場野

菜を仕入れ、提供。また、いつでも必要な量だけ購入できるバラ売りを実施。 
水産売場では、明石港水揚げの鮮魚や京都の西京漬など鮮度の高い商品を提供。

惣菜売場では、店内で炊き立てのしゃりを使った鮨や地元の味の和惣菜など、出

来たての美味しさを提供。 
グロサリー売場やデイリー売場、冷凍食品売場では、まとめ買いや業務用に便

利なケース販売や大容量商品の豊富な品揃えを実施。また、和菓子や米菓の充実

を図る。 
＜ホームファッションゾーン＞ 
台所用品・寝具・インテリア・収納用品などを豊富に品揃えし、さらに、住ま

いのリフォーム売場を展開。寝具やカーテンなどでは、カラーや柄でコーディネ

ートがし易いように品揃え。和調の収納家具を展開、和食器や箸の品揃えを充実

させるなど、「和」の商品を豊富に品揃え。 
カーテン売場では、オーダー対応できるカーテン・ブラインドなど豊富に品揃

え。さらに、タッセルやふさかけなど、カーテン小物の充実も図る。クッション

フロアーやパンチカーペットなど床材の切り売りの実施。 
リフォーム売場では、洗面化粧品台や温水洗浄便座などを品揃えし、バスルー

ムやトイレの施工・工事も承る。 
＜ホームケア＆エンジョイゾーン＞ 

DIY用品・園芸用品などのホームケアのほか、ペット用品やサイクルなどの幅

広い品揃え。建材や資材では業務用にも対応できる品揃えを行う。 
DIYのコーナーでは、工具、補修用品、資材、建材などを日曜大工からプロユ

ースまで多彩に品揃え。また、DIY工房では、木材カットも承り。家電売場では、

電球や管球、電池といった消耗品の充実を図り、また、配線パーツなどは必要な

分だけ購入できるなど業務用にも対応。照明・調理家電・家事家電も豊富に揃え

た。 



ペット用品売場では、多種のペットに対応したペットフードや消耗品から洋品、

ペット用ホビーまで幅広く品揃え。ペットの年齢別、チワワ用・ダックスフンド

用といった犬種別のペットフードも展開。 
サイクル売場では、自転車整備士の資格を持ったアドバイザーがご相談を承る。

サイクルピットでパンク等の修理も承り可能。 
＜ヘルス＆ビューティケア(H＆BC)ゾーン＞ 
医薬品、化粧品、健康食品を一ヶ所にまとめた H＆BC の売場には、調剤薬局

