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わが国において業態は Tipe of Operation 、すなわち運営形態として理解す

ることが一般的である。しかし、単なるオペレ－ション部分を強調するのではな

く、業態を構成している要因を総合的に捉え、経済社会におけるビジネスモデル

として理解するのが妥当である。地域経済活性化のために中小小売業は顧客満足

を目指した業態化が求められる。 
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はじめに 
 大規模小売店舗立地法に基づく2004年の近畿2府4 県の大型店新規出店届出

数は2000年の届出開始以来、 高となる100件であった。特に店舗面積が10,000
平方メートル越える店舗が多く、合計で22件あり、2003年より5件増加してい



 

る。このように有力な専門店を集めた大型商業集積が新規の出店を増やしていく

状況下、商店街など既存商業集積の空洞化の進行が懸念される。 
 政府・与党は大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法のいわ

ゆる「まちづくり三法」が有効に機能していないとの認識から見直し作業に着手

した。しかし中小小売業による自店の経営努力抜きには自らが地域での役割を担

い、活性化を成し遂げることはできない。そこで本稿は中小小売業が顧客満足を

目指した業態化によりはじめてその機能を果たし、マーケットのニーズが充足さ

れる可能性について種々の角度から述べてみたい。 

 

図表1 業態化の具体的要因 

  
中小小売業の活性化をすすめていくためには当該店舗の業態化を考えていく必

要がある。以下の「図表 2 観光地飲食業のアイデアマトリックス事例」は地方

都市の「道の駅」で弁当・惣菜を販売する食料品店の対応の方向性を示す図表で

ある。このアイデアマトリックスによりマクロなトレンドと中小小売業のノウハ

ウや強みで業態化を成し遂げていくためのアイデアが整理できる。 
 このケースではマクロトレンドとして高齢化、核家族化、健康志向、食の安

全性、食の洋風化、環境志向があり、また強みとして手作り、地産地消、でき

たて商品、地域催事の反映がある。 
 

業態化の要因 内容 
マーチャンダイジング 総合化、専門化、スクランブル化 

カテゴリーキラー化、高級化、大衆化など              
販売方法             通信販売化、ヴァーチャル化、セルフサー

ビス化、コンサルティングセール化など    
サービス 長時間化、デリバリー、情報提供、プレミ

アムなど                       
仕入チャネル チェーン加入、海外製品導入、共同仕入、 

アウトレット化など 
ロケーション 共同店舗化、ロードサイド化、観光地化な

ど                                          
店舗施設 情報施設化、ローコスト化、複合化など 
ターゲット             若年化、高齢化、小商圏化など                  



 

図表2 観光地飲食業のアイデアマトリックス事例 
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(1) マーチャンダイジング 

 ここでいうマーチャンダイジング要因とは業態における品揃えの内容を意味し

ている。そして業態化に際して採用する方向性は総合化、専門化、スクランブル

化、カテゴリーキラー化、高級化、大衆化などがある。 
①総合（General）化 
 消費者が商品の購入を行う場面、できるだけ一度の買い物で済ませることがで

きるように品揃えの総合化が図られる。いわゆるワンストップショッピングの便



 

宜性が目指される。この場合、品揃えする商品の購入頻度が大きく異ならないこ

とが望ましい。 
②専門（Special）化 
 専門化の方向には店舗が提供する効用について間口を絞る方向と、取扱商品の

種類について間口を絞る方向がある。前者は顧客のライフスタイルに合わせ、品

揃えとサービスを通して提供する効用に一貫性と専門性を持たせる。後者は取扱

商品は特定種類の商品に限定されるが、その特定商品についてはカラー、サイズ、

スタイル、価格など顧客のあらゆる要求に応じられる品揃えを行う。 
③スクランブル（Scramble）化 
 スクランブル化では一見何の関連もない商品が品揃えとして加えられる。通常

補完関係にある商品が関連販売として売場に陳列される場合が多いが、あえて無

関係な商品の品揃えが展開される。 
④カテゴリーキラー（Category Killer）化 
 専門化の一種であるが、特定商品のカラー、サイズ、スタイル、価格など品揃

