
ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

ＦＳＰのコンサルタントとしては世界Ｎｏ１と評価され、今尚活躍されているブライアン・Ｐ・ウルフ氏（以下・ウルフ氏） 

との最初の出会いは１９９Ｘ年であった。 

同氏の最初のＦＳＰに関連する著書である「個客識別マーケティング」の日本での販売記念セミナーで来日した折、縁あって 

日本ＮＣＲでもお客様向けの「ＦＳＰ ＦＯＲＵＭ」の講師を引き受けていただいた。 

その後、２０１１年に至るまで、日本ＮＣＲのＦＳＰ実施ユーザー向けの「ＦＳＰ ＦＯＲＵＭ」も６回にわたって開催し、 

都度、世界の最新情報の提供と双方向の情報交換で日本のＦＳＰユーザーを導き、育ててくれた。 

私自身も日本におけるＦＳＰの伝道師として２００１年に同氏から「ブラックベルト（黒帯）」の認可を受け、公私にわたっ 

てお付き合いをさせていただいている。 

同氏は一方通行的なセミナーよりも私や日本のお客様との直接的な情報や意見交換を好み、ミケランジェロの「Ｉam still 

Learning」の言葉通り、その真摯な学ぶ姿勢、情熱は衰えることを知らない。 

同氏の来日時にはＦＳＰ ＦＯＲＵＭの開催、日本のＦＳＰユーザーの視察、時には温泉での休養等での寝食を共にしての 

ＦＳＰに関する議論を重ねてきたが、議論といっても同氏は日本の状況について詳しく質問するだけで、一方的に説明させ 

られたのは私の方であった。同氏のあくなき探究心に必死に答えを用意する中で、日本のＦＳＰを含めた流通業の現状と課題 

整理され、明らかにする事が出来たと思う。 

本文中、私ばかりしゃべっているような形となっているが釈明させていただければこのような事情があったからである。 

 

キリスト、釈迦、孔子等の今に伝わる言葉は弟子たちが伝道のために分かりやすく加えたものが多いといわれる。 

本編も師匠であるウルフ氏と弟子の私との会話形式をとっているが、正直言って同氏の言葉以外に想定したものも多く入っている 

事に付いてご理解いただきたい。勿論師匠の承諾済みであるが、弟子の多少の勇み足についてはご容赦いただきたい。 

 

 

ＦＳＰの師匠と弟子（知識・スキル） 

教祖と伝道師（哲学・精神） 



ポイントカード 

に関する議論 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

ポイントカードに関する議論 

① 【ポイントカードの還元率問題】（～2002） 

     「ポイント還元率１％はクレージー」 

② 【ポイント還元率の変更】（～2005) 

     「ポイント還元率を変えました！」 

③ 【ポイントの発行・回収・有効期限問題】（～2005) 

     「ポイントの発行～回収までの円滑な循環を！」 

④ 【米国で何故ポイント制が普及しなかったのか？】 

     「日米欧の小売業の発展過程とＦＳＰ」 

⑤ 【ポイントカードの長所･短所は・・・？】 

     「ポイントは薬。使いようで麻薬に・・」 

⑥ 【日本のポイントカードブームの一考察】（～2003) 

      「猫も杓子もポイントカード・・を切る」 

⑥ 【ポイントカードの撤退･進出の現状は？】(～2003） 

      「ポイントカード中止企業も出ました」 

⑦ 【ポイントはクローズ型からオープン型へ？】(2011） 

     「ＦＳＰはクローズ型？」 

⑧ 【ポイント専門業者の登場】(2011) 

     「オープン型ポイントの最終形・・？」 

⑨ 【ポイントの企業貨幣化】（2011) 

     【電子マネー、Ｎｅｔマネーがポイントを貨幣化」 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

ポイントカードの議論 

（１） 【ポイントカードの還元率問題】（～2002年）・・・ポイント還元率１％はクレージー！ 

 

（塾） 「ウルフさんは日本のポイントカードに対して否定的なご意見を再三おっしゃられていますが何故でしょうか？」 

（ウ） 「私はご存知の通り米国の大手スーパーマーケットでＣＦＯ（最高財務責任者）をしていました。 

     日本の財務担当役員と基本的に異なるのは、企業経営、オペレーション上の採算数値を全て把握し、計画された利 

     益を確保できるようにコントロールする重要な仕事です。 

     その点、私の目から見て日本のポイントカードは採算といった意味でコントロールできているか疑問です。 

     ところで大竹さん。日本の小売業の純利益率はどの位ですか？」 

（塾） 「多くの企業は１％～２％台。 １％台が多いですね。中にはそれを切る企業も多くなってきましたが・・・」 

（ウ） 「日本では１００円で１ポイント、つまり１％還元ですね。更に３倍、４倍といったことを行っている。 

     １％そこそこの純益率しかない企業が、１％以上のポイントを発行しているのは、私にとって理解できないし、 

     クレージーとしか言いようがないですね」 

（塾） 「クレージーとは厳しいですね。 

     確かにポイント還元の費用の支出が売上げ高に対して1.3%～1.6%以上の企業が多いようです。 

     更にチラシを従来どおりバラまいて、販促経費全体で２～３％に膨れている企業もあるようです」 

（ウ） 「ポイント制を実施している英国のテスコ社なんかは0.7%台です。 

     日本でもＩ社さん、Ｏ社さん等、最初から２００円で１ポイント、即ち0.5%還元でやられている企業もあるので 

     すから・・・。」 

（塾） 「私も多くの企業のＦＳＰ実施に立ち会ってきましたが、ある企業では先行他社が１％還元なのに、後発の自分たち 

     が0.5%じゃ戦えない等の意見が出て、社内でも相当厳しい議論された経緯があリました。 

     でも最後には財務的に１％の還元率ではキツイといった理由で0.5%の決断をされた企業が多いです。 

     実際にやってみて競合他社との還元率の差による影響は殆どなく、逆にポイントプログラムの融通性が出たそうで 

     す。消費者は還元率よりも本日ポイント何倍！といった販促プログラムの方に関心が向くようですね」 

（塾） 「実はドラッグストア業界では当初ポイントは３％還元でした。 

     過去から日本政府の規制によって守られていた業界であり、且つ主力の薬や化粧品等、非常に粗利率が高かい商品 

     が多かったためだと思います。その後の規制緩和でドラッグストア業界も競争が激しくなり、大型化と低価格競争、 

     デイリーの顧客を誘引するための食料品、酒、日配品といった粗利率の低い商品の取り扱いが増えて、１％還元に 

     落ち着いてきたようです」 

（ウ） 「日本の百貨店業界はもっと還元率が高いという話を聞きますが・・・？」 

（塾） 「おっしゃるとおり過去には景品や福引等中小小売店の経営を圧迫すると言うことで、百貨店を始めとする大型店は 

     規制の網にかけられてました。商品や価格で差別化が難しい中で１９９６年に『景品表示法』の規制緩和が施行さ 

     れ、Ｔ百貨店は新宿進出の顧客争奪戦の武器として、Ｓ百貨店はリストラ後の次期成長戦略のキーとしてポイント 

     カード戦略を打ち出し、その後他の百貨店も対抗する形でポイントカードは拡大しました。 

     還元率はＴ百貨店は７％還元、Ｓ百貨店はランク別に２～６％で私もその数値にビックリさせられました」 

（ウ） 「それで採算が取れると考えたのでしょうか？ １～２％台の純利益率でしょう？ 理解できませんね」 

（塾） 「Ｔ百貨店の場合には自社クレジットカードでしたから他社クレジット会社への手数料の流出（推定２～３％）や、 

     販売時のメーカー・問屋への他力値引（原価率変更）、そして自社の値引で７％をひねり出したのでしょう。 

     当初食品は除いて粗利率の高い衣料品・身の回り品が中心でしたが、地方百貨店はどんなにムリしても２～３％が 

     限度だったようです。それにしてもスタートでの７％還元は今でも正直、無茶をやったと感じています」 

（ウ） 「実質ディスカウントですね」 

（塾） 「そうですね。当時百貨店業界の重鎮であったある企業のトップの方は、『カードを用いての値引は即ちディスカウ 

     ント商法。百貨店として最も拙劣な経営手法で売上至上主義の何者でもない』と厳しい警鐘を鳴らしましたが、こ 

     の大きなうねりは止まらなかったですね」 

（ウ） 「他の業界ではどうでしたか・・？」 

（塾） 「大手量販店は地方の中堅量販店への対抗上として２０００年代に入ってから重い腰を上げています。 

     相変わらずマス・マーケティングの象徴としてチラシも増えているようで、ＦＳＰからは程遠い存在です」 

      

   

 

    

ポ：Ｐａｇｅ ０１ 



百貨店名 カード名 発行年月 発行枚数 
売上高 

構成比 
カードの特徴 

伊 勢 丹 ｱｲｶｰﾄﾞ 87年6月 １４５ 万枚 ３５ ％ 
自社ｸﾚｼﾞｯﾄ 

５％～１０％の優待割引 

西武百貨店 ｸﾗﾌﾞｵﾝｶｰﾄﾞ 96年6月 ３９８ 万枚 ５２ ％ 
現金／ｸﾚｼﾞｯﾄ 

２％～６％のﾎﾟｲﾝﾄ制 

高 島 屋 ﾀｶｼﾏﾔｶｰﾄﾞ 96年5月 ３２０ 万枚 ３０ ％ 
自社ｸﾚｼﾞｯﾄ 

７％のﾎﾟｲﾝﾄ制 

三  越 三越ｶｰﾄﾞ 96年3月 １４１ 万枚 １９ ％ 
自社ｸﾚｼﾞｯﾄ 

５％の優待割引 

大  丸 
大丸 

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ 
87年6月 １４５ 万枚 ３５ ％ ７％～１０％のﾎﾟｲﾝﾄ制 

出典：繊研新聞‘９８・７・１０ 

１９９６年の『景品表示法』規制緩和 

百貨店のカード戦略による競争スタート 

ク ラ ス 
ｻｯｸｽﾌｧｰｽﾄ・ﾌﾟﾗﾁﾅ 
（ 10､000$以上／年 ） 

ｻｯｸｽﾌｧｰｽﾄ・ﾌﾟﾗｽ 
（ 5､000～9､999$／年 ） 

ｻｯｸｽﾌｧｰｽﾄ 
（ 2､000～4､999$／年 ） 

追 加 特 典 
ﾄｰﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄの６％ｸｰﾎﾟﾝ 

（1ﾎﾟｲﾝﾄ／＄） 

ﾄｰﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄの４％ｸｰﾎﾟﾝ 

（1ﾎﾟｲﾝﾄ／＄） 

ﾄｰﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄの２％ｸｰﾎﾟﾝ 

（1ﾎﾟｲﾝﾄ／＄） 

その他の特典 

・ﾘｯﾂ･ｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ優待 
・ｸﾙｰｽﾞの25%割引 
・ﾊｰﾂﾚﾝﾀｶｰの割引 
・長距離電話6%割引 
・ﾐｭｰｼﾞｯｸＣＤﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
・お好みの雑誌１年分 

・ﾘｯﾂ･ｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ優待 
・ｸﾙｰｽﾞの25%割引 
・ﾊｰﾂﾚﾝﾀｶｰの割引 
・長距離電話4%割引 
・ﾐｭｰｼﾞｯｸＣＤﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
・お好みの雑誌１年分 

・ﾘｯﾂ・ｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ優待 
・ｸﾙｰｽﾞの25%割引 
・ﾊｰﾂﾚﾝﾀｶｰの割引 
・長距離電話2%割引 

会員の特典 

・買物ｱｼｽﾀﾝﾄ                                       ・洋服の裾あげ･縫い直しの優先 
・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｯｸ現金化（２５０＄）          ・無料配送・ｸﾛｰｸｻｰﾋﾞｽ 
・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｾｰﾙ招待                             ・新作ショー招待 
・特別販促･ｲﾍﾞﾝﾄへの招待                ・ダブル・トリプルPTSイベント  
・ｻｯｸｽ機関紙の提供 
・ﾒﾝﾊﾞｰ用ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ（ｲﾍﾞﾝﾄ・案内･相談） 

クラブオン会員 

クラブオン・ＦＩＲＳＴ 
（２０万円／年以上） 

クラブオン・ＧＯＬＤ 
（５０万円／年以上） 

ＯＮ ＣＬＵＢ 

ＰＬＡＴＩＮＵＭ 

クラブオン・ 
ＰＬＵＴＩＮＵＭ 

（１００万円／年以上） 

Ｓ百貨店のカード戦略：ＮＹのサックス百貨店のモデルを導入 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ ０２ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（２） 【ポイントの還元率の変更・・・】（～２００５）・・・ポイントの還元率を変えました！ 

 

（塾） 「ウルフさんが来日されるたびに、ポイントの１％還元率を下げろと言った厳しい指摘をいただいてきましたが、よ 

     うやくユーザーの何社かが実行されました」 

（ウ） 「ほう、それは素晴らしい事です」         

（塾） 「代表的な企業ではＹ社さん、Ａ社さん、Ｍ社さん等です。 

     特にＡ社さんでは1.5%還元でしたから3分の１に下げたことになります」 

（ウ） 「会員のお客様からのクレームや不満はありませんでしたか？」 

（塾） 「実施する前は相当心配していたそうですが、殆どゼロに近かったと言う事です。 

     多分、還元率移行に際しての多くの工夫が実ったのでしょう」 

（ウ） 「どんな工夫をされたのですか？興味がありますね」 

（塾） 「ポイントが集まりにくいといった不安や不信にたいしては、商品ごとのボーナスポイントの付与、部門別／日別の 

     ポイント３倍、月間購入金額によるボーナスポイントの付与、又は翌月のポイント還元レートのアップ等の新たな 

     プログラムによって払拭しています。 

     ある店長は独自に『賢くポイントを貯める方法』の手書きポスターを作製し、やり方によっては以前よりポイント 

     を貯めやすいと言ったアピールを行いました。勿論、沢山買えばの条件が付きますが・」 

（ウ） 「なるほどね。購入金額総額に対するポイントですとガタンと減ってしまいますから、逆に増やす方法に目を向けさ 

     せる良い方法ですね。 

     更に、限られた販促予算を上位顧客に傾斜させるといったステップに進めるためには、還元率の変更は超えざるを 

     得ない壁だったと思います。 

     ポイント発行費の削減と言うことではどのくらいあったのですか？」 

（塾） 「その結果Ｙ社さんでは対売上比 約0.35～0.5%のポイント経費削減が可能となり、数千万円の余剰金は上位会員 

     に対する新たな特典の強化に使うことが出来たそうです 

     例えばあるメーカーの商品が通常１００円としますと、従来はチラシで８４円位で出したりしてました。 

     それを売価９８円にして１０ポイント付与しますとチラシの時に比べて数倍の売上になるそうです。 

     ９８円の買い物で獲得した１０ポイントが、総額２０００円での買い物相当になるといったお得感があるようです 

     勿論１０ポイント分はメーカー負担になりますが、商品の値崩れがない点が好評のようです」 

（ウ） 「商品を購入する場合に価格に反応する商品と、ポイントに反応する商品とがあるようですね。 

     ポイント還元率の変更と言った難しい課題をスマートに解決された事に対しておめでとうと言いたいですね 

     私見ですが商品ごとにポイントが付く方式が定着すれば、レシート総額に対するポイント発行は不要と考えています。 

     ポイント自体が販売に対するメーカーからのリベートと考えれば、顧客にとってより多くのポイントを貯める機会が 

     増えてくるでしょう。更に自社発行のポイントの経費負担は大幅に軽減されるメリットがあります」 

     

 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ ０３ 



ポイント還元率の告知 

「賢くポイントを貯める方法」のＰＲ 

新しいポイントプログラムの告知 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ ０４ 
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（３） 【ポイントの発行・回収・有効期限問題】（～２００５）・・ポイントの発行～回収までの円滑な循環を！ 

 

（ウ） 「ポイントの発行は売上高に対してどのくらいの率になりますか？」         

（塾） 「詳しいデータは持ち合わせていませんが１％還元を行っているところでは1.3％～1.6%と予想しています。 

     販促でポイント３倍、５倍セール等を繰り返しているところでは大きくなっています。 

     正確な数値は個々の企業によって異なるでしょうが、0.5%還元ですと約１％前後だと推定しています」 

（ウ） 「それではポイントの回収率はどれくらいでしょうか？」 

（塾） 「これも詳しいデータを持ち合わせていませんが、７０％～９０％の間と推測しています。 

     この幅はポイントに期限を設けるか否かによって決まるようで、永久ポイントの場合には交換しないで只ひたすら 

     に貯めているケースが多いようです。 

     ある企業さんでは書込み式カードの上限である99,999ポイントを超えて売場でエラーとなって、顧客も従業員も 

     事情が分からないままに混乱したといった話もありますし、１０年以上で20万ポイントの顧客もいるそうです。 

     それから決算時点でのポイント残の確定が意外と厄介のようです。過去からの繰越ポイントのうちどの位の金額を 

     ポイント未払い費用から売上金に戻すかといったさじ加減が必要だったようです」 

（ウ） 「ポイントも複数年度をまたいで来ると面倒ですね。ポイントに期限をつけている例はありますか？」 

（塾） 「期限と言うよりも５００ポイントたまった段階で、強制的にＰＯＳから５００円相当のクーポン券を出す仕込みで 

     動いているケースが多いですね。ポイント残といった未払い費用は最低限に抑えられますが、顧客にとっての貯め 

     る楽しみを奪う事になり、企業側にとってもポイントの退蔵益が得られないと言ったデメリットがあります」 

（ウ） 「退蔵益ですか？」 

（塾） 「未使用の蓄積ポイントの内で、中途での退会や紛失、期限切れ等による、即ち『債務の失効』です。 

     日本の百貨店の場合には殆ど１年単位の期限付きが多いです。ポイントは２０００円相当の商品券との交換が主と 

     なりますので、結構それに届かない失効ポイントも多く、ある企業では回収は８５％程度で、残り１５％程度失効 

     いうデータがありました」 

（ウ） 「スーパーの場合でポイントに期限をつけているケースはありますか？」 

（塾） 「ポイントが発生月毎に集計して、執行期限間近にはその分を告知し、期限到達時には抹消と言った複雑な仕組みが 

     要求されますので、従来の単純なポイント累計の加減算の仕組みと比べてシステム変更は難しい面があります。 

     又、ＦＳＰの仕組みとしては１年以上のご利用のない場合には会員の資格及びポイントの失効を規約に記載してい 

     る企業もあります。しかしながらファイル上は１，２年保持して復活することもあるようです」 

（ウ） 「比較的狭い商圏ですから杓子定規に運用するわけにも行かない面がありますね・・・」」 

（塾） 「実はＩ社さんでは従来の永久ポイントを有効期限のあるものに変更し、顧客向けに告知した結果多くの顧客がポイ 

     ントをクーポン券に慌てて交換し、買い物に使われるケースが俄然増えたそうです。」 

（ウ） 「金持ちはケチだといわれてますが、お金が貯まると使うのが勿体無くなり、増えてゆくが楽しみとなるそうです。 

     ポイントもそうでしょう。そのお金に使用期限がつけられたら慌てて使うでしょうね」 

（塾） 「私はポイントは顧客の立場に立てば永久ポイントが当然と思っていたのですが、只貯めるだけでなく、使う楽しみ 

     を提供し、もっと関心を持ってもらうためにも期限をつけるのも1つの良い方法であると気づかされました」 

（ウ） 「ポイントの発行と回収が活性化され、円滑に循環する姿が最も理想的でしょう。退蔵益なんてもっての他です」 

（塾） 「実はＡ社さんでは近隣に全国チェーンの大型店舗が相次いで出店を決め、非常な危機感を抱きました。 

     その時とった手段は競合店の開店前にポイントを大量に発行する戦略でした。我々とＡ社さんとの間では、過去か 

     らの経験則として優良顧客は３０００ポイント以上保持している事が分かってました。そのため競合店への流出を 

     防ぐためには多くの会員に３０００ポイント以上を保持してもらう事が有効と考え、ビンゴゲーム等のポイントプ 

     ログラムを強化して意識的に顧客のポイント保持を高める方向に誘導したわけです」  

（ウ） 「なるほど。その結果は・・・？」 

（塾） 「開店月も翌月も殆ど影響はありませんでした。競合店の開店前のポイントを使ったプロモーションが功を奏したわ 

     けです。その後も店舗規模が倍以上の競合店に対して、売上高で約２倍の業績を上げ続けています 

     ウルフさんの気にされるポイント発行費用ですが会員１万人に３０００ポイントを発行しても３０００万円です。 

     ポイントによる顧客の囲い込みと呼び水効果を長期的に考えていけば、非常に効果的な戦略だったと思います」 

（ウ） 「素晴らしいお話ですね。Ａ社さんはポイントを使う楽しみを提供することでは世界でもＮｏ１クラスですから、 

     ポイントを一気に貯める戦略は効果的だと思います」 

     