を併設し、「美と健康」のトータルソリューションセンターとして展開。サプリメ

ントやダイエット食品のコーナーを設けるなど、健康への関心の高まりに対応し

ている。 
カウンセリング化粧品では、資生堂、カネボウ、コーセー、ソフィーナのコー

ナーを設け、顧客の相談に対応。 
＜ファッションゾーン＞ 
ベーシックな衣料品に絞り込んだ品揃え。特に、靴や肌着の品揃えを充実させ

る。メンズ、レディス、キッズの衣料品は、カジュアルウエアを中心に品揃え。

流行のファッションをいち早く、リーゾナブル価格で提供。 
インナーでは、お値打ちな商品を豊富に品揃えするとともに、トリンプやウイ

ングなどのブランドランジェリー＆ファンデーションの充実を図る。 
 
３ 商業環境変化への流通業の対応 
(1)推定されるマーケットポジションの方向 

 近未来に構成されるマーケットには4つの象限が存在する。それはⅠ（BS）象

限、Ⅱ（PE）象限、Ⅲ（CL）象限、Ⅳ（LS）象限である。 

 ［Ⅰ］象限（Basic Style）はベーシックな生活スタイルの業態化マーケットエ

リアを構成する。ここでは無駄を省いたライフスタイルを消費者が追求する。 

 ［Ⅱ］象限（Popular Enjoy Life Style）はポピュラーエンジョイライフの業態

化マーケットエリアを構成する。ここではより豊かでポピュラーなライフスタイ

ルを消費者が楽しむ。 

 ［Ⅲ］（Convenience Life Style）象限はコンビニエンスな生活スタイルの業態

化マーケットエリアを構成する。ここでは生活に便利なライフスタイルを消費者

が追求する。 

 ［Ⅳ］（Personal Enjoy Life Style）象限は生活充足の業態化マーケットエリア

を構成する。ここではより豊かで個性的なライフスタイルを各個人としての消費

者が追求する。 



 今後向かう業態化の方向としてⅣ（LS）象限への展開が推測される。消費者の

ベーシックな生活が満たされると、便利性や快適性が追求され、さらにそれが満

たされてくるとパーソナルなニーズが追求されることが考えられる。したがって、

現在はその進行過程にあるといえよう。かつて消費者ニーズが家族単位での欲求

の実現から個人単位での欲求の実現に細分化されていったように、消費のパーソ

ナル化が今後のマーケットポジションへのキーワードになっていくであろう。 
 

今後の中小流通業のマーケットポジション 
 

    Ⅱ（PE）象限      こだわり   Ⅳ（LS）象限 
具体例                具体例 

 
ギャルマインドショップ                    ヴィンテージカジュアル衣料店 

エスニックレディスショップ                  インテリアアート＆クラフトショップ 

        大衆化               高級化 
    具体例                具体例 
 
ワンダラーストア                       和陶器ギャラリーショップ 

ハードグッズ・ウエアハウスストア               ベランダリフォームシステムハス 

 
                 実用化 
    Ⅰ（BS）象限             Ⅲ（CL）象限 

 

(2) 今後の業態化トレンド（象限の変化方向） 

①［Ⅰ］（BS）象限 

 Ⅰ（BS）象限に位置する業態は低い利益率である。販売における特徴として、

量販志向とセルフサービスを用いたシステム販売の形態がとられる。その前提に

は節約志向や合理化志向が存在する。価格が意識され、少しでも安いものを購入

しようとする行動や購入したものの維持費を 小限に抑える生活態度が存在す

る。 

 具体的な例として、ワンダラーストア（Onedollar Store）、ソフトグッズ・ウ

エアハウスストア（Softgoods Warehouse Store）、ハードグッズ・ウエアハウス

ストア（Hardgoods Warehouse Store ）などがある。 

②［Ⅱ］（PE）象限 



 Ⅱ（PE）象限に位置する業態はやや低い利益率である。販売における特徴とし

て、セミ量販志向とセミセルフサービスの形態が用いられる。その結果、少数の

富裕層しか享受することのできなかった 先端のファッションや進んだ生活スタ

イル、 新の商品などの豊かさが一般大衆の手に届く価格で提供される。豊かな

楽しみに満ちた生活は、一部の高額所得者だけのものではなく、多様な業態によ

り一般化していくことを可能にする。 

 具体的な例として、ギャルマインドショップ、エスニックレディスショップ、

ヤングマインドショップなどがある。 

③［Ⅲ］（CL）象限 

  Ⅲ（CL）象限に位置する業態はやや高い利益率である。販売における特徴とし

て、セミ量販志向とセミセルフサービスの形態が用いられる。この象限では時間

の使い方とそれに関連した商品選択にその傾向が現れる。その結果、外食や調理

済み食料品の購入、既成衣料品が求められ、時間をかけない生活の簡便化が実現

される。 

  具体的な例として、和陶器ギャラリーショップ、ベランダリフォームシステム

ハウスなどがある。 

④［Ⅳ］象限 

 Ⅳ（LS）象限に位置する業態は高い利益率を実現することができる。販売にお

ける特徴として、非量販志向とサービスを附加した形態が用いられる。その前提

には自分のしたいこと、欲しいものには思い切ってお金を投じようとする品質志

向や本物志向が存在する。そして、こだわりのあるパーソナルなライフスタイル

が尊重され、多様な業態が誕生する可能性を有する。具体的な例として、ヴィン

テージデザインカジュアル衣料店（Vintage Design Casual Wear Shop）インテ

リアアート＆クラフトショップなどがある。 
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