えと商品量において競合他社より圧倒的に多くの物量で展開される。特定商品分

野において群を抜いた品揃えを行う。 
⑧高級（High-Grade）化 
 素材、製造工程、デザイン、スタイル、性能、ブランドにこだわり、高品質な

商品を取り扱う。この場合の価格設定では競合他社はあまり意識されない。なぜ

なら取り扱う商品は自店にしか置かれていない。 
⑥大衆（Mass Sales）化 
 マスマーケットを対象にした品揃えを行う。少数の富裕層のみが享受できる品

揃えではなく、一般大衆の手に届く商品や生活のスタイルを提供する。大衆化す

ることで潜在的な需要が顕在化し、大幅に売れ行きが増加する場合がある。 
 「図表3 小売業品揃え構築関連図」は小売業における品揃え要素としての商品

構成、売価、マーチャンダイジングシステム及びそれらを実現させるためのサブ

システムとの関連を示している。 
 
(2) 販売方法 

 業態化に際して採用する販売要因の方向性には通信販売化、ヴァーチャル化、

セルフサービス化、コンサルティングセール化などがある。 
①通信販売化 
 テレビ、新聞、カタログ、ダイレクト・メール、新聞折込みチラシなどで遠隔

地の広域商圏を対象に自ら顧客に直接アプローチしていくことが可能である。基



 

本的には過去の購入履歴を管理してデータベース化するシステムの構築が重視さ

れる。 
②ヴァーチャル（Virtual）化 
 自らのホームページへ消費者を誘導して、インターネットで取引を行う。いつ

でも、どこでも、誰でも、情報のネットワークへ接続できれば購入が可能である。

そのためにはホームページに明確なコンセプトを持つこと、取扱商品がユニーク

であること、問い合わせ・クレーム処理体制ができていること、同業他社との違

いを明確にすることが求められる。 
⑧セルフサービス（Self-Service）化 
 スーパーマケットが成功した要因の一つである。なにものにも拘束されない形

態の購入方法であり、消費者は買い物の自由と選択の楽しみを味わうことができ

る。自分自身で商品を選び、自分の買った品物を手押し車で運ぶとき、一人当た

りの平均買上高が増加する場合が多い。 
④コンサルティングセール（Consulting-Sales）化 
 購入時に消費者自身が判断を迷う場合や商品自体の使用方法、商品特性や効用

など商品の説明を要するとき、コンサルティングセールが効果を発揮する。すで

に多くの消費者に知られている商品には適していないが未知なる新製品に求めら

れる場合も多い。 
 
(3) サービス 

 業態化に際して採用するサービス要因の方向性には長時間化、デリバリー化、

情報提供化、プレミアム化などがある。 
①長時間（Long-time Service）化 
 消費者の活動時間は同質性がなくなってきている。第三次産業に従事する人々

の増加や定職を持たない消費者の活動時間は長時間化している。当然そこでは商

品やサービスの需要が発生する。消費者の活動時間の長時間化に対応した店舗の

営業時間の長時間化が求められる。 
②デリバリー（Delivery） 
 かつて商品の配達は販売価格に転嫁され、販売単価のコストアップ要因となっ

ていた。そしてそのサービスは特定の消費者や分野のみに限られていた。しかし

今日では買い物時間を多く費やせない消費者、商品を運ぶことに苦痛を感じる高

齢者、富裕層にとって不可欠のサービス要因になってきている。 
③情報提供（Informatin Service） 
 市場のモノが氾濫してくるとモノそのものよりもそれに関連した情報に価値が



 