     

 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ ０５ 



ポイントの付与：「来店ゲーム｣ 

ポイントの付与：「来店ゲーム｣ 

ポイントの付与：「ポイント加点商品｣ 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ ０６ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（４） 【米国では何故ポイント制が普及しなかったのか？】・・日米欧の小売業の発展過程とＦＳＰ 

 

（塾） 「米国の百貨店ではポイント制ですが、スーパーでは何故ポイント制を採用していないようですが？」 

（ウ） 「米国はご存知の通り昔から値引き・割引の“クーポン券”が主流でした。 

     週末には新聞には大量のチラシが折り込まれ、消費者はそれを見て気にいったクーポンを切り取り、店に行って使 

     うと言った習慣がありました。 

     そのためＦＳＰでもユークロップスが初めてインスタントセービング、即ちカード提示客に対して自動クーポン処 

     理をする“電子クーポン”の仕組みをスタートさせてそれが米国スーパーの主流となりました」      

（塾） 「クーポン券の発行、回収、メーカーとのやり取りを考えると相当な合理化・省力化できる仕組みですね」 

（ウ） 「会員顧客との関係だけでなく、メーカーとの取引関係・商慣行をも変えてゆく画期的なものでしょう。 

     その後会員のランク別に値引率を変えてチェックアウトのＰＯＳで自動クーポン処理してくれるといった進化を遂げ 

     ていくことになります。ベビークラブ、ワインクラブ等のサブクラブはその延長線上で誕生しました。 

     そういえばユークロップス社の仕組みはＮＣＲのＰＯＳで構築されてましたね」 

（塾） 「日本の大磯工場製かな？ 欧米向に早くからＦＳＰのアプリケーションを開発・搭載して輸出していたそうです。」 

（ウ） 「それから米国の消費者気質から行ってコツコツと貯めると言うのは性に合わないのかもしれません。 

     米国でクレジットが発達した背景には、消費は美徳、欲しいものは先ず手に入れて、支払いは後払い、ローンにする 

     といった購買行動が定着しているからかもしれません。 

     ポイントを貯めてから特典を獲得する・・という時間がかかる仕組みよりも、目の前での割引・特典の獲得といった 

     即時性が歓迎されるのでしょう。 

     ９０年代の後半には、ＦＳＰで後発の西海岸のスーパーが抽選で家一軒とか高級車１台とか１００万ドル提供とか派 

     手な景品を提供して会員集めをして話題になりましたが、ここにもお国柄が現れていますね」 

（塾） 「そのような派手に射幸心を刺激するようなやり方は日本ですと返って顰蹙を買いますね。 

     多分、実施した企業にクレームが行くでしょうし、当選した会員も近隣の人たちからイヤミに晒されるでしょう。 

     『何で私よりも買い物金額が少ないあなたに景品が当たって私にはポケットティッシュなの？』ってです。 

     又、日本人の主婦の多くはクジ等にかんしては『私はクジ運がないから、どうせ当たりっこない』と悲観的に考える 

     人が多いと言われています」 

（ウ） 「では、何故日本では何故ポイントカードが普及するのですか？」 

（塾） 「１つには日本の国民性が挙げられると思います。 

     稲作民族ですからコツコツと倹約・蓄積する習性・ＤＮＡがあるようです。貯蓄率の高さにも現れているでしょう。 

     販促手段としては米国のクーポン券に対して、日本の小売業の販促ではスタンプシール（カード）が一般的でした。 

     １回のお買い物毎に金額に応じてシートにスタンプ（印）が押されます。シートが一杯になったら景品や商品券に 

     交換できるものです。特に私達の年代では、夏休みに毎朝ラジオ体操があって参加するとスタンプを押してもらい、 

     その数によってご褒美としての鉛筆やノートと交換してもらった原体験があります。 

     子供の頃からの貯める楽しみ・達成感を経験してきましたのでスンアリと受け入れられたのでしょう」 

（ウ） 「なるほどね。日本同様に米国より古い歴史を持つヨーロッパではポイント制が主流である事が興味深いですね。 

     お客様との取引の継続性ということに主眼が置かれているようですね」 

（塾） 「ＰＯＳが登場してからポイントカードの仕組みつくりが自在に出来るようになり、１９９６年の『景品表示法』の 

     規制緩和で大手小売企業がいっせいに導入し始めました。そういった意味では販促手段としてのスタンプの仕組み 

     の電子化であり、スタンプ同様に売上を求めてすぐ２倍、３倍といった販促に走るのかもしれません」 

（ウ） 「日本の大型家電小売業が１０％、２０％ポイントといった信じられない還元率で競争しているようですが、それも 

     販促手段としてですか？」 

（塾） 「それはちょっと歴史的背景が異なると思ってます。そもそも日本の家電業界ではメーカーの力が強く、小売店を系列 

     化し、販売代理店として価格設定の主導権を握ってきました。しかしながら大型家電チェーンの登場によってそれが 

     破壊されてきました。メーカーの設定価格（定価）に対して2割、３割引き当たり前といった販促手段で規模を拡大 

     してきましたが、家電製品がオ－プン価格になってからは、その割引率を連呼する安さの訴求が出来なくなり、その 

     リバース（裏返し）の販促手段としてポイント還元率を使うようになって来たように思います」 

（ウ） 「なるほど。そのポイントの実態はディスカウントなんですね。単なる販促手段であってＦＳＰとは非なるものですね」 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ ０７ 



ポイントカードの議論 

米国西海岸のスーパーの懸賞 
２００万ドル当選のポスター 

ポ：Ｐａｇｅ ０８ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（５） 【ポイントカードの長所・短所とは・・・？】・・・ポイントは薬、使いようでは麻薬に・・・ 

 

（塾） 「日本のポイント制については、その長所・短所についてもう一度整理しないといけないと思うのですが・・？」 

（ウ） 「私の場合はやはりＣＦＯの経験を通しての企業経営における財務的な視点となりますが、ポイント制の最大の問題 

     はコストが高くなりがちと言うリスクを持つことに尽きますね。 

     販促と言う面ではポイント２倍、３倍と言うやり方はそれなりに効果があるだけに頻繁に行われる傾向があります」         

（塾） 「ＦＳＰとしてコストが高いと言うのは純益率１％前後の日本の小売企業としても耳の痛い話ですが・・」 

（ウ） 「販促でポイント３倍のセールを考えて見ましょう。確かに来店客・売上ともに期待通り普段より上がるでしょう。 

     しかしながら会員は通常の１％の日には積極的に来店しなくなるでしょうし、商品の買い物も控えるかもしれませ 

     ん。特に高額なものは避け、当面必要な商品を求める当用買いのみとなるかもしれません。」 

（塾） 「私の家内も近所のドラッグストアへはポイント３倍の日しか行きませんし、普段は買い物を控えていますね。 

     通常の日の買い物では損をした気になるんだそうです」 

（ウ） 「その結果営業政策的にはポイント３倍の日を増やしたり、競合上５倍にしたりエスカレートしがちでポイント発行 

     に歯止めをかけるのが難しくなります。 

     粗利率も当然下がって来るでしょうし、ディスカウントの先送りですからポイント引き当ての負債も増加します。 

     ポイント制は丁度『麻薬』と同じスパイラルに入りやすい性質を持ちます」 

（塾） 「分かっているけど止められない。回数も多くなる。効き目も強いものにどんどんエスカレートする。 

     そして徐々に体力が蝕まれ、最後には死にいたる・・・。まさに『麻薬』で怖い話です。 

     日本の企業もポイントが“隠れ負債化”していることの重要性に気がつき始めたようです。 

     ポイント残が経常利益とほぼ同額になったといった百貨店もかってありました」 

（ウ） 「もう1つは先述した通り、米国の消費者にポイント制が受け入れられない理由のひとつのように、顧客にとって特典 

     を得られるのに時間がかかり過ぎるということでしょう。競争上のスピード感に欠けるといった問題があります。 

     しかしながらポイント制も用い方によって非常に多くの長所を持っています」 

（塾） 「具体的にはどのようなものですか？」 

（ウ） 「幾つかありますが財務的には値引き・割引の原資を“先送り”できる点があります。キャッシュのセーブですね。 

     又，その発行したポイントが近い将来に次の購買の動機付けとなる“呼び水効果”として期待できる点が、その場 

     限りの値引き・割引とは異なった利点でしょう。 

     日本人は貯めるのが好き・・とのお話でしたが、ポイントを貯める楽しみ、使う楽しみといったエンターテイメン 

     ト性を提供できるのもポイント制の強みですね。 

     更に沢山買った人には沢山ポイントが付与されるといった単純明快さと透明性には会員の納得性があるでしょう」 

（塾） 「日本ではポイントカードは文化として定着しそうで、差別化も難しくなり、単純にポイント３倍、５倍といった実 

     質上のディスカウントの競争に陥ってしまいそうで心配です。そうなっている気もしますが・・・」 

（ウ） 「ポイント制のもっとも大きな利点はフレキシビリティ（柔軟性）にあり、ポイントの発行にしても、特典との引き 

     換えにしても色々とプログラムで工夫できることにあります。 

     例えばポイント発行にしても全会員一律に発行するやり方はコストも高く、固定化されてしまいます。 

     会員のランク別、日別、週別、部門別、アイテム別といった多くの方法を組み合わせることで低コストで高い効果 

     を求めることが出来ます。日配品などは値引きするよりもポイントをつけたほうが会員の反応は高いそうですから、 

     工夫によっては低価格競争の武器にもなるでしょう」 

（塾） 「なるほど。単純な固定化されたポイント３倍、５倍はだめですね。」 

（ウ） 「蓄積されたポイントによる特典の提供も固定的な値引きクーポンとの引き換えだけではなく、学校・地域団体への 

     寄付、観劇やバス旅行といった各種イベントへの招待、他の企業・遊戯施設での利用、キャッシュバック等、会員 

     に喜んで貰えるプログラムを絶えず企画して実行していく事が大切です。 

     日本のある企業では１０万ポイント以上貯めたお客様が、それが自分にとってどの様なメリットがあるか理解しな 

     いで、只貯まるに任せていたという話を聴きました。勿体無いですね。 

     ポイント制は会員にとって貯める楽しみと使う楽しみとを十分に理解してもらい、ポイントが退蔵されることなく、 

     発行と回収が活性化されてこそ価値があるのです」 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ ０９ 



 ○単純明快さ：（特に優良顧客の優遇に都合が良い） 

 ○顧客をターゲット化する：（特定顧客へのプロモーション可） 

 ○部門をターゲット化する：（特定部門のポイント特別加点） 

 ○価格イメージ：（商品のグレードを落とさない） 

 ○低価格に代わるもの：（割引に代わるポイント加点） 

 ○価格競争の回避：(価格意外の価値提供で差別化） 

 ○まとめ買い促進：（まとめ買いでボーナスポイント加点） 

 ○売上増に貢献：（累進性によるポイントレートの変更） 

 ○学校への寄付：（登録された学校にポイントを加算） 

 ○イベント参加促進：（各種イベントへの招待・優待） 

 ○品質管理への利用：（会員の問題指摘へのポイントによる謝礼） 

 ○従業員への報償：（従業員割引の変更、報償） 

 ○パートナー関係の形勢：（他の企業との連携、魅力のアップ） 

 ○顧客の流出防止：（ポイントが溜まるほど固定化促進） 

 ○新たな収入源：（カタログ、ＷｅｂＫＩＯＳＫ等の広告） 

 ○差別化のツール：（商品・価格に差がない場合の差別化ツール） 

 ○カード利用の促進：（顧客データの収集率の向上） 

 ○キャッシュフローの改善：（後払い・未交換・喪失ポイント） 

 ●効果が遅い：（顧客に即時的に満足を与えられない） 

 ●コストが高い：（会員全員に一律に付与すると高コストになる） 

         （企業純利益１％台なのに還元率１％は疑問） 

 ●カタログ内容の競争：（競合店との新たな価格競争発生） 

 ●未交換ポイントの扱い：（隠れ不良債務化？経理担当者の悩み） 

 ●煩雑性：（部門損益、部門間でのポイント提供コストの分担法） 

 ●事務手続きの増加：(事務処理、問い合わせ、個人情報保護法遵守） 

 ●費用の増加：（事務処理費用、システム機器、ソフト開発、他） 

利 点 

欠 点 

ポイントプログラムの長所・短所 

出典・参考：「個客識別マーケティング」（ダイヤモンド社） 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ １０ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（６） 【日本のポイントカードブームの一考察】（～２００３）・・猫も杓子もポイントカード・・・を切る！ 

         

（塾） 「ウルフさん。日本のポイントカードは小売り業だけでなく、航空機業界のマイレージは別格としてガソリンスタンド、 

     ビジネスホテル、Ｎｅｔ通販業界、美容院、最近ではクレジットカードだけでなく銀行等にも広がってます。 

     まさにポイントカードをやっていない業界を探すのが難しいほどポイントカードブームです」 

（ウ） 「なるほど。日本独自の文化といっても良いですね。ところで大竹さんは今時点で集めているポイントは？」 

（塾） 「私は実際に使っているのは少ないのですが、クレジットカードＪ社、家電量販店Ｂ社、理容店、良く行く飲み屋さん、 

     コンビニＳの電子マネー、東日本ＪＲの電子マネー、それからスーパーマーケットのタグが２社、カードはないです 

     が楽天のＮＥＴ通販のポイント、ＡＭＡＺＯＮのポイント・・・それでも10種類はありますね」 

（ウ） 「奥さんは如何ですか？」 

（塾） 「多いですね。財布には常時１０枚以上、１００円ショップで購入したカード専用の収納ケースに３０～４０枚入って 

     ます。一緒に買い物の行くと必ず勘定場ではカードを提示しています。私の知っている限り百貨店で2枚、スーパー 

     マーケットで６枚、他に専門店等、何しろいっぱいですね」 

（ウ） 「ポイントを貰わないと損した気になるんでしょうね。ポイントが分散して貯まらないのでは・・？」 

（塾） 「それぞれ普段使う店は集中させて、３倍、５倍セール等利用して、しっかりと貯めているようです。 

     ところでウルフさん。私も業種を超えてポイントカードについての相談を良く受けるのですが、漠然とこの業界・企 

     業はやらないほうが良いな・・・と思うことがあるのですが、明確に答えられないでもやもやしています。 

     ＦＳＰ（ポイントカード）に向き･不向きというか、その限界と言うか、その辺は如何でしょうか？」 

（ウ） 「ＦＳＰの本来の目的である優良顧客のGet、Keep、Growをモノサシで考えてみた方が良いでしょう。 

     ガソリンスタンドや航空会社やビジネスホテルはFrequency、即ちリピート客として優良顧客をKeepするプログラ 

     ムとしては非常に適合します。しかしながら提供する価値（商品）自体が単純で、差別化が難しく、ディスカウント 

     競争に巻き込まれやすいという事と、購入金額のアップが難しい面があります。例えばガソリンの場合、商品の品質 

     的な差がないだけでなく、ガソリン以外の商品の拡販が難しいと言う点があり、成長も限定的となりますし、ポイン 

     トカードでのムリな差別化は実質値引で財務的問題を呼び込みやすくなります。航空会社のマイレージも同様です。 

     コンビニやファーストフードは、嗜好といった差別化が可能であり、顧客のニーズ自体が顕在化し、且つ単純化され 

     てますので,Frequency、即ちリピート率の向上を狙ったプログラムが有効でしょう。後はサイドメニューや新商品の 

     販促で、多少の購入金額のアップは見込めますが、それ以上の購入金額の拡大には限界があります。 

     スーパーマーケットや百貨店の場合、日常の消費購買と密接に結び付き、購買行動も習慣化し易い性格を持ちます。 

     何よりも、衣・食・住・健・美等の扱い商品･サービスの間口･奥行きは無限大ですから競合店との差別化も可能であ 

     り、顧客のカストマーシェア（ウォレットシェア）、即ちトータル・リライアンスを目指しての成長も可能です。 

     『ゆりかごから墓場まで！』と言う言葉がありますが、顧客の一生涯の生活で必要な商品、サービスを全て提供でき 

     る絶好の立場に位置しますので、ライフスタイル等の把握で、顧客の潜在ニーズの掘り起こしをすれば良いのです 

     ＦＳＰによる顧客情報は店舗だけでなく、インターネットの世界で非来店客、それもグローバル・レベルの顧客まで 

     広がりを持てることになるのです」 

（塾） 「そういえばテスコ社では銀行・保険等の他に、墓石の購入にもポイントを使えるといった事も耳にしましたが・・。 

     ところで銀行のポイントカードはどの様に評価されますか？ 私は預金者の立場でいくら考えてもメリットが見つか 

     りませんでした。銀行の担当者の方に直接聞けばよいのでしょうが・・・」 

（ウ） 「私も理解不能ですね。銀行に利用者が求めるものは何でしょうか？ どんな特典があるのでしょうか？ まして大竹さ 

     んが理解不能というレベルですから、一般の利用者の方に対しても何のインパクトのないものでしょう」 

（塾） 「購買行動は『特典に従う』という原則で云えば、地方銀行の一部ではNetを使って高金利の定期預金を募集し、都内の 

     信用金庫では定期預金のランクによってクジで高利子をつけたり、地方の名産品をプレゼントしたりしています。 

     それから、我が家では今まで銀行の口座から公共料金等を引き落としていましたが、家内が某クレジット会社の永久ポ 

     イントの付くものに切り替えました。年間数千円の商品券と交換できると満足してますが、まず銀行はこの辺からの発 

     想ができないとポイントは挫折すると思います」 

（ウ） 「色々と問題点を内在させているようですが、日本のポイントカードのブームは目が離せませんね」 

（塾） 「そうなんです。ブームとしてバスに乗り遅れるな！とズボンも上げずに駆け出すのですが、次の別のブームが起きると 

     今までのをスッカリ忘れてそちらの方に駆け出してしまう習性があります。最重要なお客様相手の戦略なんですから 

     もっと勉強して欲しいと思います」 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（７） 【ポイントカードの撤退･進出の現状は？】（～２００３）・・ポイントカードの中止企業も出ました！ 

 

（ウ） 「ところでポイントカードを中止したりした企業もあるのですか？」         

（塾） 「いくつかの企業で見直しが始まり、中止にいたった企業があります。その一番の理由は当初狙った集客効果が期待 

     より低く、費用だけが大きくかさむといったものだったようです。主にファミリーレストランや居酒屋チェーン等 

     の外食チェーンが多い傾向があります。顧客の立場に立てば、スーパーマーケットのように利用頻度は少ないわけ 

     ですから、１年といった区切られた期間内でのポイントは貯まりませんし、特典の魅力にも欠けます。 

     企業側にとっては、開発・運用の費用の割には集客効果及び売上アップの効果に余り結び付かなかったようです」 

（ウ） 「なるほど。利用頻度が少ない業界ではポイントは貯まりにくいですね。このような業界では、次回の来店を促すク 

     ーポン券や、シーズン、イベントにかこつけたキャンペーンを打った方が効果的でしょう。又このような業界はス 

     ーパー百貨店に比べて商品の間口奥行きが狭いため、カストマー・シェアの拡大にも限界があります」 

（塾） 「後、代表的なところではユニクロ（ﾌｧｰｽﾄ･ﾘﾃｨﾘﾝｸﾞ）が２００２年９月に中止しています。 

     同社では優良顧客の把握と言うことでは魅力を感じていても、全国規模では膨大な運用コストになることが一番の 

     理由だったようです。業績的には売上高が1年半以上にわたって前年割れで低迷していました。 

     同社では以前お話しましたように、ＳＰＡで『山型商品ライフサイクル』のＭＤから、『茶筒型商品ライフサイク 

     ル』のＭＤを深耕してます。１週間サイクルで新商品を大量に投入し、チラシ・ＴＶ等で告知による『ハイ・ロー 

     戦略』によるマス・マーケティング戦略にシフトし直しているようです」 

（ウ） 「企業としての差別化戦略としては明確ですね。大手量販店やコンビニでは如何ですか？」 

（塾） 「国内トップのＳグループ傘下のコンビニですが、北海道地域限定でポイントカードをスタートさせました。 

     元来コンビニは全国統一されたストア・ロイヤルティが重要で、地域顧客を対象としたＦＳＰは馴染まないとされ 

     て来ました。しかしながら、北海道の地元資本のコンビニがＦＳＰをスタートさせ、健闘していることから同グル 

     ープの地元コンビニ・オーナー会が危機感を抱き、北海道地域限定で対応せざるを得なかったようです」 

（ウ） 「なるほど。米国でもコンビニの顧客は意外と固定化されているといったデータもあります。デシル最上位の顧客は 

     年間約170回以上来店し、デシル最下位の顧客に対して購入金額では１５０倍以上といったデータもあります」 

（塾） 「日本のスーパーでは５０～８０倍ですからコンビニの固定化された優良顧客は意外と存在するんですね。 

     実は同グループ内のＧＭＳ部門においても同様のケースがありました。 地方では全国チェーンに対抗するために地 

     元資本の小売企業が先駆けてＦＳＰを導入してきました。その結果、同グループのＧＭＳが幾つかの地方に出店した 

     時に、計画通りに売上が上がらないと行った事や、チラシを撒いても隣接する地元資本のＧＭＳの『ポイント３倍セ 

     ール』に客が流れているといった事態に遭遇しました。店長から本部に対して同様のポイントカードの仕組みを武器 

     として持たせてくれとの強い要求があがり、ポイントカードの試行に踏み切ったと言う経緯があったようです」 

（ウ） 「なるほど。Ｏ社さんのＦＳＰの取り組みを思い出しました。地方では事前にカード戦略を展開して優良顧客をＫｅｅ 

     ｐしていれば、後発の参入小売業は従来のチラシのやり方では思わぬ苦戦を強いられるでしょう」 

（塾） 「同社では何店舗かで行っていたポイントカードの試行を２００３年の３月に中止し、５月から再スタートしました」 

（ウ） 「何故いったん中止して又再開したのですか？」 

（塾） 「私の推測ですが、試行は店舗単位で異なる仕組みでしたから、店が違うとカード使えないといった、顧客にとって不 

     都合がありましたので統合しなければならない事情があったと思います。ポイントカード中止後は、顧客からの継続 

     の要求が強く、トップも顧客サービスとしての再開の決断を下したときいています」 

（ウ） 「ポイントカードを顧客サービスとして捉えたわけですね。日本の消費者に定着してしまうと、中止は難しいですね」 

（塾） 「実は顧客サービスという事では面白い話があります。以前の家電量販店における販売時の値段交渉は、売場で従業員 

     と消費者の間で直接行われていました。そのため押しの強い男性客が有利な買い物をして、交渉力の弱い女性客や年 

     配客が不利な買い物を強いられてきた事情がありました。業界トップのＹ社の経営者はこの事を不公平であると考え、 

     弱者救済的な仕組みとしてポイントカードを導入したと言われています。 

     先ほどのＳグループのＧＭＳのポイントカード再開にも同様の考え方があったように聞いています」 

（ウ） 「ポイントカードは『弱者救済の仕組み』・・ですか。 日本人経営者の顧客を思う気持ちが素晴らしいですね」 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（８） 【ポイントはクローズ型からオープン型へ？】（２０１１）・・・ＦＳＰはクローズ型？ 

 

（塾） 「日本のポイントもその量的なものも質的なものも変化してきています」 

（ウ） 「具体的にはどういうことですか？」         

（塾） 「過去は各企業単位で実施されていましたが、その後鉄道系、流通系のグループ単位となりました。 

     その後クレジット系、交通系、ネット系、モバイル（携帯電話）系等、殆どの業界でポイント制が始まり、ポイ 

     ントの発行や相互の交換等がどんどん進みました。 

     その後共通ポイント専門の業者が登場して、ポイントに関してはスパゲッティ（混沌）状態です」 

（ウ） 「ポイントが企業単位の『クローズ型ポイント』から『オープン型ポイン』トに移行しているわけですね。 

     もう一度日本のそれぞれの業界のポイント制の導入目的について整理してみる必要があるでしょう。 

      ① 既存顧客の『囲い込み効果』・・主に小売業界の第一ステップですね 

      ② 優良顧客の識別・維持・・・・・顧客をランク付けして優良顧客に特典をシフトして絆を太くします 

      ③ 新規顧客の獲得・・・・・・・・会員・非会員の特典・サービスの差別化による会員の誘引 

      ④ 顧客購買の『呼び水効果』・・・貯まったポイントは次回の購入時の値引の原資、購買意欲の誘引 

      ⑤ 低価格競争における『価格のあいまい化』・ポイントを織り交ぜて正味金額をあいまいにする 

      ⑥ 提携他社との『（相互）送客』・他社のポイント発行や交換で他者の会員の新規顧客（送客）を期待 

      ⑦ ブーム・ファッション・・・・・日本的横並びが導入動機に。他所がやってるから乗り遅れるな・・・ 

（塾） 「なるほど。家電業界では値引手段であり、低価格競争で自店の『価格をあいまい化』する手段そのものですね。 

     銀行のポイントカードはその目的からして意味不明の感じがぬぐえないです」 

（ウ） 「小売業の場合はＦＳＰの基本に沿って企業・グループ単位のクローズ型が良いでしょう」 

（塾） 「自社だけですと要員の問題、開発・運用の体制と費用、特典の経費制約からオープン型を導入するケースがありま 

     すが、・・。『送客』の仕組みで新規顧客の獲得が出来るといった期待があるようです。」 

（ウ） 「新規顧客の獲得といった『送客効果』はある程度見込めるかもしれません。しかしながら顧客の『囲い込み効果』 

     は難しいでしょうね。 

     昔からあったＧスタンプやＢチップを考えて見ましょう。立ち上げは楽でしょう。景品もそこそこ良いでしょう。 

     しかしながら多くの小売企業に広がれば広がるほど自社に対しての『囲い込み効果』は結果的に薄れるでしょう。 

     同様にポイントも貨幣のように汎用性を持たせれば持たせるほどに、顧客の店を選ぶ選択肢が増えるわけですから 

     『浮動客化』が進んで、蓄積されたポイントが自店に戻ってくる『呼び水効果』は薄れます」 

（塾） 「ポイント交換の場合もそうですね。ポイントを発行しても使われる所は別の店舗といった場合もありますね」 

（ウ） 「そうですね。ポイント交換を行いますと消費者はその交換時のレート等に敏感になる一方で、ポイントの『交換先』 

     は人気のある企業のものに集中する傾向があります。 

     ポイント発行は自社の経費ですが、悪くするとそのポイントは他企業に流れて呼び水効果もなく、経費流出だけに 

     終わるといった状態に陥るリスクがあります。サービスと割り切るなら別ですが・・・」 

（塾） 「やはり、小売業の場合には『クロース型ポイント』のほうが良いわけですね？」 

（ウ） 「企業体力といった問題もありますが、ＰＯＳやデータベースといったＩＴ機器がこれだけ性能が上がって、顧客の 

     分析も安価にも使えるようになったわけですから小売業の場合は自社で行うべきでしょう。 

     専門の要員がいなくても十分に運営できます 

     顧客情報は企業の宝ですし、スーパーマーケットの場合には限られた地域・商圏の顧客が対象ですから・・・。 

     『オープン型ポイント』は確かに魅力的な要素が数多くあります。特にロイヤルテイ・マーケティングや『送客』 

     等の先進的な話を聞けば正直、迷うでしょう。 

     クローズ型、オープン型のポイント制のメリット・デメリットを十分に検討してください。 

     お客様相手に一度スタートさせると中止や変更が難しいことを念頭において企業戦略としての見方が必要です」 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（９） 【ポイント専門業者の登場】（２０１１）・・・オープン型ポイントの最終形？ 

 

（塾） 「現在の日本では『オープン型ポイント制』の最終形ともいえるポイント専門業者が登場しました」 

（ウ） 「ポイント専門業者ということではグループ・エアロプラン社が有名ですね。 

     同社は破綻した米国の航空会社のマイレージ部門を買収し、『第三の通貨』としての機能に着目した共通ポイント 

     プログラムの専門会社を設立してカナダ、英国、イタリア等でビジネスを展開しています」         

（塾） 「英国ではネクターがそれですね。一時期テスコにもアプローチしていたようですね」 

（ウ） 「その通りです。英国ではセインズベリーやガソリンのBP,アマゾン、レンタカーのハーツ、ガス会社、ゲーム等  々

     の多くの業界１００社以上に広がり、共通ポイントを発行しています。 

     更に収集したデータを元に会員顧客のライフスタイルやライフステージをきめ細かく分析し、ロイヤルティ・マー 

     ケティングのための情報提供とコンサル業務を請け負っています」 

（塾） 「ビジネスモデルとして昔のＧスタンプ、Ｂチップに似ていますね」 

（ウ） 「似てはいますが本質的に異なります。オンラインで収集した顧客データを分析して会員企業に有益なマーケティン 

     グ情報を提供すると共に、『相互送客』の仕組みを作り上げた点が大きく異なります。 

     英国国内の各業種の有力企業の参加によって、ネクターカード会員はポイントを貯めやすくなり、業種・業界を超 

     えた『相互送客』によるプロモーションもより効果的なものになるでしょう」 

（塾） 「テスコ包囲網のようですね。テスコは単独企業でチャネルをひろげていますが・・・・」 

（ウ） 「例えば世界の基軸通貨で作る『ドルの通貨圏』に対する『ユーロの通貨圏』のように、ネクターポイントといった 

     企業（擬似）貨幣で通貨圏を構成し、究極の囲い込みの仕組みをするのが狙いでしょう。日本ではどうですか？」 

（塾） 「日本でもポイント専門業者としてTポイントとポンタカードが上げられます。 

     Tポイントは２００３年にビデオレンタル業界のCCC社の子会社、Tカード＆マーケティング社がポイントプログ 

     ラムのアライアンス事業展開をスタートさせました。２０１０年で3500万人の会員を有し、若い年代層が多いこ 

     とから、その年代層の『送客』を期待して115以上のブランド､35000店舗、４ネットサイトで使われています。 

     ポンタカードは２０１０年に三菱商事が中心となってLoyaltyOne社と提携して日本ではLoyalty Marketing社を 

     設立。スタート１年で会員約3000万人、参加企業は三菱商事と関係の深いローソンを始め３４社、約13800店舗 

     で利用可能となっています。ネクターカード同様に、情報の分析によって個々の会員に対するロイヤルティ・マーケ 

     ティングを最初から志向したポイントプログラムの開発・提供と業界を跨いだ複数の提携企業が活用する『参加企業 

     間の相互送客モデル』の構築を目指しています。 

（ウ） 「なるほど。日本でもそのような共通ポイントを発行する専門業者が出てきたのですね」 

（塾） 「専門業者ではないのですが交通系ポイントカードも将来的にはポイント専門業者に化ける可能性があります。 

     東日本JRのスイカは２０１０年で3400枚発行され、電子マネー機能もつけて１２万店舗以上で使えます。 

     その最大の強みは買い物情報だけでなく、交通系ですからプラス移動情報、生活情報等取得できますので提携企業 

     とマーケティング情報として共有することで効果的な共同プロモーションや『送客』の仕組みが出来るとしていま 

     す。交通系として航空会社、日本各地の交通会社との提携が進めば、最大規模のポイント専門業者としての姿を現 

     すかもしれません」 

（ウ） 「モバイル（携帯電話）系はどうですか？」 

（塾） 「NTTドコモでは約5000万人の会員数があり、４０以上の企業とポイントの移行、付与の契約を結んでいますが 

     ポイントの大部分は会員が上位機種の買い替えに使うため殆ど流出はないといわれています。 

     但し携帯電話ユーザーは性別・年代別・住所・利用店舗・GPSによる現在位置等高い精度の情報を保持しており、 

     携帯電話画面にはＰＯＳで読み取り可能な２次元バーコードを表示してファーストフードではリアルタイムで個  々

     人を狙ったクーポンを送付するプロモーションが試行されています。 

     ドコモでは更にこれら会員に対してのモバイル・マーケティングと称した『プレミアパネル』を立ち上げて、安価・ 

     迅速・大量のアンケートを行うビジネスをスタートさせました。 

     精緻で膨大な顧客情報と携帯電話といったコミュニケーション機器を持っていますので、今後の『送客』の仕組み 

     を含むマーケティング技術が急速に進化することが期待されています」 

（ウ） 「なるほど。日本の携帯では電子マネー機能やポイント機能等持っているので、多くのプロモーションも可能ですね」 

ポイントカードの議論 
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例：Ｌｏｙａｌｔｙ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ、ＩＮＣ 

「ポイント専門業者」の登場 
（英国：ネクターカード） 

ポンターカード（日本） 

◆共通ポイントプログラム運営 

   ・共通ポイントカードの発行 

   ・会員情報管理／本サービス利用者の個人情報を含む顧客データ管理 

   ・ポイント管理／ポイント発行◆提携社向けサービス提供 

   ・ポイント処理環境支援 

   ・定型実績情報提供 

   ・データ分析、市場分析によるマーケティング活動支援 

   ・会員コミュニケーションおよび手段提供（WEB/モバイル） 

   ・キャンペーンサポート◆マーケティング業務 

   ・ブランディング統括 

   ・カスタマーセンター運用・管理 

   ・既存・新規会員向け業務◆提携社開拓 

 

◆ポイント商品交換プログラムの企画・運営 

 

セインズベリー 

（ネクターカード） 

ポイントカードの議論 
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http://tsite.jp/pc/r/al/potora.pl
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/bp.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/expedia.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/hertz.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/aa.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/ford.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/nectar-car-insurance.points
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/avon.points
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/evanscycles.points
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/amazon.points
http://www.lovefilm.com/nectaroscars2011
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/game.points
http://www.nectar.com/collect/home-and-garden/british-gas.points
http://www.sainsburys.co.uk/sol/index.jsp?GLOBAL_DATA._searchType=0


ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１０） 【ポイントの貨幣化】（２０１１）・・・・電子マネー、Ｎｅｔマネーがポイントを貨幣化 

 

（塾） 「実は日本のポイントがどんどん汎用性を増して、決済手段として貨幣化しているのです。 

     多くの業界で１ポイント＝１円というのがほぼ常識になってきています」 

（ウ） 「米国でも航空会社のマイレージが街中にも進出して『第三の貨幣』といわれた時期がありました。 

     そのため航空会社は膨大なマイレージの発行残を抱え込み、不況時にはポイントの交換・取り付け騒ぎが起きて航 

     空会社の経営破たんスピードを早めたといわれてます」         

（塾） 「従来から日本でのポイントの解釈は小売業中心の場合にはスタンプ同様に『将来の値引及び景品』でした。 

     それが『オープン型ポイント』の出現によって『企業通貨』と『加盟店からの預り金』といった性格が出てきました。 

     更に昨今ではポイントが電子マネーに換金できて店頭での買い物の決済に使えますし、ネット上の決済手段の一部に 

     なったりしています」 

（ウ） 「ポイントが企業貨幣化、擬似貨幣化し始めたわけですね」 

（塾） 「過去、小売業では蓄積されたポイントで景品やクーポン券に交換して、販促費として処理してきました。 

     目に見え、手で触れることの出来るクーポン券によって値引されるといった形でしたが、ポイントが電子マネーや 

     Ｎｅｔマネーのように目に見えないものとの交換や移行に変化して、会計処理も混乱してきてます。 

     更に最近のスーパーでは１ポイント＝１円でチェックアウトの精算時に現金と併用して使えるようにする企業が多 

     くなり、会計上は負債項目の『ポイント未払い費用（積立金）』から差し引く処理が広がってきました」 

（ウ） 「１ポイント＝１円といった固定的なやり方は、ポイントプログラムの柔軟性をなくしますね。 

     ポイントのあいまいさを残すべきなのですが、全ての特典が簡単に金額換算されてしまうことになります。 

     ところで企業が擬似貨幣を発行するのは法的に制約があるのではないですか？」 

（塾） 「おっしゃるとおり消費者保護という面で問題があります。 

     過去の小売業のスタンプみたいにおまけでしたら罪は小さいのですが、ポイント＝現金に変質しています。 

     電子マネー、Ｎｅｔ上のポイントは決済手段の機能を有する貨幣そのものですから、発行企業が簡単に一方的に中 

     止したりレートを変更したりしたら消費者の被害は大きくなります。 

     Ｎｅｔのポイントの中の規約には現にその様な発行者に都合の良い文言が盛り込まれているケースがあります。 

     日本の現状ではポイント発行元企業の所轄官庁は金融庁、経済産業省、国土交通省、農林水産業、総務省、公正取 

     引委員会等多くの省庁にまたがり、それぞれの思惑が絡まって解釈や温度差が異なって統一された見解が出てこな 

     いといった問題があります。 

     電子マネーやＮｅｔマネーと一体化しつつあるポイントは、それぞれの監督省庁の縦割り行政の枠を飛び出してます 

     し、国際的な会計制度、税制度等、新しい時代にマッチした対応が求められています。 

     資金決済や資金移動、前払い式手段等、ＩＦＲＳ等グローバルな動きを睨みながらの法的整備は必須となりますね」 

（ウ） 「日本ではオサイフ携帯ということで、携帯電話にも電子マネーの機能をつけて当たり前のように私用しているのを 

     見てビックリしました。欧米ではまだ広く実用段階には達していない光景です。 

     ヨーロッパではフランス等、昔から電子マネーが進んでましたが日本はどうですか？」 

（塾） 「日本ではクレジットやデビットはリアルタイム・オンラインで認証しながら高額取引の利用に、電子マネーは１０ 

     ００円未満の小口現金取引の代替というように考えられています。電子マネーは前払い方式でおおよそ１回５万円 

     を限度にチャージして使うやり方が一般的です。 

     実は電子マネーの登場は貨幣（コイン）の発行量と相関関係があると思い、年度別に比較したのですが１９９０年 

     と２０１０年度で比べたら１円硬貨は約0.３%、５円硬貨は0.1%、５0円硬貨は約0.2%と激減していました。 

     自動販売機で使用できる１０円硬貨は約46.9%、１００円硬貨は約15.3%とその減る率は低いですが、今後自販機 

     等での電子マネー対応が進めばもっと減ってくるでしょう。想像以上に浸透速度が速いです」 

（ウ） 「なるほど。面白い考察ですね。キャシュレス、コインレスの社会に向かって急速に変化していますね。 

     電子マネーとポイント、Ｎｅｔマネーとポイント・・・・これからも目が離せないテーマであると思います」 

ポイントカードの議論 

ポ：Ｐａｇｅ １８ 



出典･参考：日本経済新聞２０１０年９月５日特集記事、日経流通新聞2010年10月4日 

国内電子マネー・主要7社の現況 

硬貨の年代別発行枚数  （単位：万枚） 

（プリペイドカードのスタート後、激減） 

年／硬貨 １円 ５円 １０円 ５０円 １００円 ５００円 

1960 
（昭35） 

３０，０００ ３，４８０ ２２，５９０ ６００ ５，０００ ― 

1970 
（昭45） 

５５，６４０ ３４，０００ ３８，２７０ ２６，９８０ ２３，７１０ ― 

1980 
（昭55） 

１１４，５００ ３８，５００ １１２，７００ ５，１００ ５８，８００ ― 

1990 
（平02） 

２７６，８９５ ５２，０９５ ７５，４９５ ２７，４９５ ４４，４９５ １５，９９５ 

2000 
（平12） 

１，２０３ ９０３ ３１，５０３ ７０３ １７，２０３ ５９，５９７ 

2010 
（平22） 

７９１ ５１ ３２，８９１ ５１ ６，７９１ ４０，６９１ 

備 考 

1982・ﾃﾚﾎﾝｶｰﾄﾞ 
1985・ｵﾚﾝｼﾞｶｰﾄﾞ」 
1987・ＱＵＯｶｰﾄﾞ 
1988・バス共通 
1989・消費税ｽﾀｰﾄ 
1990・図書ｶｰﾄﾞ 
2000・500新硬貨 
2001・Ｅｄｙｽﾀｰﾄ 
2001・Ｓｕｉｃａｽﾀｰﾄ 
2007・nanaco 
 WAON  PASMO 
2009・マック 
  （かざすｸｰﾎﾟﾝ） 