見いだされてくる。また、モノやサービスを媒介して行われる情報の創造と発信

は顧客のリピート化に欠かせない。他の人々より早く情報を得ることの優越感に

よるファン作りも可能となる。 
④プレミアム（Premium） 
 購入金額にかかわらず消費者に平等プレミアムを与えるのは公平ではない。購

入金額に応じて優遇政策を採用することがより公平に消費者に接することである

といえる。よく買ってくれる優良顧客には他の顧客より良い条件を示し、購入金

額が高まるにつれてメリットを高めていく。顧客のランク付けプレミアム政策の

採用が必要である。 
 
(4) 仕入チャネル 

 業態化に際して探用する仕入チャネル要因の方向性にはチェーン加入、海外製

品導入、共同仕入、アウトレット化などがある。 
①チェーン加入 
 チェーンに加盟し、チェーン全体の仕入が本部で集中して行われるとき、仕入

規模は拡大され、仕入れ価格の引き下げにつながる。同時にチェーン本部で開発

されたオリジナル商品、プライベートブランド商品の取扱が可能となる。通常ス

ーパーバイザーやチェーン本部の経営指導を受けることができる。 
②海外製品導入 
 すでに商社などにより日本に輸入された商品を買い付けて導入するのは容易で

あるが、独自に海外で生産された商品や農産物、海産物を導入するには多くのハ

ードルが存在している。しかしわが国ではあまり存在しない希少性のある商品も

あり、海外製品を導入することにより店舗の独自性を主張することが可能になる。 
③共同仕入 
 チェーン加盟と同様、仕入規模を拡大させ、仕入れ価格の引き下げにつながる。

共同仕入組織においてもオリジナル商品の開発やプライベートブランド商品の開

発が可能である。 
④アウトレット化 
 製造業が在庫処分を行うファクトリーアウトレット（Factory Outlet）と小売

業のオリジナル商品やプライベート商品の在庫処分を行うリテイルアウトレット

（Retail Outlet）及びホールセールアウトレット（Wholesale Outlet）がある。

いずれも通常の仕入ルートを経由していないため、自らが在庫処分品の発生する

企業経営に参画するか仕入ルートの構築が必要である。 
 



 

(5) ロケーション 

 業態化に際してのロケーション要因の方向性には共同店舗化、ロードサイド化、

観光地化などがある。 
①共同店舗化 
 共同して商業集積を形成して集客力を高める方向性である。共同店舗が 寄り

性の高い集積であるのか、買い回り性や専門性の高い集積であるのか、統一的な

性格付けが求められる。業種構成は消費者の便宜性を考慮して不足業種のない計

画的な店舗構成が必要である。店舗配置は消費者を誘導し、回遊させる計画的な

レイアウトであることが望まれる。 
②ロードサイド化 
 郊外の幹線道路沿いで駐車場を確保しての車客を見込んだ方向性である。一般

的に徒歩や自転車を利用して来店する顧客より販売量は多く見込める。車客の居

住地とマグネットとなる施設の間に位置することが必要である。顧客の店舗滞留

時間により確保する駐車場スペースの大きさは変わってくる。滞留時間の長いほ

ど大きな駐車場スペースを確保しなければならない。駐車場への入口は複数箇所

あることが望ましく、通行車からのサインボードの視認性とそれによる誘導性が

優れていることも望まれる。 
③観光地化 
 地域の商圏客だけでなく観光客の購買も見込める方向性である。当該地域の特

産品や伝承された食材などを提供することで特色を出すことができる。同じよう

な土産物が同地域で販売される場合も多いためできれば自店オリジナル商品の品

揃えも行いたい。観光客のリピート化を図るために購入名簿をリスト化して、後

日パンフレット送付やＥ メール送信でフォローを行う。集客には季節変動が大き

いため、経営管理には留意する必要がある。 
 
(6) 店舗施設 

 業態化に際しての店舗施設要因の方向性には情報施設化、ローコスト化、複合

化などがある。 
①情報施設化 
 単に商品やサービスの提供に止まることなく、情報の提供も併せて実施する。

提供した商品やサービスがどのような機会や場面で 大限効果をあげるのか、ま

たその活用に対して必要な情報や知識を提供する。顧客からの要望がれば情報施

設を用いてのシミュレーション提案を行う。インターネットのオープンな環境下

で検索エンジンが活躍することになる。 



 