2010 
1990 

0.286% 0.098% 43.567% 0.185% 15.262% 254.398% 

資料：独立行政法人造幣局 

後払い式

独立系 クレジット系

nanaco WAON Suica PASMO ICOCA Edy iD

マーク

運営主体
セブン＆アイ

HDG
イオン
リテール JR
東日本

関東圏の
公民鉄

JR
西日本
ビットワレット

(楽天)
NTT

ドコモ

発行枚数
（万枚）

1,196 1,590 3,099 1,608 562 5,940 1,509

利用可能
拠点数

73,175 94,000 107,550 86,000 86,690 240,000 484,000

利用件数
（1日当り）

1,530,130 1,344,200 1,333,620 576,900 59,420 1,066,500 628,666

利用件数
(拠点1日当り)

20.9 14.3 12.4 6.9 0.7 4.5 -

前払い式方式
系
名称

流通系 交通系

ポイントカードの議論 
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http://www.2ch-credit.com/d-nanaco.html
http://www.2ch-credit.com/d-suica.html
http://www.2ch-credit.com/d-waon.html
http://www.2ch-credit.com/d-pasmo.html
http://www.2ch-credit.com/d-edy.html
http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/buy.html


優良顧客の維持拡大 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

優良顧客の維持拡大 

① 【顧客のＳｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（格付け）－①】（2002） 

     「顧客を差別する？ 従来のタブーを破壊」 

② 【顧客のＳｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（格付け）－②】（2011) 

     「日本の迷信的顧客平等論」 

③ 【顧客のＳｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（購買行動）】（～2011) 

     「エゴノミック・『個』客としての扱い」 

④ 【優良顧客のＫｅｅｐ・Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ（維持）ー①】 

      「一握りの優良顧客が支える企業経営」 

⑤ 【優良顧客のＫｅｅｐ・Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ（維持）ー②】 

      「優良顧客争奪戦と顧客満足戦略」 

⑥ 【優良顧客の流出について】 

      「優良顧客を引き戻せ！」 

⑦ 【日本の優良顧客の歴史的考察】 

      「千客万来」の思想 

⑧ 【優良顧客の維持のための工夫】（～2005) 

     「優良顧客のKeep策は・・・？」 

⑨ 【チェリーピッカー問題ー①】（～2005） 

      「チェリーピッカー白蟻論」 

⑩ 【チェリーピッカー問題ー②】（～2005) 

      「プーラマグプタの理論とチェリーピッカー」 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１） 【顧客のＳｐｅｃｉｆｉｃ（格付け）ー①】・・顧客を差別する・・・従来のタブーを破壊 

 

（塾） 「ウルフさんの著書・「個客識別マーケティング」（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社）は衝撃的でした。 

     日本では消費者を顔の見えない大衆としてひとくくりにして、個々の顧客について考えることは殆どありませんで 

     したから・・・。顧客（Customer)の概念すらなかったスーパーマーケットが顧客データベースを使って個々の顧 

     客を格付け（識別）するなんて、コンピュータ業界に居ながらまったく考えも及びませんでした」」 

（ウ） 「それは米国企業でも同じでした。 

     そもそもスーパーマーケットのビジネスは、消費者（Consumer）といったひとくくりにした大衆に対して、大量 

     に生産された製品（FOOD；食材）を大量に販売するといった機能・役割を担ってきました。 

     第二次大戦後は“消費は美徳”ということで民主主義の象徴としてアメリカ人の大量消費の社会を支えてきました。      

     しかしながら７０年代、８０年代の米国は深刻な不況に襲われ、主婦も働きに出て購買行動も変化しました。 

     不況下では低価格を武器にしたウォルマートがスーパーセンターを作ってスーパー業界を脅かし始めたのです。 

     地域のスーパーは生き残りのためには地場の優良顧客が誰かを知り、確保するしか生き残り策はなかったのです。」 

（塾） 「ユークロップス社（リッチモンド）で始まった本格的ＦＳＰの誕生ですね」 

（ウ） 「そう。『売上』・『商品』の数値がスーパーの経営指針でしたがそこにもう1つ、『顧客（Customer）』といった 

     経営のモノサシを加えたのです。当時メジャード（モノサシ）マーケティングとも称していましたが顧客データベ 

     ースの分析によって多くの事柄が明らかになったのです。 

     特に上位顧客の３０％で売上の７５％を占め、下位３０％の顧客は４％未満に過ぎなかったという事実はその後の 

     どのスーパーにも当てはまり、初めて科学としての道筋が開けました」 

（塾） 「ウルフさんはユークロップスさんに“報いるべき顧客に報いよ”とアドバイスされたようですが・  ・・」 

（ウ） 「良くご存知ですね。 

     企業の収益の７５％以上を占めている上位顧客の固定化のためには、企業側がその購入金額を貢献度として認め、 

     感謝の気持ちを伝え、形に表すものとしてそれなりの特典の提供といった報い方が必要です。 

     しかしながら企業トップはお客様を格付けし、差別して良いのか否かを悩み、迷ったのです。無理もありません。 

     今までやった事がない訳ですから・・。そこで私は質問しました。あなたの企業ではトップもマネージャーもキャ 

     ッシャーも給料は皆同じですか・・？ 違うなら何故違うのでしょうか・・？ きっとこう言うでしょう。 

     企業の中での機能・責任が違う。企業に対する働きの貢献度の大小（即ち格付け）で決まる・・と。  

     それだったら社員の評価や褒賞制度のように、本当に企業に収益をもたらすことに貢献してくれている優良顧客に 

     対して、感謝し、何も報いることをしないのはおかしいと思いませんか？・・と」 

（塾） 「面白いたとえです。ドロシー・レーンマーケット社でも“わが社は上位３０％の顧客以外に特典は出しません”と 

     明言して、視察に行った日本企業のトップの方々もその徹底振りにビックリさせられたようです」 

（ウ） 「日本のトップの方は理解されたのですね？」 

（塾） 「難しいですね。以前、Z社の創業者にこの話しをしましたら『お客様を差別するとは何事か？』といきなり不機嫌 

     になりました。丁度顧客データベースが近くにありましたのである店の１０ケ月分の顧客買上金額ランクリストを 

     出力してもらって見たら、何と４００万円以上購入の顧客が１７人も存在していたのですから正直驚かれました。 

     その創業者のイメージでは自店の優良顧客は月７、８万円購入の主婦と思い込まれてました。 

     実際は飲食店等を営む自営業等の顧客だった訳ですが、その後店長もその顧客には丁重に対応し、品揃えの客注を 

     増やす一方で、中元期にはギフトを贈ったと聞いています」 

（ウ） 「それは興味深い話ですね。上得意の顧客には感謝の意をお伝えする事が大切なビジネスの基本です。 

     今までは誰が上得意の顧客か分からない状況でしたが、最新のＩＴ技術は安価に教えてくれますから・・・・ 

     米国のあるスーパーでは優良顧客がPOSを通過すると店長のポケットベルに自動的に知らせが届きます。 

     店長はさりげなく該当のチェックアウトレーンに行ってその優良顧客に挨拶し、来店・購買の謝意を表しています。 

     このような日常的な優良顧客に対する対応が、ロイヤルティを獲得する道なのです」 

   

   ＜ウルフさんの最初の著書は「Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ」、日本では「顧客識別マーケティング」（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社）となって 

      １９９８年１１月に発刊された。Ｓｐｅｃｉｆｉｃは特定の、格付け・・といった差別的意味合いがあり、日本では差別という言葉は誤解を 

      受ける恐れがあるということで識別といった漢字が採用されたそうである＞ 

 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ ０１ 



Ukrop`s 
Valued Customer 

$148／月 

平均買上客単価 

分 

 

解 

１０％ 
$471 

Ｍａｘ $3000 

Ｍini $350 
～ 

下位１０％ $8 

上位３０％ 

売 

上 

の 

７６ 

％ 

上位４０％ 

        ～９０％ 

売 

上 

の 

４０ 

％ 

Ｍａｘ $14 

Ｍini $0.5 

従来のﾁﾗｼ経費・ 

特売の受益者 

＊半年で31万世帯以上の顧客が店舗で買物 

     ＜その内 25万2千人が過去12週間に買物＞ 

＊上位 10％の顧客が売上高の 40%を占めた 

      ＜来店頻度は一週間に 1.8回＞ 

       ＜客数の６０％で９０％の売上金額に達する＞ 

＊顧客の 50%は 2週間に一回の割でしか買物しない 

＊他店のお客を奪われる率－21%？ 

       ＜会員離反立は13週間で21%が入れ替わる＞ 

        ＜UVC会員TOP 20%の離反率は1%以下であった＞ 

＊顧客の 58%がﾅﾋﾞｽｺの商品を購買 

＊18.6%の顧客はHBC部門では買物をしない 

      但し上位９万世帯の内ＨＢＣ部門を利用しなかった顧客は 

        58世帯に過ぎなかった。 

        ６月以降来店していない顧客は1.6%、ｸﾘｽﾏｽ以降は3.6% 

 「Ukrop’sでは、私どもの店舗でお買物してくださるお客様に対して、いろいろな機会に感謝の意を表した いと思っています。 
   UVCｶｰﾄﾞはその一つの方法です。私達はそれぞれのお客様が  何を買うか という情報をもとに、その人だけのオファーをします。 
   同封するｸｰﾎﾟﾝの何枚かは、あなたが必要と思われる商品、またはあなたが使ってみたいと思うであろう商品のクーポンです。 
   あなたと私どもとの関係自体が優位性を持っているのです。 
   これからもUVCｶｰﾄﾞを使い続けてください。そして、節約できる金額がどんどん大きくなっていくことを確認してください。」  

優良顧客の維持・拡大 

ユークロップス社がＦＳＰで分かった事とは・・？ 

優良顧客への対応：Ｕｋｒｏｐｓ Ｇｒｅａｔ Ｎｅｗｓ 

上位３０％の会員に郵送 

 

電子クーポン（Ｉｎｓｔａｎｔ Ｓａｖｉｎｇ） 

顧：Ｐａｇｅ ０２ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（２） 【顧客のＳｐｅｃｉｆｉｃ（格付け）ー②】・・・日本の迷信的顧客『平等論』 

 

（塾） 「日本では今尚、行き過ぎた『平等主義』の呪縛が存在するような気がしますし、より強まってきたようです。 

     特にここ10年来、『格差問題』が所得、地域経済、世代間、雇用にわたって非常に大きく浮上してきました。 

     ２０年以上も前の話しなりますが、私の息子が行っていた関西の小学校の運動会では、１位、2位といった差別・ 

     格付けダメと言うことで、運動会の徒競走では全員一緒にゴールする事が指導され、美談になってました。 

     最近の小学校の通信簿も昔は教科ごとに１～５の格付けが明確にされてきたのですが、頑張りましょう的な曖昧 

     な評価になってきてるようです。幼稚園の学芸会でも鬼の役はいやだと言うことで主役の桃太郎が何人も出てく 

     るのをテレビでやってましたが、何か間違った『平等主義』が蔓延しているようです」 

（ウ） 「人々は個性、能力等異なるわけですから格差が出るのは当然であり、その中で自分の強み、弱みを自覚して進む 

     道を決めていくのだと思います。行過ぎた『平等主義』は逆に個々人の持つ個性、能力をつぶしてしまいますね。 

     １つの水準に揃えることは一見公平に見えますが、逆に水準以下の人たちを優遇するわけですから公平ではなく、 

     一種の差別と言っても良いでしょう。」 

（塾） 「日本の企業経営者が最も悩んできた問題かもしれません。８０年代までは日本経済も順調でしたら賃金・昇格も 

     年功序列で勤務年数でほぼ平等に上がる仕組みでした。銀行も政府の管理下で『護送船団方式』といった悪しき 

     平等主義で、金利や景品、ATMの導入に至るまで平等に規制されていたわけですから・・。 

     しかしながら９０年以降の景気の低迷やグローバル化、規制緩和等の潮流の中で、能力主義、業績評価といった 

     厳しい格付け・差別の波が企業と個人に押し寄せたのです」 

（ウ） 「日本的なビジネスから米国的なビジネス環境に変化したと言うことですね」 

（塾） 「多くの大企業が経営破綻しましたし、リストラも行われ、雇用形態も大きく変化して厳しくなってきました。     

     それだけに過去と比べて身の回りの『格差』がより鮮明に進み、実感できるようになってきたのでしょう。 

     過去に余り無かった学校や企業、製品の格付けの記事やイベントが増えてきましたし、サッカーや野球、アイス 

     スケート等、若い世界的一流のアスリートが輩出して、過去にあった国際的な力の格差は逆に解消しました」 

（ウ） 「面白い見方だと思います。 

     ＦＳＰの話の戻しますが優良顧客とそうでない顧客のとの格付けや特典の差別化は『不平等』だと言われるかもし 

     れません。しかしながら企業の売上・利益に貢献してくれる優良顧客と同等の特典を全顧客に提供する行為は、 

     『公平』ではないでしょう。チラシに引き寄せられるチェリーピッカーは出血値引といった特典のみを獲得するの 

     ですから、優良顧客から見ても『逆差別』という見方が出来ると思います」 

（塾） 「日本独自の感情的な問題がＦＳＰの次へのステップに進むことを阻んでいますがどうすれば良いのでしょうか？」 

（ウ） 「商業上の店頭での接客を含む顧客サービス等は『平等』が求められるでしょう。しかしながら顧客の分析やラン 

     ク付け、特典の企画等、顧客の目の届かないバックオフィスで『公平』にやるべき仕事です。 

     更にＦＳＰで重要なのは個々の優良顧客とのコミュニケーションは個別に、ステルスに行うべきという事です。 

     多くの優良顧客は何故私だけが特典をもらえるの・・？といった疑問・疑念を持ちますから、個別にその理由と 

     感謝の気持ちをワンtoワンでお伝えし、喜んでいただけることが重要なのです。 

     特別扱いは嬉しいものですが、逆に他の人の嫉妬を買う場合もありますのでその点を注意すべきでしょう」 

（塾） 「感謝の気持ちが形になったものでしたら優良顧客も納得性があると思います。 

     創業何十周年、開店何周年の謝恩や、中元期・歳暮期といったイベントでやったほうがよいですね？」 

（ウ） 「そうです。始終やってしまいますとそれは既得権化して有り難味もなくなり、柔軟性を欠くことになってしまいま 

     すね」 

     ＜８０年代はイトーヨーカ堂に代表される「単品管理」。単品商品をＡＢＣ分析することで格付けし、「売れ筋｣，｢死に筋」に分け、後者は 

       売場から排除、前者はいち早く確保であった。要は「売れ筋商品争奪戦」のチャンピオンであった＞ 

     ＜９０年代以降は「ＦＳＰ」。個々の顧客を購入金額、回数等でＡＢＣ分析し「優良顧客」と「バーゲンハンター」に分け、値引・景品等の 

      特典を前者に傾斜させて囲い込む「優良顧客争奪戦」に競争ルールが変わったのである＞ 

 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ ０３ 



優良顧客へのメリットのパラダイムシフト 

顧客グループ 顧客の Ｒ・Ｆ・Ｍ ＣＣＭ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ 

ﾛｲﾔﾙ客 
（利益貢献度大） 

TOP 20 % 
Retain & Reward for Loyalty 

ご愛顧に対する報奨・特典 

常 連 客 
（利益貢献度中） 

Incentive to Move Up 
ﾛｲﾔﾙ客へﾗﾝｸｱｯﾌﾟの刺激・報奨 

通 常 顧 客 
（利益貢献度小） 

Middle 20% 
Incentive to Move Up 

常連客へﾗﾝｸｱｯﾌﾟの刺激・報奨 

Marginal客 
（利益貢献度“０”） 

Incentive to Move Up 
ﾘﾋﾟｰﾀｰへの刺激・報奨 

チェリーピッカー 
（利益貢献度マイナス） 

Bottom 20% 
Move  them Up  or 

Move  them  Out！（排除） 

顧客分類の考え方：「ＤＲＯＰ‘Ｎ」 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 

ルビー 

＞$100／W 

$50-100／W 

ﾍﾞｽﾄ 

（ﾛｲﾔﾙ） 

ｶｽﾄﾏｰ 

オパール 

パール 

$25-49.9／W 

<$25／W 

ﾍﾞｽﾄ 

（ﾛｲﾔﾙ） 

ｶｽﾄﾏｰ 

予備軍 

初来店客 

復帰顧客 

新規 

ｶｽﾄﾏｰ 

ＮＯＩＤ 非会員ｶｽﾄﾏｰ 

出典：「個客ﾛｲﾔﾙﾃｨ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ」（ダイヤモンド社） 

キ
ー
カ
ス
ト
マ
ー 

旧 モ デ ル 

低 

高 

顧客の 

企業貢献度 

顧客への 

サービス度 

少 

多 

新 モ デ ル 

多 

少 

高 

顧客への 

サービス度 

低 

顧客の 

企業貢献度 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ ０４ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（３） 【顧客のＳｐｅｃｉｆｉｃ（購買行動）ー③】・・・・エゴノミック：個客としての扱い 

 

（塾） 「ウルフさんの『個客識別マーケティング』で受けた衝撃は『全ての顧客は平等ではない』といった過去のマス・ 

     マーケティングの考え方を根底から覆す科学的アプローチは勿論のこと、『購買行動の動機は見返り（特典）に 

     左右される』といった人間心理に踏み込んだ洞察でした。過去、経済学では出てこなかったものです」 

（ウ） 「それらのヒントは第１章で紹介したように私の義母の購買行動からでした。 

     過去如何に根拠のあやふやな仮説とマーケティング神話に基づいて、スーパーの経営が行われてきたかを気づか 

     されたのです。科学的に事実に基づいたマーケティング（FactーBased Marketing)が必要であるとし、多くの 

     企業の分析を行った結果、導かれた『２大原則』です」 

（塾） 「過去から唱えられてきた『顧客は全て平等に扱え』、『全顧客同一価格』と言ったルールに対してのアンチテー 

     ゼでした」 

（ウ） 「実際にＦＳＰ実施企業の多くの経営者もこの点については半信半疑、疑心暗鬼といった状態でした。 

     本当に顧客ごとに販売価格を変えて問題ないのか？ 『一物一価』の常識の壁が立ちはだかっていました。 

     しかしながら実際に実施し、その後の多くの顧客意識調査の中からは『大賛成！沢山買う人には沢山サービスす 

     べき』とか『１個人として扱われる事を好む』といった意見が大勢を占めてました。 

     我々の過去からの思い込みと、実際の顧客の意識が大きくずれていたのです」 

（塾） 「私のいつも行っている理容店では名前を呼んでくれますね。１個人として扱われているから嬉しいですね。 

     初めて行く理容店、特に大きな店はダメですね。 

     その他大勢の扱いで機械的に処理されているようで居心地が良くありません」 

（ウ） 「顧客を名前で呼ぶ、笑顔で迎える、親しい挨拶をする、安否・ご機嫌を尋ねる・・・ 

     これらは一種の褒賞、即ち優良顧客としての見返りに当たりますね。人間は『自己の重要性を認められたがる経 

     済的な動物』なんです。私たちの行動はエコノミック（経済性）とエゴノミック（自我）に対する見返りに反応 

     して変わると考えられています。そのため行動は自然とポジティブ（良い）見返りをより多く求め、ネガティブ 

     （悪い）見返りは避けようとします。」 

（塾） 「自分の過去の購買行動を考えてみた場合、どういう訳か経済的行動、即ち機能・性能・低価格といった合理的な 

     動機からといったものは少ないですね。逆に何でこんなものを購入したのか？ と自分自身でさえも後で購入動 

     機を説明できないものの方が多いですね。期間や数量限定とか、特典・オマケ付きとか・・に飛びついてます。 

     私の同僚も出張する時、ある航空会社の便しか利用しませんし、宿泊もマイレージの特典が付くホテルを利用し 

     てまして出張先ではバラバラの行動になったこともありました。 

     大学等で習ってきた経済学では理論的には理解していても、小売業の店頭における顧客の購買行動とは異なるこ 

     とが多く、今ひとつもやもやしていた部分がありました。しかしながら、実際に消費者・購買者の立場で考えれ 

     ば、心理学的なものが購買行動により大きく影響していたことに気づかされます」 

（ウ） 「そうですね。低価格といった経済的理由だけで顧客は購買行動をとるわけではないと言うことが重要です。 

     もし、経済的合理性だけで購買行動が決まるなら、世の中全ての産業で低価格を武器とする企業一社のみが生き残 

     る事になりますが、実際の世の中はそうはなっていません。 

     小売企業にとって『何が売れたのか？』といった統計的手法だけでなく、顧客が『何故購入したのか？』といった 

     部分の追求の方が大切になってくるのです。当然マーケティングも大きく変わらざるを得ないのです」 

（塾） 「顧客の来店・購買を促す見返り、この良し悪しが企業間の差別化に繋がりそうですね。 

     Ｚ社さんではスーパーマーケットとして商品の鮮度、品揃え、（納得行く）低価格は当たり前。でもそれだけでは 

     お客様にはリピート客にはなっていただけない。そこに何かお客様に喜んでいただけるものが必須条件。 

     ということでキャッシュバックの仕組みを昔から行って厚い支持を受けておられます」 

（ウ） 「そうです。見返りは個々の顧客が喜んで受け入れてもらえるものにしなければ無意味なものとなるでしょう。 

     そこで私はＦＳＰで先行する企業の顧客の差別化の実現、即ち見返り（特典）のために利用されている代表的な手 

     法をそれぞれの頭文字が英語のＰで始まることから『１０Ｐ』に纏め上げました」（図 

 

 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ ０５ 



 

 

 

① Price （価格特典）  ： 

        会員（二重）価格、電子クーポン、ランク別価格 

② Purchases（購入総額特典） 

        一定期間、購入総額（１回） 

③ Point （ポイント特典） 

        購入金額、部門、単品、来店ゲーム、ビンゴゲーム 

④ Partner (提携店） 

        地域内の他業種との提携 

⑤ Prizes （懸賞・クジ） 

        懸賞、クジ引き、電子クジ 

⑥ Pro Bono （社会貢献） 

        寄付、学校にパソコンを贈ろう、協賛、サッカーのコーチ派遣 

⑦ Privileges （特別待遇） 

        特別招待、優待、誕生日プレゼント、感謝祭の七面鳥 

⑧ Personalization （個人対応） 

        お客様の名前での呼びかけ、会話 

⑨ Participation （顧客参加） 

        モニター制度、社外重役、グーフス 

⑩ Presto （即時性） 

        リアルタイム処理、対応  

 

FSPの見返り（特典）：『１０P』 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ ０６ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（４） 【優良顧客のＫｅｅｐ・Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ（維持）ー①】・・・一握りの優良顧客が支える企業経営 

 

（塾） 「ウルフさんの著書・『個客ロイヤルティ・マーケティング』（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社）では、ＦＳＰの命題であるロイヤルカ 

     スタマー（優良顧客）の維持・拡大がより鮮明に打ち出されていますが、もう少しお聞かせください。」 

（ウ） 「先ず１握りの上得意客・優良顧客が企業収益の大部分を占めるとお話しましたが、スーパーだけでなく、全てのビ 

     ジネスを行っている企業でも分析すると、比率は異なっても同じ状況が出てくるでしょう。 

     日本でも多分そのような結果が多く出てくると思います」 

（塾） 「日本のスーパーの場合には上位３０％の会員で購入額７０％のパターンがきれいに出てきます。 

     下位３０％では５％未満です。更に上位10％と下位１０％の年間購入金額で見ると５０～８０倍の差が出ます。 

     これがドラッグストアになりますと上位３０％で７８％、上位１０％で見るとなんと４７％も占める状況です。 

     百貨店、専門店に至っては限りなく上位２０％で８０％に近いと思います。 

     １０数年前の日本のS都市銀行のデータでは上位３７％で純益の１２４％を占め、更に上位1.3%の上得意客で、 

     7６%を占め、残り大部分の６３％の一般顧客は、純益ではマイナス２４％で足を引っ張っていたそうです」 

（ウ） 「何時までも優良顧客とそうでない顧客を同一線上において扱っていると、優良顧客は流出しますね。 

     優良顧客の重要性に気づかない企業は淘汰されます。何故なら見えない優良顧客争奪戦の土俵で戦えないからです」 

（塾） 「『顧客ロイヤルティ・マーケティング』の中では顧客を上位からダイヤモンド、ルビー、オパール、パールと分類 

     （格付け）されてましたが・・・。」 

（ウ） 「あれが正解ということではありませんが、顧客をマネジメントするひとつの考え方で紹介しています。 

     米国のある企業をコンサルしている中でも購入金額の高い優良顧客を分析して導いた『黄金律』を紹介しましょう。 

     毎４半期の購入金額が高ければ高い優良顧客は 

         ① 顧客維持率が高い。（即ち流出率が低い） 

         ② 粗利率が高い 

         ③ アイテム別平均売価が高い 

         ④ 来店頻度（週）が高い 

         ⑤ 毎回の購入金額が高い 

     という結果から導かれたルールです」 

（塾） 「優良顧客は来店頻度だけでなく、一回あたりの購入金額も高いということですね」 

（ウ） 「その通りです。それゆえにＦＳＰ（Frequent Shopper Program）によって優良顧客の維持、即ち競合他店に 

     流出させない囲い込みと、更に売上を拡大する戦略の取り組みを継続させていかなければならないのです」 

（塾） 「日本の企業ではこのような顧客のランク付け（格付け）は表立ってはやる事に抵抗が大きいですね。 

     昔銀行では預金の少ない一般顧客、即ち先ほどの６０数％を占める一般顧客ですが『ゴミ』といった隠語で言って 

     いたという噂があって、随分問題となったこともあります。日本的な建前と本音が現れたのでしょう」 

（ウ） 「心理的な壁ですね。しかしながら小売業も大量に仕入れたらメーカーにそれなりの値引き等を当然要求しますよね。 

     それは世の中の取引上『公正』な要求であり、常識として一般の消費者意識も一緒でしょう。 

     他の人たちよりもより多く購入している顧客はそれを認め、それなりの特典、感謝の意をキチンと表してくれる企 

     業にロイヤルティを感じるでしょう。チェリーピッカー（バーゲンハンター）と同じ扱いで言い訳がありません。 

     優良顧客には公平だけでなく、それなりの公正な対応が求められています」 

（塾） 「日本の中元、歳暮の考え方に似ていますね。お世話になった度合い、今後のお付き合いの濃淡をかんがえながら 

     相手に喜んでいただける商品を選んで贈りますから・・・」 

（ウ） 「ユークロップスでは上得意の顧客に感謝の意を表そうにも過去、それが誰か分からなかったが、顧客データベース 

     によって明らかになったと・・。 

     スーパークインでは出自がホテルですからリピート顧客の重要性を十分に認識して感謝を・・ということで「ブー 

     メランの法則」を自ら作り出しました。 

     テスコも低価格戦略から脱皮したのも、前CEOのテリー・リーフィー氏が自らの生協時代の経験があったからで、 

     上得意のお客様との個々の関係をベースに、『生涯にわたってのロイヤルティの獲得』といった理念を打ち出して 

     います。ＦＳＰは単なる販促テクニックではなく、企業側の顧客に対する感謝の理念が底流に流れています」 

   

 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ ０７ 



優良顧客の維持・拡大 

デシル   来店頻度（回）  購入金額（￥／回）    購入金額（￥／週） 

10       2.34回／週   ￥3,720.-          ￥8,705.- 

 9       1.42 〃     ￥2,708.-          ￥3,845.- 

 8       1.00 〃     ￥2,307.-          ￥2,307.- 

 7       0.70 〃     ￥2,089.-          ￥1,462.- 

 6       0.48 〃     ￥1,922.-           ￥923.-  

 5       0.32 〃     ￥1,803.-           ￥577.- 

 4       0.20 〃     ￥1,730.-           ￥346.- 

 3       0.10 〃     ￥1,620.-           ￥162.- 

 2       0.08 〃     ￥1,200.-            ￥96.- 

 1       0.05 〃      ￥760.-            ￥38.- 

         0.67 〃     ￥2,759.-          ￥1,846.- 

来店回数の多い顧客ほど購入額は多い 

（米国有名フードチェーン） 

（2011・FSP FORUM) 

ﾌｧｰｶﾞﾙ･ｸｲﾝ著・太田美和子訳 
かんき出版：￥１３００（税別） 

スーパークイン（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ）の「ブーメランの法則」 

顧：Ｐａｇｅ ０８ 

優良顧客のＬＴＶ（Life Time Value) 

顧客の分類 年間購入額 粗利率 利用年数 累積売上高 累積粗利高 

ロイヤル客 ２，７５６＄ ２５％ １７年 ４６，０５２＄ １１，７１３＄ 

常 連 客 １，４０４〃 ２２〃 １０〃 １４，０４０〃  ３，０８９〃 

浮 動 客   ４１６〃 １８〃  ４〃  １，６６４〃    ３００〃 

バーゲンハンター 

（ﾁｪﾘｰﾋﾟｯｶｰ) 
  １５６〃 １６〃  ２〃    ３１２〃     ５０〃 

間に合わせ客    ５２〃 １５〃  １.5〃     ７８〃     １２〃 

・ロイヤル客・常連客はバーゲン商品も購入するが、より多くの定番書言う品を購入する 

・バーゲンハンター（ﾁｪﾘｰﾋﾟｯｶｰ)、間に合わせ客は主にバーゲン商品のみを購入 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（５） 【優良顧客のＫｅｅｐ・Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ（維持）ー②】・・・『優良顧客の争奪戦』と顧客満足戦略 

 

（塾） 「ウルフさん。ＦＳＰの誕生と同時期に米国では『顧客満足』（Customer Satisfaction：CS）の潮流が企業経営 

     の中に入ってきたような感があるのですが・・・」 

（ウ） 「そうですね。マス・マーケティングの限界がきて、ワンtoワン・マーケティングが新たに登場してきた時期ですね。 

     従来の作れば売れた、並べれば売れた、買った商品のリスクは消費者側といった『供給側の論理』が否定され、メー 

     カーも小売業側もきめ細かに顧客のニーズに基づいた商品開発・品揃え、即ち『顧客側の論理』を実践しなければ経営 

     が立ち行かなくなったからです」 

（塾） 「何故その様に急に変化してきたのですか？」 

（ウ） 「１つには製品の過剰生産、小売業側の過剰な店舗によって消費者側に買う価格、タイミング等多くの選択肢が与えられ 

     た事によります。米国の消費者も学習して来ましたから『供給側の論理』が通用しなくなってきたと言うことです。 

     もう１つは日本の影響も大きかったでしょう。米国のＧＤＰの７０％は個人消費ですが、不況時においての高金利政策 

     によって高品質でリーズナブルな価格の製品が日本からもどんどん輸入されるだけでなく、故障等のリスクも日本メー 

     カーは取ったわけですから『供給側の論理』が通用しなくなったのです。車や家電が好例でしょう」 

（塾） 「なるほど。車や家電は日本国内での競争にもまれてきていますから、顧客ニーズに沿った製品開発は生命線でした。 

     東南アジア向けの電気炊飯器はおコゲが出来るような仕様にしてます。車もコイン置きや飲み物のホルダーをつけて 

     まして、欧米の車の設計者は車は走るためのもので、車中は飲み食いする場所じゃない・・と当初反対したそうですが、 

     逆に消費者からはその様なきめ細かさが歓迎され、欧米のメーカーも追随せざるを得なくなったと聞きました」 

（ウ） 「なるほど。一時期米国のメーカーも日本に学べといっていたことですね。９０年を境にプロダクト・アウトから、マ 

     －ケット・インの時代に突入したと言うことで、経営も消費者ではなく、顧客を獲得し、維持し、拡大していくといっ 

     た経営戦略が求められてきますし、その場合重要なのは『顧客満足』です。航空業界でアメリカン航空がマイレージカ 

     ードをスタートさせたのもこのような『顧客満足』を確立してゆこうといった経営戦略上の背景があります。」 

     航空業界のマイレージカードはＦＦＰ（Frequent Flyer Program)、小売業界のＦＳＰの元祖ですが・・・」 

（塾） 「当時多くの『顧客満足』に関する書籍が出ましたが、ベッツィ・サンダースさんがノードストローム百貨店について 

     書かれた本等の中に、『他の店で満足した顧客は、今までの店に不満を抱く』というフレーズは、私の営業体験からい 

     っても、顧客の潜在的不満を無視してはいけないといった非常に重い真実であると思い知らされました」 

（ウ） 「それだけじゃありませんよ。『不満を抱いた顧客の９６％は黙って二度と来店しなくなる』と言うように顧客流出に繋 

     がってしまいます。その不満の最も大きな原因は『従業員の無関心な態度』が殆ど（６８％）だと言われています。 

     あのウォルマートでさえ店頭に『グリーター』を置いて顧客をにこやかに迎えて案内し、店内でも『１０フィートルー 

     ル』があって、買い物客と１０フィート（３ｍ）以内に接近したらにこやかに挨拶し、話掛けなさいとしています。 

     創業者の故サム・ウォルトン氏も『ウォルマートの売上・利益を支えてくれているのは広告等でつられて来店するワン 

     タイム・バイヤーではなく、何時も来店してくれる満足した上得意客である』と言っていたそうです」 

（塾） 「日本の小売業の多くは『顧客満足』や『顧客第一主義』を掲げ、家訓として額に入れたりトップが事あるたびに社員に 

     訴えていますが・・・・」 

（ウ） 「訓話だけでは掛け声だけの空洞化したものとなります。具体的な施策を講じていかないと・・・」 

（塾） 「ＦＳＰのユーザーの中には『顧客満足』を具体的に実践している企業が多いです。ウルフさんも行かれた東京のＯ社。 

     創業者の方は『スーパーマーケットとして商品の品揃え、鮮度、価格についてお客様の満足を獲得するのは当然の事。 

     但し、それだけではお客様はリピートになってくれない。お客様の期待の上、即ち喜んでいただける事をしないといけ 

     ない』としてキャッシュバックカードを中心に、『お客様がわがままを言える店に！』と客注商品の展開や、店長が 

     上得意客の顔を４００人ぐらい覚える等の努力をしています。同社ではこれを『喜客』の精神と呼んでいます」 

（ウ） 「ドロシーレーン・マーケット、ユークロップス、スーパークイン等のＦＳＰ代表的企業と共通していますね」 

（塾） 「福岡のＭ社さんのトップは『店をつぶすのは競合店ではない。お客様だ。お客様が来店しなくなったら店はスグつぶれ 

     る』と、従来は安売り一辺倒だった店を『食の安心・安全』の店として作り変え、上位顧客には温泉やプロ野球観戦等 

     のご招待を通じての絆つくりで非常に良い業績を上げておられます」 

（ウ） 「そういえばＡ社さんのＫマネージャーもＦＳＰの目的に関しては『カード会員自身、会員のご家族、そして地域全体で 

     喜んでいただける』ことを目指してましたね。小売企業間の競争は『優良顧客の争奪戦』ですから、『顧客満足（ＣＳ） 

     』だけでなく、その上を狙った『喜客（Customer Delight:CD』の努力がＦＳＰの成功のキーとなりますね」 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ ０９ 



出典：「サービスが伝説になる時」 

      ﾍﾞｯﾂｨ･ｻﾝﾀﾞｰｽ著（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社） 
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「不満を感じた顧客の96％は黙って２度と来店しなくなる」 

（米国のｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄでは年間23～30％の顧客が流出） 
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経営（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）の変化 

出展：寺子屋 
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ﾛｲﾔﾙﾃｨ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの本質＝顧客の期待を上回る…！ 

個客の顕在的欲求のみならず、潜在的な欲求をも充足し、「まさかそこまで・・・・」という 

個客の期待をも超える充足感と効果的な驚きを提示する戦略である。 

E-Plus戦略 

優良顧客の維持・拡大 

顧客が抱く事前の 

期待･ﾆｰｽﾞ・要求 

出典：寺子屋プロジェクト 

顧：Ｐａｇｅ１０ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（６） 【優良顧客の流出問題について】・・・優良顧客を引き戻せ！ 

 

（塾） 「優良顧客の流出についてもう少しお聞かせください」 

（ウ） 「９０年代のワンtoワン・マーケティングの登場でLTV（生涯価値）の重要性がクローズアップされました。 

     例えば自家用車を考えた場合、数年で乗り換えるとして顧客の１生涯で１０台近い車の需要があり、数千万円の 

     販売が期待されるわけです。同様に年間１００万円近くをスーパーで購入してくれる顧客は10年、20年で考え 

     て行けば相当な将来への売上の獲得が約束されたも同然となります」 

（塾） 「日本のスーパーでも年間購入金額ランキングを見ていきますと１００万円以上の顧客が想像以上に多いですし、 

     中にはZ社で見た通り数百万円、中には１千万円を超える顧客がいたりします。 

     しかしながらそのような優良顧客の存在は余り知られていませんし、顔も名前も知らない上に何のアクションも 

     していない企業が多いです。例えば明日から競合他店に流出しても分からないといった状態です」 

（ウ） 「非常に怖い話です。商品ロスに関しては非常にきめ細かく管理・監督し、評価制度にも反映されますから現場の 

     方々も日常的に注意を払うでしょうが、優良顧客のロスト（流出）には何の手も打っていないわけですね。 

     商品ロスは単年度のもので限定的です。翌年に向けて改善は可能ですから努力の積み重ねが改善につながります。 

     しかしながら優良顧客のロストは毎年の売上減と、未来の売上累計で数千万円を失うことになり、企業の経営基 

     盤を危うくするものです。商品ロス同様に店長の評価制度・褒賞制度に組み入れるべきでしょう。 

     経費的にも、労力的にも優良顧客を維持するほうがはるかに安いのです」 

（塾） 「顧客データベースの構築や運用経費、維持のための特典の経費等、経費負担が増えると思いますが・・？」 

（ウ） 「新規顧客獲得コストと、既存顧客維持コストとでは前者は５～７倍の経費が必要となるといったデータがありま 

     す。頻繁に来店する優良顧客にはチラシ費用は不要ですし、購入客単価は高いですし、優良顧客のニーズに絞っ 

     た品揃え・価格を設定をする事によって余計な値引きや商品ロスは無くなります。」 

（塾） 「マス・マーケティングの場合、何十年来の優良顧客も、チラシに釣られてきた初来店客も、全て新しい顧客とし 

     て扱ってますね。区分はしていないわけです。ところで顧客の流出率っていったいどのくらいなのでしょうか？」 

（ウ） 「米国の複数のチェーンの４半期ごとの流出率ですが 

         ダイヤモンド（優良顧客）    ３％ 

         ルビー   （準 〃 ）   １１％ 

         オパール  （通常 〃）   ２２％ 

         パール   （準 〃 ）   ３３％   加重平均 ２６％ 

         新規顧客           ４０～６０％      

     平均して３５％＋α といったところでしょうか・・・。日本は如何ですか？」 

（塾） 「きちっとした数字は持ち合わせていないのですが、ある複数の企業さんの実数値では約１５％でした。 

     確かに上位３０％の流出は少ないですし、競合店の進出やチラシに影響を受けるのはデシル４以下です」 

（ウ） 「なるほど。では日本の企業ではどの様なリテンション（維持)策を講じているのですか？」 

（塾） 「I社さん、O社さんの事例ですが、デシル分析でランクダウン顧客を分析しています。ランク１からランクダウン 

     した会員の個人氏名、住所、部門別購入推移当と照らし合わせて、新規出店や競合店のプロモーションの影響を 

     考察します。部門での落ち込みがあった場合には競合店と品揃え、価格帯について比較分析を行い、改善します。 

     ランクダウン情報は店長にも知らされ、過去には直接アンケートという体裁で自宅訪問し、原因究明とクーポン 

     券提供等で再来店を促しました。昨今ではDMにアンケート、クーポン券機能を持たせてます」 

（ウ） 「なるほど、効果は如何ですか？」 

（塾） 「多いときでは５０％近く再来店頂いているようです。やはり接客を含めた対応に対する不満が多いそうです。 

     日本の場合、不満を抱いた顧客の９０数％以上は黙って２度とその店に行かなくなるそうですから・・」 

（ウ） 「デシルのランク推移を見てアクションするサイクルはどのくらいですか？」 

（塾） 「２ケ月サイクルが多いようですが・・・」 

（ウ） 「それは長い。１ケ月のサイクルに直すべきだと私は思います。アクションは早いほど良いと思います。 

     それから流出で会員数は目減りするのですから、会員募集は常時行うべきでしょう。 

     会員数は１日の平均来店客数の３倍が最低ラインと考えたほうが良いでしょう」 

   