②ローコスト（Low-Cost）化 
 ローコスト化にはイニシャルコストのローコスト化とオペレーションコストの

ローコスト化がある。まずイニシャルコストのローコスト化では出店用地は購入

せず貸借で行うことや、建築コストを引き下げる方向性がある。建築コスト抑え

る方法として一階建てのウエアハウス型店舗の出店が一般的である。オペレーシ

ョンコストを抑えるためには少人数で店舗運営を行う仕組み作りが求められる。

顧客が自分でサービスを行うセルフサービスを採用し、発生する作業はできるだ

け標準化と単純化されることが必要であり、アルバイトでも仕事をこなせるマニ

ュアルが求められる。 
③複合化（Composition Tipe） 
 複数の店舗を併設して相乗効果を狙う方向性である。この場合併設する店舗は

単独でも魅力があり、競争力のある店でなければならない。サービスを受ける待

ち時間においての購入、購入頻度の高い商品のついで買い、衝動買いを狙う。ま

たデリバリー機能を持つ既存店に併設店舗の商品をその機能に便乗して販売する

方向もある。 
 
(7) ターゲット 

 業態化に際してのターゲット要因の方向性には一般的な考え方のなかに若年化、

高齢化、小商圏化などがある。 
①若年化 
 ターゲットを若者に絞る方向性である。一般的にこの層は流行に敏感であり、

可処分所得も多くない。また所属集団やマスコミの影響も受けやすい特質を持っ

ている。いち早く流行の兆しを捉え、品揃えやサービスに反映していかなければ

ならない。同質化意識が強く同世代と同じ商品を所有することに抵抗はないが、

一般的に高額品の購入をすることはできない。 
②高齢化 
 ターゲットを高齢者に絞る方向性である。今後ますます増加していくターゲッ

トである。しかし販売する側が経験していないため、マーケティングが困難な部

分がある。机上でターゲットのニーズを推測しているためミスマーケティングが

発生する場合がある。年齢区分でターゲットを売り手から決めつけるのではなく、

様々な高齢者のライフスタイルの一部として商品やサービスを提供していく必要

があろう。 
③小商圏（Small Area）化 
 ターゲットを小商圏に絞る方向性である。大きな商圏から一人でも多くの消費



 

者を集客しようとするのではなく、限られた商圏においての占有率を高めていこ

うとする方向である。従って一世帯当たりで購入される金額ボリュームの大きい

商品やサービスを狙わなければならない。日頃から商圏内顧客との親密な関係作

りが求められ、店舗は顧客を好き嫌いにより選別することができなくなる。親密

な関係作りが成功すれば効率的なビジネスが可能となる。 
 
２ 顧客満足を目指す業態化パターン 

図表4 顧客満足を目指す業態化パターン 
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④新コンセプト 

⑤時代に適合した機

能・シーン 

⑥競争優位性確立 

⑦既存ビジネス満足を追求 



 

通常、既存の業態は自らの顧客の「顧客満足」を追求している。それらは役割

意識を持ち、世間に密着してその機能を発展させる。しかし、一つの機能しか持

たない業態では「顧客満足」をすべてカバーすることはできない。以下が一般的

な業態化パターンである。 

① 既存の業態と顧客を取り巻く経営環境変化の発生が両者の間に「満足」にズ

レが発生する。 
② 生活者と既存の業態の「満足」のずれ、すなわち「不満足」の部分をそれらの

機能から切り離し、拡大することでそれをより明確にすることができる。 

③ かつて顧客に対して用いられ、提示されたコンセプトや経営手法を新しい時代

のニーズや欲求に重ね合わせる。 

④ そして新しいコンセプトを生みだす。 

⑤ その結果、その時代や生活に適合した機能やシーンの創造が可能となる。 

⑥ 新たなコンセプトや新しい機能やシーンを持つ新業態は他のものより競争優

位性のあるポジションを確保することが可能である。 
⑦ 市場への参入を果たした業態は自らの顧客の「顧客満足」を追求する。 
 

結びにかえて 
本稿は業態を小売業におけるビジネスモデルとして捉えた。また、その本質を

業態の機能に求め、マーケットニーズが充足されるときに業態化が成し遂げられ

るという考え方に立った。すなわち、これらの機能はマーケットへの対応に基づ

くと捉えることができる。その結果、小売業は地域経済活性化に貢献することが

可能になると考えられる。 

 今後迎える近未来においても、人間の保有する快適で豊かな生活への欲求は新

たな業態を誕生させるであろう。この場合も業態の有するマーケットへの対応機

能が生活者や消費者の満足を充足することになるに違いない。 
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