 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ １１ 



デシル分析によるランクダウンのチェック 

店舗グループ: 

店舗: 

期間: 

|▲ 

|▼ 

|▲ 

|▼ 

|▲ 

|▼ 

ランクS ランクA ランクB ランクC ランクD ランクE ランクＦ ランクZ 合計 

ランクS 438 3.81% 243 2.11% 162 1.41% 108 0.94% 99 0.86% 111 0.96% 102 0.89% 114 0.99% 1377 11.97% 

ランクA 279 2.42% 318 2.76% 303 2.63% 150 1.30% 81 0.70% 111 0.96% 84 0.73% 78 0.68% 1404 12.20% 

ランクB 165 1.43% 375 3.26% 546 4.74% 138 1.20% 108 0.94% 138 1.20% 84 0.73% 93 0.81% 1647 14.31% 

ランクC 45 0.39% 102 0.89% 174 1.51% 132 1.15% 102 0.89% 150 1.30% 135 1.17% 78 0.68% 918 7.98% 

ランクD 72 0.63% 87 0.76% 213 1.85% 105 0.91% 147 1.28% 135 1.17% 135 1.17% 126 1.09% 1020 8.86% 

ランクE 98 0.85% 138 1.20% 45 0.39% 195 1.69% 117 1.02% 177 1.54% 186 1.62% 156 1.36% 1112 9.66% 

ランクF 54 0.47% 51 0.44% 192 1.67% 147 1.28% 174 1.51% 240 2.09% 180 1.56% 234 2.03% 1272 11.05% 

ランクZ 12 0.10% 156 1.36% 102 0.89% 168 1.46% 162 1.41% 225 1.96% 240 2.09% 270 2.35% 1335 11.60% 

ランク計 1163 10.11% 1470 12.77% 1737 15.10% 1143 9.93% 990 8.60% 1287 11.18% 1146 9.96% 1149 9.99% 10085 87.64% 

新規計 39 0.34% 147 1.28% 198 1.72% 156 1.36% 150 1.30% 225 1.96% 249 2.16% 258 2.24% 1422 12.36% 

合計 1202 10.45% 1617 14.05% 1935 16.82% 1299 11.29% 1140 9.91% 1512 13.14% 1395 12.12% 1407 12.23% 11507 100.00% 

前期 

今 

期 

グラフ表示 戻 る 表示 顧客一覧 

最上位ランクＳからランクＥに９６人落ちた！ 

誰が？どの地域？どの部門が？どのアイテムが？  

 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ １２ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

優良顧客の維持・拡大 

（７） 【日本の優良顧客の歴史的考察】（2001年）・・「千客万来」の思想 

 

（塾） 「実はＦＳＰを学べば学ぶほど、その考え方は日本には３５０年前から存在したものとの意を強めています」 

（ウ） 「ほう、確かに米国は２３０年余の歴史で小売業の近代化の歴史も１２０年余りで日本に比べて浅いですからね」 

（塾） 「約３５０年以上前の江戸時代、日本は当時の幕府の財政難を期に米中心の経済から貨幣経済に移行しました。 

     江戸といった当時世界最大の消費都市では、幕府の御用商人から民間の商業資本に主導権が移り、石田梅岩、鈴木 

     正三といった市井の学者が日本の資本主義の精神を作ったとされています。基本的には仏教と儒教がベースとなっ 

     てビジネスの底流に流れる、そうですね、今で言うコンプライアンス的なものが確立されました」 

（ウ） 「なるほど。米国の資本主義の底流にはプロテスタント、即ち清教徒革命の自由・独立・平等・清潔・フェアの 

     精神が流れているとされています」 

（塾） 「日本の呉服系の百貨店の多くはその頃に誕生しています。三越（越後屋）、高島屋、大丸、松坂屋等です。 

     その多くはお客様第一主義を掲げて、お得意様を大切にして、代々取引することを目指していました。 

     当時の商人は取引を記録した『大福帳』、今で言うデータベースですね、それと『顧客台帳』を大切にして、神棚 

     に祭って朝夕拝んだそうです。お得意様は神様より大切な存在であるとしました。 

     何故なら拝んでも神様は何もしてくれないけど、お得意様は売上と利益を運んできてくれるという事だそうです」 

（ウ） 「お客様は神様より上の存在？」 

（塾） 「それら『大福帳』や『顧客台帳』は水に濡れても大丈夫のように工夫されていたそうです。 

     当時の江戸では大火事が多かったそうですが、火事になると井戸に放り込んで燃えるのを防いだそうです。 

     店の建物や商品が燃えたとしても、お得意様の名簿があれば商売はすぐ再開できるとの思いがあったようです」 

（ウ） 「まさに優良顧客こそが企業の資産という事を理解して実践していたのですね」 

（塾） 「三越の源流、越後屋を創設したのは三井八郎兵衛高利という人ですが、現金掛値なし、当日お仕立等の当時の商売 

     にイノベーションを持ち込み、大衆化に成功しましたが、『売り手喜び、買い手喜び、共にその永きを喜ぶ』とい 

     った家訓を残しているそうです。お客様との相互満足（Win-Win）の関係を親から子、子から孫へ伝えて行こうと 

     いう理念が３５０年以上も続く企業のバックボーンになったのでしょう」 

（ウ） 「テスコ（英）では『顧客の生涯にわたるロイヤルティの獲得』を理念にしてますが、それより永い将来にむけての 

     理念ですね。こういうものがＤＮＡとして企業経営の底流に無いと企業は継続できないのかもしれません」 

（塾） 「英語でそのロイヤルティの日本語訳に苦労したことがありました。 

     和訳ですと『忠誠心』ですが、日本ですと主従関係をイメージさせる言葉で、顧客の店に対する忠誠心ではどうも 

     具合が悪い表現でした。しかしながら日本にはあったんです。 

    『お得意様』『ご贔屓』『ご愛顧』『お引立て』の言葉がそれであり、江戸時代の商人はこれらの獲得のために日夜 

     努力し、且つ感謝の意を絶やさなかったようです」 

（ウ） 「ロイヤルティ・マーケティングが３００年以上前から実践されていたわけですね。驚きです」 

（塾） 「それだけではなく、単純な値引等による無闇な顧客勧誘も戒めていました。 

     『千客万来』という言葉がありますが、何万人もの不特定多数のお客様が来店するよりも、上得意客が千人であっ 

     ても何万回もリピートで来店する店を理想としています。 

     東京のＯ社では創業者のトップがカード会員の購入金額が非会員よりも高く、且つリピートになってくれる事を熟 

     知していますから、新店舗の開店時には自らが店頭に設置した申し込みテーブルを前に会員の募集の声がけを積極 

     的にやっていたのが印象的です。顧客第一主義・・・の本質を十二分に理解され、体現されていた方でした」 

（ウ） 「まさにＦＳＰですね。ＦＳＰの考え方は洋の東西や時代を超えた普遍性を持っていることを感じます。 

     国や企業によってその形は違っていても、その底流にある考え方は変わらないと確信しています」 

（塾） 「日本では戦後、米国からセルフサービスやチェーンストア、スーパーマーケット理論等が導入され、規模の急速な 

     膨張によって、何時しかこれら基本的なことが忘れられてきました。 

     ウルフさんから教えていただいたＦＳＰは、もう一度日本の小売業の原点を見直す機会を頂いたという想いです」 

   

 

顧：Ｐａｇｅ １３ 



営業 勘定帳、得意先名簿 
（Webより）  大福帳 

江戸時代からの和製顧客データベース 

優良顧客の維持・拡大 

三井八郎兵衛高利 

世界最初の百貨店の元祖・越後屋呉服店 

越後屋（三越）    1673年 

ボン・マルシェ（仏） 1852年 

顧：Ｐａｇｅ １４ 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（８） 【優良顧客の維持のための工夫】・・・優良顧客のＫｅｅｐ策は・・？ 

 

（ウ） 「会員と非会員の差別化がＦＳＰの第一ステップですが、会員顧客を識別して上位顧客に特典を傾斜させて囲い込み 

     と売上の向上を狙う第二ステップの状況はどうでしょうか？いわゆる第２幕の序章ですが・・・」 

（塾） 「第二ステップまでは積極的に各社取り組んでいます。ポイント制自体、累進性、即ち沢山購入すれば沢山ポイント 

     が貯まるわけですが、月間の購入金額で翌月のポイントレートが変わるとか、ボーナスポイントをプレゼントする 

     とかいった形が多いですね。ポイントが蓄積されるほど他店に流出するリスクは減少します。 

     Ｉ社さんの場合には月間購入額が例えば５万円以上の顧客には店長プレゼントとして季節の果物等提供しています。 

     レシートにはポイント累計の他に、当月購入累計が印字されているわけですから、月末になると翌月分を前倒しで 

     購入して特典をゲットする顧客まで現れてます。」 

（ウ） 「なるほど。月間購入額での特典ですね。月間だけですか？」 

（塾） 「いえ、半期ごとに上位顧客に対してボーナスポイントや商品券、クーポン券等出している企業がありますし、一部 

     の優良顧客には社長名で礼状と共にワインや高級牛肉を贈ったと言う企業もありました。 

     特典を得た顧客は思いがけないプレゼントに非常に喜んでくれたそうです」 

（ウ） 「特典とは感謝の気持ちが形として現れたものですし、思いがけない分、お客様の感動も大きいでしょう。 

     優良顧客の囲い込みで他にユニークなものはありますか？」 

（塾） 「ウルフさんが訪問したＹ社さんではご存知の通り月間３万円以上購入の顧客をスター会員として翌月には特別会員 

     価格の商品が購入できる特典がありました。」 

（ウ） 「確か一般価格、会員価格、スター会員価格の３つの価格を使ってましたね。米国のランク別価格ですね」 

（塾） 「実は日本ではマーチャンダイジング面で優良顧客対応をしているケースがでてきました。 

     優良顧客に対応した品揃えの改善です。」 

（ウ） 「具体的にはどの様な取り組みですか？」 

（塾） 「O社さんでは優良顧客の購入アイテムを分析した結果、月に1個売れるかどうかの高級インスタントコーヒーや、 

     ピクルス大瓶等を置いています。これら商品アイテムのＡＢＣ分析ではＣランクで陳列棚から排除されるべき商品 

     なのですが、分析した結果月間１０万円以上購入している優良顧客か購入していました。 

     その優良顧客にとってはそれらは必要アイテムであり、店舗への来店の動機付け、競合他店との差別化と言うこと 

     では決して切らしてはならない商品と言うことで、常時置くようにしてるそうです」 

（ウ） 「なるほど・・。企業側の都合ではなく、あくまで優良顧客の都合を優先させた品揃えですね」 

（塾） 「Ｍ社さんでは月間４万円以上の顧客を優良顧客として位置づけ、部門、単品レベルで購入内容の分析をしています。 

     ４万円という数字は会員の世帯で生鮮３品全てを購入しなければ到達しないものであり、鮮魚は購入しているが精 

     肉は購入していない等の分析や、競合店とのベンチマークをして品揃え改善に生かしています。 

     例えばイタリア直輸入のパスタ、チーズの品揃えを充実させてプロモーションをやっても、青果売場ではパプリカ 

     が無い、鮮魚売場ではイカ、アサリ等が貧弱という状況がいたるところにあります。 

     部門担当者の優良顧客のイメージが統一されないと部門間の品揃えのアンバランスが出て、チャンスロスにつなが 

     るリスクが大きくなりますね」 

（ウ） 「私がユークロップスやドロシーレーン・マーケットでいつも感じるのは、店全体が１人の統一された意思で動いて 

     いると言ったものです。多分、経営者の思い・経営理念と優良顧客の明確なイメージが従業員にも共有されて、そ 

     れが各部門においても品揃え、サービスに反映されているのでしょう」 

（塾） 「そういえば、70年代半ばに米国の百貨店が復権したことがありましたが、NYのブルーミングデール百貨店では全館 

     統一したコンセプトの下で品揃え、サービスを追及してました。『アンブレラ・スキーム』、即ち統一した考え方・ 

     計画の『傘の下』で全てのオペレーションが行われるやり方でした」 

   

 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ １５ 



Ｓ社（山
梨） 

Ｎ社（広島） 

優良顧客の維持・拡大 

月間購入額による特典 
（店長プレゼント） 

前月のお買上累計金額 

累計金額   ￥54,321 

  ＜ＤＱ月間特典おしらせ＞ 

前月お買上累計金額が２万円以

上の会員様は画面下に「発券」ボ

タンが表示されます。 

ご確認後、ボタンをタッチし割引

券をプリントして下さい。 

  ５万円以上１０％割引券 4枚 

  ４万円以上１０％割引券 3枚 

  ３万円以上１０％割引券 2枚 

  ２万円以上１０％割引券 1枚 

今月のお買上累計金額 

累計金額   ￥12,345 

発 
券 

Ｉ社（大阪） 

特別優待･招待 

半期の特典 

顧：Ｐａｇｅ １６ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（９）【チェリーピッカー問題ー①】（2003年）・・・・「チェリーピッカー白蟻論」 

 

（塾） 「優良顧客の対極のチェリーピッカー（バーゲンハンター）についてお聞かせください」 

（ウ） 「不況期になると各小売企業は当然のように低価格競争を繰り広げます。消費者に来店してもらうためには他店より 

     も目を引く低価格を打ち出さざるを得ず、出血目玉商品をチラシの前面に大々的に打ち出します。 

     １個買ったらもう１個無料で差し上げます・・なんていうのは日常的に行われています」 

（塾） 「日本では余り例を見ないですね。メーカーがまだまだ価格に対する支配権を持っているからでしょう」 

（ウ） 「競合対策上の理由からチラシの出血目玉商品の中には当然、仕入原価を割ってしまうものが多くあります。 

     チラシ掲載の出血目玉商品で顧客の来店を促し、それらを購入するとともに、他のプロパー商品をも一緒に購入し 

     てもらうことによって、売上と利益の獲得ができるといった前提でビジネスモデルが作られています。 

     しかしながら消費者も学習します。多くのチラシの中から出血目玉商品だけを見つけ出し、それだけを購入する消 

     費者が登場し、このビジネスモデルが壊れてきたのです。（＝チェリーピッカー・バーゲンハンター） 

     仕入原価１００円の商品を７０円の売価をつけて売っても、チェリーピッカーはそれのみを購入して帰る訳ですか 

     ら、店にとっては赤字を増やす厄介な存在となります」 

（塾） 「日本でもようやく最近、企業トップが気が付き始めたようです。 

     実はある大手スーパーの決算報告のコメントで低価格競争に走りすぎ、チェリーピッカーを引き寄せた事が原因で 

     粗利率が落ちたという記事がありました」 

（ウ） 「なるほど。チェリーピッカーは数値的にどの程度影響していると見ていますか？」 

（塾） 「チェリーピッカーの定義が難しいのですが、あるFSPを実施しているスーパーの分析結果を見ると、チラシ掲載の 

     出血目玉商品のみを購入した顧客が３４％、出血目玉商品と他の特売商品を併せて購入した顧客が３９％、出血目 

     玉、特売、定番商品を併買してくれた顧客が３７％といった恐るべき数字が出ていました。 

     ある大手スーパーでの分析も健康卵をお1人様１個限りで９８円にしたところ、多くの顧客が開店３０分の間に数 

     回並んで購入していた結果が出ました。全購入客の１４～１８％を占めています」    

（ウ） 「1人で何度もチェックアウトに並ぶなんて、まさにプロのチェリーピッカーですね」 

（塾） 「実は私の家内も時にはチェリーピッカーに変身しているようで、ラップや調味料等、出血目玉商品は機会あるごと 

     に購入して、キッチンの引き出しの中に相当量ストックしています。勿論、お一人様１点限りでは2度以上並ぶこ 

     ともあるようですし、休日には私をムリヤリ連れて行って２人としてカウントしてもらうこともあります」 

（ウ） 「なるほど。日本国民総チェリーピッカー予備軍ですね（笑） 

     先ほどの大手スーパーの決算時の話のように、チェリーピッカー問題は企業の収益を悪化させる程深刻なものとな 

     っています。チラシで客数と売上が増えたと喜んでいますが、その分確実に赤字であり、粗利率は下がります。 

     もっと大切なことは、優良顧客がもたらしてくれた利益をチェリーピッカーに提供している事です。 

     本来ならば優良顧客に還元しなければならない値引・割引の原資が垂れ流されている訳で、『不公平』です。 

     このままでは優良顧客も競合他店へ流出してしまうでしょう」 

（塾） 「ところで日本にはパチンコという一大遊戯産業がありますが、開店前から出血目玉台を求めてプロ（？）のパチン 

     カーが大勢並んでいます。店としても利益を持っていかれるだけでなく、最悪経営破たん・閉店に追い込まれるや 

     っかいな存在として対策を立てざるを得なくなっているようです。まさに家を食い荒らす『白蟻』かもしれません。 

     同様にスーパーでも常連の万引きの存在は、経営を危うくする存在と言うことで警備員が活躍しているそうですが 

     チェリーピッカーの研究と対策をもっと日本では考えていくべきタイミングに来ていると思います」 

（ウ） 「チェリーピッカーをより上位のランクにムーブアップ（押し上げる）が出来ないのでしたら、ムーブ・アウト『排 

     除』、即ち来店するメリットをなくして、他の店に行ってもらうしかないでしょう。 

     ドロシーレーン・マーケットのトップは『過去優良顧客のもたらしてくれた利益をチェリーピッカーに垂れ流して 

     きた。ＦＳＰによって最早優良顧客をチェリーピッカーと同じ扱いをしなくて済むようになった』と喜び、 

     『だから私どもでは30％以外のお客様にはまったく特典を差し上げません』と方針を明確に出しています。 

     顧客は企業にとって大切な資産です。資産である以上優良資産、不良資産を見分けて優良資産をより多く増やして 

     活性化し、不良資産は排除することが当然であり、商品と顧客に対しても同様に大切なことです」 

（塾） 「日本ではお客様は資産というより『お客様は神様です』と何の疑念を持たずに有難がる素地があります」 

（ウ） 「神様の中には『貧乏神』や『死神』もいますよ・・・・」 

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ １７ 



「２０：８０：３０の法則」（コトラー） 

  上位顧客２０％で利益の８０％を獲得するが 

       その利益の５０％は下位３０％の顧客によって失われる」 

顧 客 の 種 類 年間購入額 荒利率 
利用 

年数 
累積売上高 累積荒利高 

ロイヤル客 
（上得意客） 

2､756 $ 25% 17年 46､052 $ 11､713 $ 

常 連 客 1､404 $ 22 % 10 年 14､040 $   3､089 $ 

浮 動 客    416 $ 18 %  4 年  1､664 $      300 $ 

ﾊﾞｰｹﾞﾝﾊﾝﾀｰ 
（ﾁｪﾘｰﾋﾟｯｶｰ） 

   156 $ 16 % 2 年     312 $        50 $ 

間に合わせ客     52 $ 15% 1.5年       78 $        12 $ 

上位３０％ 

売上の７５％ 

下位３０％ 

売上の４％ 

資料提供：ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ 

顧客の分類と貢献度 

優良顧客の維持・拡大 

34％ 

39％ 

37％ 

超特売商品のみ 

購入の顧客 

特売商品のみ 

購入の顧客 

定番商品の 

併買 
1 健康卵（Ｌサイズ） 9:36 1 98 

2 健康卵（Ｌサイズ） 9:39 1 98 

3 健康卵（Ｌサイズ） 9:41 1 98 

4 
健康卵（Ｌサイズ） 
ｼﾏﾀﾞﾔ３食うどん 

9:44 
1 
1 

98 
98 

5 健康卵（Ｌサイズ） 9:48 1 98 

お買上ＴＯＴＡＬ 6 588 

1 健康卵（Ｌサイズ） 9:36 2 196 

2 健康卵（Ｌサイズ） 9:42 1 98 

3 
健康卵（Ｌサイズ） 
味の素ｷｬﾉｰﾗ油 

9:51 
1 
1 

98 
198 

お買上ＴＯＴＡＬ ５ 590 

６０代女性 

３０代女性 

チェリーピッカーの跳梁 

顧：Ｐａｇｅ １８ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１０）【チェリーピッカー問題ー②】（2003年）・・・・「プーラマグプタの理論とチェリーピッカー」 
 

（塾） 「チェリーピッカー問題をお話しているうちに、ＮＣＲの教育で登場したプーラマグプタの理論を思い出しました」 

（ウ） 「プーラマグプタ？」 

（塾） 「ええ。６・７世紀に掛けて活躍したインドの数学者の名前です。彼は当時から『０』と『負』の数に触れています 

     実は日本ＮＣＲが戦後、日本にスーパーマーケット理論を導入して普及活動をしていた時に経営手法として『部門 

     管理』の考え方も併せて指導していました。店舗の売上・利益を一括して管理するのではなく、精肉・鮮魚・青果 

     日配品、一般食品等の『部門』に分けて利益管理を行いなさいというものでした」 

（ウ） 「なるほど。それは今でもスーパーマーケットの経営の基本になっていますね」 

（塾） 「当時は街中の肉屋さん、八百屋さん、魚屋さんがスーパーマーケットを始める訳ですから、得手不得手の分野が存 

     在するのは当然です。ですから『部門管理』とスーパーマーケット経営は一体化したものとしてました」 

（ウ） 「なるほど。しかしプーラマグプタの理論とはどの様に関わってくるのですか？」 

（塾） 「スーパーマーケットの部門を仮に８部門にします。分かりやすいようにそれぞれの部門の売上金額を１億円、利益 

     を１００万円とします。店舗の総売上金額は各部門の売上の総和である８億円となります。 

     利益の計算ですが売上と大きく異なるところは赤字も存在すると言う事です。そこでもし精肉部門だけが１００万 

     円の赤字で他の７部門の利益が１００万円としますと、総利益は６００万円になります。 

     即ち小売業の売上の計算式は 売上は単純に８部門の売上の総和になりますが、利益に関しては赤字部門・『負』 

     の数値が他の部門の利益を食うこととなり、全体の足を引っ張る存在となる訳です 

     このように我々の営業の諸先輩はプーラマグプタの『負』の数を用いた理論で経営者を説得して行ったのです。」    

（ウ） 「小売業の『売上高至上主義』の危険性を語ってきたわけですね」 

（塾） 「売上高は日々の積み上げですから非常にシンプルです。しかしながら利益に関しては仕入、値入、在庫、売変、ロ 

     スといったオペレーションで変化しますし、経費と言ったもののコントロール等を加えた複雑なプロセスの中から 

     結果として出てくるものです。それだけに売上高は店舗単位でも構わないのですが、利益管理ともなると商品特性 

     にあわせたグループ、即ち『部門』ごとによる利益管理が必須となるとしたのです」 

（ウ） 「小売業のマーチャンダイジングの基本ですね。 

     原因を追究して、その原因となる部分を修正していかないと、悪い影響が回りに及んで更に悪化する事になる訳で 

     すね。折角努力して利益をひねり出しても、他の部門の赤字で消えていくのは空しいですね」 

（塾） 「過去、小売業の従業員の業績評価は売上高中心でした。高度成長期にあっては『売上は全てを癒す』と言うことで 

     企業利益を左右する問題点についてはスルーしてきました。評価基準もその殆どが前年対比の伸び率でした。 

     バブル崩壊後は既存店の売上高は前年を割る状況が続き、利益確保が困難になってきて、マーチャンダイジング上 

     の数値的な評価が厳しくなってきましたが・・・・・」 

（ウ） 「しかしながら、もう1つ利益を大きく左右する顧客といったモノサシが欠落していた・・・・」 

（塾） 「おっしゃるとおりです。前回チェリーピッカーを『白蟻』といったひどい表現を使いましたが、『部門管理』に置 

     き換えてみれば赤字部門と一緒で、他の部門が稼いだ利益を垂れ流している存在です。小売業の経営者はそれらチ 

     ェリーピッカーをチラシで呼び込んで、売上金額のアップだけで評価して喜んでいるわけです。 

     プーラマグプタの理論を当てはめた利益という面では、全体の数値を押し下げていることすら認識してません」 

（ウ） 「それはＦＳＰ以前のスーパーマーケットの経営技術的問題でもありますね。 

     『売上高至上主義』の何者でもありません。確かに売上高については従業員も分かり易いですから、企業目標とし 

     て一致団結して追求し易い面があります。しかしながら利益を上げるのはマネジメントに依るところが多いです」 

（塾） 「そうなんです。私の親しいコンサルタントのＨさんがいるのですが、実はＦＳＰのコンサルという事であるスーパ 

     ーマーケットに入ったのですが、チラシをばらまき、低価格を打ち出し、企業自体が赤字でＦＳＰのコンサル以前 

     の状況という事で、上記のスーパーマーケットの経営のイロハから入らざるを得なかったそうです。 

     すぐチラシを大幅削減しましたが、売上は前年比１５％以上の減少、但し粗利率は向上して営業利益は黒字に転換 

     したそうです。要はチェリーピッカーの排除によって売上高は減少しても利益は確保できると言うことを立証した 

     わけです。経営者は売上高が前年比大幅にダウンしたわけですから青くなったでしょうが、営業利益が黒字化した 

     という事でＦＳＰの必要性を認識させられたと思います」 

（ウ） 「過去、企業の優劣が売上高や前年対比で語られてきていましたが、営業利益率等で見るべきでしょうね。    

     １００億円の売上高で利益１億円の企業と、３０億円の売上高で利益１億円の企業では後者の経営の方が高く評価 

     されるべきでしょう」 

      

優良顧客の維持・拡大 

顧：Ｐａｇｅ １９ 



「プーラマグプタの理論」（『負』の数の概念） 

  1つの部門の『負』の数値（赤字）は 

       他の部門の黒字を食いつぶす 

売上高  （小売業では積み上げ方式で基本的に『負』の数値はない） 

優良顧客の維持・拡大 

部門１ 

１億円 

部門２ 

１億円 

部門３ 

１億円 

部門４ 

１億円 

部門５ 

１億円 

部門６ 

１億円 

部門７ 

１億円 

部門８ 

１億円 

部門Ｔｏｔａｌ 

８億円 

部門１ 

１億円 

部門２ 

１億円 

部門３ 

１億円 

部門４ 

１億円 

部門５ 

１億円 

部門６ 

１億円 

部門７ 

１億円 

部門８ 

▲１億円 

部門Ｔｏｔａｌ 

６億円 

利 益  （利益上の『負』の数値＝赤字） 

1000人 

2000人 

3000人 

4000人 

      0人 

ﾁｪﾘｰﾋﾟｯｶｰ 

28.5% 

ﾁﾗｼﾕｰｻﾞｰ 

21.5% 

ﾗｲﾄﾕｰｻﾞｰ 

21.5% 

固定客 

28.5% 

顧客数 

15.7% 

16.3% 

25.3% 

42.7% 

売上構成 

7.8% 

18.3% 

75.4% 

利益構成 

▲1.5% 

資料：日本食料新聞 

        1999年11月･IY 

顧客の売上・利益の貢献度 

・チェリーピッカーは売り上高に貢献しても 

 利益でみればマイナスで足を引く存在 

顧：Ｐａｇｅ ２０ 



マーケティングに 

関する議論 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

マーケティングに関する議論 

① 【日本小売業のマーケティング戦略の不在】（2011） 

     「マーケティングの４Ｐはメーカーが主導権」 

② 【データベース・マーケティングの誕生】（２０００～） 

      「スーパーが顧客データベースを持った日」 

③ 【ＳＴＰマーケティング戦略】（2011) 

     「我が社の顧客は誰か？」から始まるＳＴＰ 

④ 【マーケティングとマーチャンダイジング】（～2011) 

     「狭義のマーチャンダイジングの限界」 

⑤ 【顧客のセグメンテーションー①】 

      「何故、日本では顧客分類がなかったのか？」 

⑥ 【顧客のセグメンテーションー②】 

      「サブ・クラブの誕生」 

⑦ 【顧客のセグメンテーションー③】 

      「紙おむつとワインの伝説が生んだもの」 

⑧ 【ライフスタイル・マーケティング考ー①】（2005～） 

      「百貨店･専門店の取り組み」 

⑨ 【ライフスタイル・マーケティング考ー②】(2005～） 

      「食品メーカー・卸の取り組み」 

⑩ 【ライフスタイル・マーケティング考ー③】（2005～） 

      「多くの業界がチャレンジを開始」 

⑪ 【ライフスタイル・マーケティング考ー④】（2005～） 

      「少子高齢化によるライフスタイルの変化は？」 

⑫ 【ライフスタイル・マーケティング考ー⑤】（2011～） 

      「拡散する団塊世代のライフスタイル」 

⑬ 【メーカー・卸との関係性の変化ー①】（～2005) 

     「取引関係から取組関係への流れ」 

⑭ 【メーカー･卸との関係性の変化ー②】（～2011) 

     「ＦＳＰを熱心に研究するのはメーカー・卸？」 

⑮ 【メーカー･卸との関係性の変化ー③】（2011～） 

     「Ｏ社の挑戦」 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

マーケティング論 

（１） 【日本小売業のマーケティング戦略の不在】（2011年）・・・『４Ｐ戦略』はメーカーが独占 

 

（塾） 「日本でＦＳＰが販促手段のポイントカードの域を出ないで、経営の中核になりえない理由としてマーケティング戦略 

     不在の背景がありました。 

     ウルフさんがＦＳＰに関して出された『個客識別マーケティング』も『個客ロイヤルティマーケティング』の両書籍 

     共に小売業のマーケティング論なのに残念ながらその重要な点をスルーされ続けてきました」 

（ウ） 「ほう、何故なんでしょう？」 

（塾） 「実は日本でのマーケティングは歴史的にメーカーと卸が主導権を持ってきました。 

     戦後日本の小売業も零細家業が多かったためにメーカーがそれらを系列化して経営指導、金融機能、販促、教育等を 

     含めて面倒を見るとともに、マスの生産機能、物流機能を含むマーケティング機能を一手に握ってました。 

     酒店、薬店、電気店等、メーカーが垂直型の系列化を進め、ＰＯＳによるネットワークの仕組みを構築して、データ 

     処理を行い、品揃え、陳列、販促等の経営指導をきめ細かくする業界も存在しました。 

     マーケティングの４Ｐである製品の企画・製造・物流、販促、流通経路、そして価格の全てを統制していました。 

     その昔には価格については『定価』といったメーカー指定価格がありましたが、昨今でも小売企業の店頭表示価格は 

     大差が殆どなく、ＮＢ商品の価格設定の主導権の大部分はメーカー・卸が握っています」 

（ウ） 「なるほど。マーケティングの不在と言うのは面白い見方ですね」 

（塾） 「実は私も営業時代にある企業のトップと面談していたとき、マーケティングといった言葉を出した瞬間に『マーケ 

     ティングはメーカー・卸の仕事です。それより我々の大切なものはマーチャンダイジングである』とシャットアウ 

     トを食らいました。マーケティングという言葉すら口に出すのが、はばかられたと言っても良いでしょう。 

     スーパー、百貨店等の企業で商品本部はどの企業にもあるのですが、マーケティング担当の部署は組織的にありませ 

     んでした。但し例外として一部コンビニの企業にはマーケティング部門が存在し、重要な役割を占めているようです。 

     以前からＰＯＳ登録時に買い物客の性別、年代別等のデータを入れ込み、マーケティング情報の収集と活用を進め、 

     その結果１日のうちに３回も品揃えを変える企業まで出現するほどの高いレベルまで達しています。」 

（ウ） 「テスコ社では前ＣＥＯのテリー・リーヒー氏がマーケティング担当役員時代に今のクラブカードをスターとさせ、従 

     来の低価格訴求一辺倒のビジネスから、ロイヤルティ・マーケティングへの転換を行いました。 

     同社では商品本部部門とマーケティング部門とがほぼ同列に位置して両輪として連携し、業績向上のエンジンとなっ 

     ています。」 

（塾） 「実はそのような日本でもここ３，４年の間に大手百貨店のトップがマーケティングと言う言葉を使い始めたのです。 

     更にある大手百貨店の組織にマーケティング担当の部署ができ、担当役員が配置されました。 

     日本の百貨店業界では、９０年代の平成大不況から年々売上を落とし、業界売上９兆円が６兆円台になっています。 

     マーチャンダイジングだけではこの趨勢を跳ね返せないとして体制を変えてきたのでしょう」 

（ウ） 「スーパーのほうはどうですか？」 

（塾） 「日本には『利は元（仕入）にあり』と言った言葉がありますが、商品本部主体の組織･運営に変わりはありません。 

     日本のスーパーは企業単位で見ると欧米企業のようにマーケットシェアが大きくありませんので、メーカーに対する 

     影響力も弱く、商品の売価設定は基本的にメーカーが主導権を持っています。 

     そのためバイヤーはメーカーとの交渉の中で販促等を含め、値引とリベートをどれだけ引き出せるかが問われていま 

     す。業界によってはリベートだけで２０種類以上あり、当社のＳＥがシステム構築で泣かされる部分です」     

（ウ） 「バイヤーの個人技だけだと限界があるのでは・・・？」 

（塾） 「おっしゃるとおりです。過去の日本の商慣習ではメーカー主導の『建値制度』『帳合制度』と言うものがあります。 

     例えばあるメーカーのＮＢのＣキャラメルを仕入れる場合、全国展開のスーパーチェーンですと北海道から九州・ 

     沖縄にかけて幾つかの系列問屋を伝票上経由しなければならない仕組みが多いのです。更にグループ内のスーパー、 

     コンビニと業態が異なると全く個別の取引交渉が強いられます。欧米のようにメーカーと直接交渉をして『工場渡 

     し価格』といったボリューム・ディスカウントができない仕組みでした。過去からの商慣行によるメーカーの主導 

     によるこのような分散交渉を、大手小売業側ではグループで窓口一本化して統合しようとしています」 

（ウ） 「そこにＦＳＰをやっている企業の存在が与えている影響はありますか？」 

（塾） 「当初はポイント制も新たなリベートの登場と言うことでメーカー、卸共に疑心暗鬼のようでした。 

     その後ＦＳＰによる顧客データベースの構築と、ワンtoワン・マーケティングのブームがきて、メーカーの本社の 

     マーケティング部門のスタッフが一緒に実験したり勉強したり始めました」 
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マス・マーケティング 

＊ｶｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの   

      実践・会員獲得 

＊ｶｰﾄﾞ会員 ＶＳ    

       非会員差別化 
 

全ての特典は     

      ｶｰﾄﾞを要する 

第一ステップ 

第二ステップ ＊顧客ｶﾃｺﾞﾘｰ・     

      ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄへの移行   

＊ﾒｰｶｰとの       

   ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ連携 

 

経費と売上を   

     組み合わせる 

第三ステップ 
＊ﾜﾝtoﾜﾝ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  
＊個客のﾗｲﾌﾀｲﾑﾊﾞﾘｭｰ  

    の最大化 

 

 

各種個客ｻｰﾋﾞｽの充実 

 ｿﾘｭｰｼｮﾝ・提案 

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･P･ｳﾙﾌ氏の ＦＳＰ発展の４段階    

出典・提供：ＮＣＲ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ ３３６号 

顧客ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ活用 

＊ｶｰﾄﾞ会員間での   

  差別化 

＊優良顧客の維持   

 

 より優良な会員    

     に特典を傾斜 

個客識別 

マーケティング ワンtoワン 

マーケティング 個客ロイヤルティ 

マーケティング 
第四ステップ 

「ほとんどの失敗は 

   第二幕に起きる」 

第二ステップへの 

 移行を急ぎなさい！ 

ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ氏 

（2002・9撮影） 

第一ステップから 

 第二ステップへは 

６～１２ケ月以内に 

実施すべきでしょう 

マーケティング論 

ステップ-１ ステップ ステップ-２ ステップ-３ 

・新規顧客の獲得 
・ターゲット顧客の会員化 
・信頼関係の樹立 

狙 い 
・顧客の常連化 
・優良顧客の囲い込み 
・リピート来店の工夫 

・顧客のファン化 
・顧客のロイヤルティ獲得 
  （ｳｫﾚｯﾄ・ｼｪｱの増大） 

・会員と非会員の差別化 
     価格、ポイント、各種特典 
・ニューカスタマー特典 
・地域異業種との連携 

・優良顧客への特典の傾斜 
  ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ、ﾎﾞｰﾅｽPts、他 
・優良顧客の増大促進 

・個別顧客の分析・理解 
  ライフスタイル、購買行動、他 
・最適な品揃え、サービス 

行うべき事 

・チラシの削減 
・店頭プロモーション 

・チラシの削減 
・ＤＭの活用 
・クーポンの活用 

・個別プロモーション・提案 
   特別価格、特典、ポイント 
・ﾚｼｰﾄ、KIOSK、PCの活用 
・サブ・クラブ化 

狙い 

・カード会員実績 
・ 

・チラシの削減 
・ＤＭの活用 
・クーポンの活用 

・個別プロモーション 
   特別価格、特典、ポイント 
・ﾚｼｰﾄ、KIOSK、PCの活用 
・サブ・クラブ化 

主な分析 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（２） 【データベース・マーケティングの誕生】（2011年）・・・・スーパーが顧客データベースを持った日 

 

（塾） 「ＦＳＰの話を最初に聞いたのが１９９７年のセルフサービス協会の会合でドロシーレーン・マーケットのカルビン 

     メインさんの講演でした。私もそれ以前の営業時代に、ＰＯＳでポイントカードの仕組みを何社かに販売し、その 

     データを分析して、カード戦略の有効性については確信に近いものを持ってましたので興味深く聞いてました」 

（ウ） 「息子さんが日本に来たのですね」 

（塾） 「その後調べたらウルフさんのＦＳＰに関する『Customer Specific Marketing』が米国で出版されていること 

     を知り、米国ＮＣＲより送ってもらって翻訳の版権を取ろうとしたのですが一足遅かった経緯があります」 

（ウ） 「そうですね。既にＦＭＩ社さんとの間で話が進んでましたから・・」【個客識別マーケティング】（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社） 

（塾） 「そして翌年秋にウルフさんが日本での出版記念セミナーで来日され、縁あって日本ＮＣＲでの第一回ＦＳＰ ＦＯ 

     ＲＵＭで詳しくＦＳＰに関して勉強することができました。実はＮＣＲでの講演は直前に私が事業部長に掛けあい 

     ました。ＦＳＰはＰＯＳの仕組みで動き、データウェアハウスの販売戦略上必須のものであると口説きました」 

（ウ） 「そういえば当時ＮＣＲさんはデータウエァハウスの販売に注力していましたね。ユークロップス社にもＮＣＲ製の 

     ＰＯＳとデータウェアハウスがシステムの中核を占めてました。ＮＣＲのショールームのようでした」 

（塾） 「データウエァハウスの特性は膨大なデータを蓄積し、それらを自在に高速で抽出して情報に変える所にあります。 

     それら膨大な取引データが発生する代表な場所はスーパーのチェックアウトであり、日本の大手スーパーですと１ 

     日に１千万件～２千万件の売上データが発生していると言われています。膨大なデータ量です。 

     当時、ワンtoワン・マーケティングやＣＲＭが盛んに議論され始めてましたが、その殆どが机上のものでした。 

     しかしながら、ＦＳＰこそは唯一実戦的な仕組みであり、且つＮＣＲの得意分野ではないかと確信したのです」 

（ウ） 「他にドロシーレーン・マーケットやテスコ社、スーパークイン社等のＦＳＰ先進企業もＮＣＲ製品を使ってましたね。 

     おっしゃるとおりＰＯＳから上がってくるデータは膨大なものであり、且つ『宝の山』だと言う事です。 

     ＦＳＰの肝はその顧客データの活用にあり、その活用の度合いが企業格差を生むものだと申し上げて来ました。 

     かって誰も考えたことのなかった事ですが、ＩＴの驚異的発展が低価格のデータベースの出現を促したのです。 

     過去の小売業経営は勘と経験に頼る部分が非常に多かったのですが、経営戦略にＩＴの有効活用が求められるよう 

     になり、そのような状態を私は『小売業は今、電子の戦場で戦っている』と申し上げてきました」 

（塾） 「正直驚きました。営業時代には百貨店や専門店の業界では顧客情報論議は盛んで、自社クレジットやポイントカード 

     に代表される仕組みつくりがされていました。スーパー業界は出自が大量生産・大量販売の権化でしたから顧客から 

     最も遠いところでビジネスを展開しており、顧客データベースの導入なんて全く考えたことがありませんでした。 

     その後本屋に行くと○○マーケティングと言う本が沢山並んでましたが、それらに共通するのが顧客データベース 

     を用いての新しいマーケティングの手法でした」 

（ウ） 「そうですね。1987年、最初にバージニア州・リッチモンドにあるユークロップス社で本格的なＦＳＰがスタート 

     し、以前お話に出た電子クーポン等の仕組みができました。顧客データベースからは今では法則と言っても良いく 

     らいの多くの分析が出来、科学的にマーケティングに活用できる道筋を開くことが出来ました。 

     従来のマーケティングはチラシやクーポンに代表される様にアバウトで実際の効果・効率の詳細な検証は不可能で 

     したが、顧客データベースでは細かな点まで明らかになりました。 

     当初『エレクトロニック・マーケティング』と呼ばれ、後に『メジャード・マーケティング』と名づけられました。 

     その後ＦＳＰを体系化した私の本である『個客識別マーケティング』そして『個客ロイヤルティ・マーケティング』 

     が世に出されました。 

     他には『パーミッション・マーケティング』、『ステルス・マーケティング』『ゲリラ・マーケティング』等多くの 

     マーケティングが名乗りを上げましたが、共通するのは顧客データベースの活用という点です」 

（塾） 「テスコ社ではどの企業よりも『顧客の理解者』としてNo1を目指すとしていましたね。 

     日本でも昔の商売やっている人はお得意様の家族構成や好み、嗜好等全て知った上で、『今日は鰯が取れたてだよ』 

     とか提案していましたし、その他の日常的なコミュニケーションの密度も濃かったような気がします」 

（ウ） 「商売の基本は変わらないでしょう。しかしながらその様な個人商店が企業として大きくなり、又、顧客も何百万もの 

     規模となれば、IT、この場合顧客データベースの力を借りなければその様な濃密な関係は作れないでしょう。 

     今後顧客データベースの活用度の差が企業の格差を生んでいくことになるでしょう。 

     何故なら、魚群探知機を持つわけですから、大きな魚の群れを識別して効果的に目的の魚釣りが出来るわけです。 

     むやみに底引き網を引きずっていても、燃料の浪費の割には獲物は少なく、採算の合わないものとなるでしょう」 

       

 

マーケティング論 
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日本のポイントカード 

メーカー主導のプロモーション 

Win-Win 

特典・報償 

見返り 

小売業主導のプロモーション 

（カテゴライズ） 

同質化 

競争 

顧客ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

 

の活用度 

 

競
争
力
優
位
・企
業
力
格
差 

One to One ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ﾛｲﾔﾙﾃｨ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 
（ﾏｲｸﾛ・ｴﾘｱ・他） 

ﾏｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

顧客データベース・マーケティングの登場 

出典：日本NCR Solution No.337 

ﾏｽ 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

大  衆      
分  衆           

個   人     

ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ・MKTG 

ﾒｼﾞｬｰﾄﾞ・MKTG 

顧客識別MKTG 

ﾛｲﾔﾙﾃｨｰMKTG 

ｽﾃﾙｽMKTG 

（`96） 

ｹﾞﾘﾗMKTG 

ターゲットMKTG 

（９１） 
ﾊﾟｰﾐｯｼｮﾝMKTG 

（01） 

ﾜﾝtoﾜﾝ 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

FSPとマーケティング手法の発展 

出典・提供：越後 七平 

＜因みに顧客データベースについては１９８０年代から論議され、購入データの多角的分析が必要とされていた。 

  技術的には【リレーショナル・データベース】が最適とされていたが、小売業の多種・膨大なデータを処理できる能力 

  を持つコンピュータは非常に高価なものであり『金食い虫』と揶揄されて実用の面で壁があった。 

  ９０年代に入り、インテルの高性能プロセッサ、汎用ＯＳのＵＮＩＸ、超並列技術、大容量ディスク等の登場が【リレーシ 

  ョナル・データベース】を一気に身近のものとして、ビジネスに活用の道を開いた＞ 

＜因みに当時の大型ホストコンピュータで４，５時間かかっていた検索を、数百万円のユニックス機がほんの数分でこなし 

 てしまうほどであった＞ 

 

 

マーケティング論 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（３） 【ＳＴＰマーケティング戦略】（2011年）・・・・「我が社の顧客は誰か？」から始まるＳＴＰ 

 

（塾） 「日本では昨年・今年と『もしドラ』（もし高校野球の女子マネージャーが ドラッカーの『マネジメント』を読ん 

     だら）の本が１３０万部も売れ、ＴＶによるアニメ化や劇場映画となって一大ドラッカー・ブームになりました。 

     その影響か関心が高まり、例年になくマーケティング関連の本も売れたそうです」 

（ウ） 「面白そうなお話ですね」 

（塾） 「『我が社の顧客は誰か?』 と言う命題からスタートするわけですが、その昔に日本のある百貨店のトップに『御 

     社のお客様はどの様な方々ですか？』と聞いたら、『お店に来ていただいているお客様は全て私どものお客様です 

     』と答えられました。同様にあるスーパーのトップにチェリーピッカーの話をしたときも『お店に来ていただいて 

     目玉商品でも買っていただいているわけですから大切なお客様です』と同じような答えでした。 

     ＦＳＰで成功されているＡ社さんのＫマネージャーに同じ質問をしたら『地域の年収４００～５００万円の農家で 

     、そのお客様の世帯の毎日の食のための良い商品を、安く売り続けるのが私どもの役目です。チェリーピッカーに 

     は来店して欲しくはありません』と明確に答えられました」 

（ウ） 「お店に来ていただいているお客様だけじゃないですよね。ネットスーパーで非来店客もいる時代です。 

     Ａ社さんの場合は顧客が誰であるかが明確ですね。そのために商品を絞り込んで、陳列された商品にも価格的に１ 

     ０００円を超えるものが殆どない状況でしたね。まさに『ＳＴＰ』のマーケティング戦略の基本ですね」 

（塾） 「『ＳＴＰ（Segmentation、Targeting、Positioning）』ですね」 

（ウ） 「競合が激しくなるほど同質化競争が進み、不毛な低価格競争のチキンレースに巻き込まれてしまいます。 

     過去のマス・マーケティングの時代にはモノ不足で供給側に主導権があり、顔の見えない不特定多数の消費者（C 

     onsumer)が相手であり、チラシやTV等のマス媒体で来店を誘引すればよかったわけです。 

     しかしながら商品があふれ、店舗が過剰な状況下では購入側に主導権が移り、消費者は自分の価値観や購買基準 

     で店舗・商品を選びます。即ち個々に特別な（Custom)ニーズを持った顧客（Customer)が登場したわけであり、 

     供給側であるメーカー、小売業ともにそれら顧客のニーズを起点としたビジネスの再構築を迫られたのです」 

（塾） 「日本語では顧客と単純に言っていますがCustomerなんですね。日本では顧客の定義があいまいなんです。 

     Customなニーズを持つ人々・・・・ですからそれを『STP戦略』で明確にしていく訳ですね。 

       Segmentation: 区分ですね。顧客を性別、年代、地域、年収、世帯構成等々で区分します 

       Targeting  ：区分されたものから自社の顧客としての対象を絞り込みます 

       Positioning ： 顧客に対する自社の特徴づけ、競合店との差別化・・・・・」 

（ウ） 「そう。競争が同質化し、激しさを増せば増すほど競合店とのその『差別化』こそがカギとなってくるのです」 

（塾） 「ウルフさんの『個客識別マーケティング』では『全ての顧客は平等ではない』と言った第一の原則に立って 

      Segmentationでは主に購入金額による優良顧客の識別・区分ですね 

      Targetingでは上位３０％の優良顧客を対象 

      PositioningではＦＳＰプログラムによる競合他社との違いを打ち出す、即ち差別化ということですね 

     そして第二の原則である『顧客の行動は見返り（特典）に左右される』に沿って会員・非会員、会員間、競合他店 

     との差別化を明確にするということですね」    

（ウ） 「その通りです。Segmentationはカードを用いたスーパー独自のものとなります。小売業は分類業ですから・・」 

（塾） 「更に『個客ロイヤルティ・マーケティング』では 

       Segmentation ；優良顧客のＲＦＭ、購入商品等によるロイヤルティの区分ですね 

       Targeting   ：ライフスタイル、ライフステージ、購入商品G、サービス等対象を細分化 

       Positioning   ：優良顧客優待プログラム＆商品・サービスの提案 

     この場合、商品と顧客のマトリックスで、何を購入したかではなく、何故購入したのか？の洞察が重要ですね。 

     ＣＣＭ（Customer Category Management)の概念を取り入れて、ベビークラブやワインクラブ等のサブク 

     ラブ化による一層の囲い込みや、個々人に対しての商品・サービスのPUSHが可能となるわけですね」     

（ウ） 「まさに出版した２冊の本は、その様な小売業独自のマーケティング戦略として整理したものです。 

     『我が社の顧客は誰か？』というところから現代のマーケティング戦略はスタートしなければいけないわけですが、 

     その切り口の一番理解しやすいのが顧客の購入金額だったわけですし、その後購入品目によってさらに多くの区分 

     が可能となり、個々の顧客のプロファイルが詳細に見えてくるようになります」 

 

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ ０５ 



マス・マーケティング時代のマーケティング戦略・・消費者対象の「４Ｐ」（ｼﾞｪﾛｰﾑ・ﾏｯｶｰｼｰ） 

Ｐｒｏｄｕｃｔ   

Ｐｌａｃｅ     

Ｐｒｉｃｅ     

Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 

製 品 

  市 場   

   価 格    

販売促進 

４P 機能・役割 

・市場調査・商品政策・製品企画・製品製造・品質管理・他 

・販売チャネルの決定 （百貨店・ＧＭＳ・専門店・直販・通販･他）   

・価格政策 （建値・メーカー希望価格・標準（通常）価格）   

・ブランド戦略 ・イベント（セール他） 

主導権 

アパレル 

アパレル 

アパレル  

アパレル／（百貨店） 

備  考 

・マス・マーケティング 

・ 

・ 

・ 

ＳＴＰ 機能・役割 主導権 備  考 

Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ 区分･分類 ・特別なニーズを持った消費者（＝顧客）の区分、グルーピング 百貨店＆アパレル 
・カード戦略による顧客 
 データの活用 

Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ      対象・標的   ・対象顧客の絞込み   百貨店＆アパレル ・  〃 

Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ    態勢･位置   
・競合他社との差別化、有利な立場 
・消費者の頭の中に商品・サービスの的確なイメージを築き上げる事： 
 （＝ブランド戦略） 

アパレル  
・ＦＳＰ 
（ﾛｲﾔﾙﾃｨ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ） 
（ﾜﾝ・ﾄｩ・ﾜﾝ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ） 

顧客起点のマーケティング戦略・・顧客対象の「ＳＴＰ」 

 顧客起点のマーケティング戦略ステップ（STP) 

●市場を切り分ける 
     （Segmentation) 
●ターゲットを特定する 
     （Targeting) 
●自社の強みを発揮 
     （Positioning) 

経営環境の分析 
（市場の変化） 

ターゲットの絞込み 
（顧客ニーズの特定） 

差別化・ポジショニング 
（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾐｯｸｽ） 

特定のニーズを持つお客様（Customer)に自社の強みを生かした商品・サービスを提供する 
 

Who？（誰が）、To Whom（誰に）、What？(何を）、Where？（何処で）、How to？（どのように）、How much？（幾らで） 

マーケティング戦略の明確化 

●マーケット（市場)を知る 

●顧客を知る 

●競合を知る 

●自社を知る 

●商 品 （Product） 

●価 格 （Price) 

●流通経路 （Channel) 

●販 促 （Promotion) 

STP 4C 

●マーケティング戦略は市場・顧客の精緻な情報をもとに構築されなければならない 

マーケティング論 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

 （４） 【マーケティングとマーチャンダイジング】（2011年）・・・・「狭義のマーチャンダイジングの限界」 

 

（ウ） 「又、何故と言う質問ですが、日本ではＰＯＳを用いての世界的にも最先端を行くような『単品管理』の仕組みを 

     構築しているのに、何故顧客に対しては何の区分（Segmentation）も対象化（Targeting）もしてこなかったの 

     でしょうか？」 

（塾） 「日本の小売業のマーケティングはメーカー・卸の仕事でしたし、顧客も共通語の消費者（Consumer）でした。 

     そのためマーチャンダイジングにしぼった形で商品の区分は各企業で徹底して行われ、そのマネジメントシステ 

     ムも膨大な費用を投じて開発が継続されてきた歴史があります。そのマネジメントのキーはあくまで商品であり、 

     商品がお金（売上高･利益）と、人（組織・従業員）と三位一体となった評価制度となっていたからでしょう。 

     即ち顧客区分は経営上のモノサシではなく、社員の評価対象外の領域であったため、見過ごされてきた分野です」 

（ウ） 「なるほど。良く分かりました。 

     マス・マーケティングの初期段階ではマーケティングと販売はほぼ一体化していますので、『我が社の顧客は誰か 

     ？』なんて考えないでひたすらマーチャンダイジングを追求して売上・利益を確保すればよかったわけですから・。 

     しかしながら既述しましたように慢性的過剰生産、オーバーストアの中で消費者（Consumer）が個々にニーズを 

     もった顧客（Customer）に変質した現在ではマーチャンダイジングだけでは通用しませんね」 

（塾） 「日本のマーチャンダイジングは定義的に言うと非常に範囲が狭いです。 

     メーカー・問屋が持ち込んでくる商品・情報の中から売れるであろう物をセレクトする『選別マーチャンダイジン 

     グ』が基本です。『単品管理』の仕組みは商品のＡＢＣ分析の中からいち早く死に筋、売れ筋を見つけて在庫コン 

     トロールと商品確保を行う機能を果たしてきました。ウルフさんのおっしゃる通りこの仕組みの限界はあくまで店 

     頭陳列の品揃えだけに限定されますから、それ以外の顧客のニーズには対応できませんし、まして提案は不可能で 

     あり、見えない『販売機会ロス（Chance-Loss』のリスクが多々ある仕組みです」 

（ウ） 「市場調査や製品企画といった分野までは突っ込んでないのですか？」 

（塾） 「それらはメーカーの役割で、ＰＢ商品等の分野ではある程度あるのですが基本は『選別マーチャンダイジング』と 

     言うことで売れ残りリスクが伴いますので徹底していません。仕入れた商品全てを売り切る力が小売業側にあれば 

     よいのですが、売れ残りのリスクは商品返品や、商品交換といった形でメーカー、卸に転嫁されています」 

（ウ） 「欧米では小売業側が基本的にリスクを負う契約条件になっています。返品は多いのですか？」 

（塾） 「加工食品で見ますと賞味期限等が入ってますので、小売業側も必要以上に鮮度に神経質になってます。 

     ある最近の統計データでは、加工食品メーカーへの返品総額は約１９００億円に上ると問題になっています」 

（ウ） 「リスクの負担はメーカーでというのは日本の歴史的慣行ですね」 

（塾） 「実はウルフさん。衣料品や家具等の業界でマーケティング志向の企業が誕生してきているのです。 

     ＳＰＡ企業です。『我が社の顧客は誰か？』に始まりＳＴＰ、４Ｐを実践している代表的企業が衣料品のユニクロ 

     と家具のニトリです。不況と言われる日本において快調に業績を上げています」 

（ウ） 「ユニクロはニューヨークにも出店してすごい話題になっていますね」 

（塾） 「実はユニクロの柳井ＣＥＯの経営のバイブルはドラッカー博士の『現代の経営』だそうです。 

     経営理念には『顧客の要望に応え、顧客を創造する経営』とし、市場調査・商品政策から製造、物流、販売、分析 

     といったマーケティング戦略、広義のマーチャンダイジングのサイクルが確立しています。 

     例えば従来の日本の多くの企業のマーチャンダイジングは『山型』でシーズンの紹介期・成長期・成熟期・衰退期 

     と言った商品ライフサイクルに沿って商品の投入、売価変更、在庫調整等をするやり方でした。 

     ユニクロの場合には『茶筒型』でシーズン初めに商品ライフサイクルを無視したボリュームと低価格で一気に販売 

     するやり方です。顧客ニーズを起点として川上・川中・川下のプロセスを自立的にコントロールし、リスクを負う 

     ところに特徴があります。 

     『選別マーチャンダイジング』に対し、『調達マーチャンダイジング』と表現してよいと思います」 

（ウ） 「まさにマーケティングですね。グローバル企業を目指す場合には製造、物流、在庫等アウトソースするわけですか 

     ら顧客を起点としたマーケティング戦略が重要になります。 

     『選別マーチャンダイジング』はＰ（ポジショニング）と言う面では差別化しにくく、低価格競争において利益を 

     上げにくい欠点があるでしょう。各社同じような品揃えとなりますから値引競争の我慢比べとなります。 

     競合他社との明確な差別化、低価格競争での価格比較のあいまいさを出そうとするのなら必然的に自社開発商品の 

     比率を高めていく必要があるでしょう。」 
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市場調査 

商品政策 
製品企画 製品製造 在 庫 

発注 

仕入 
品揃計画 販 売 

発注・調達 

在庫 

展示会 

（数入れ） 

受注 

納品 

市場調査 

顧客ﾀｰｹﾞｯﾄ 

商品政策 

製品企画 
製品製造 

（委託） 
配布・補充・在庫 販 売 

販売・流通計画 

広告･販売促進計画 

生産計画／価格政策 

店舗別品揃え計画 

物流・在庫 

（委託） 

ユニクロの調達マーチャンダイジング（マーケティング戦略の勝利？） 

ユニクロがコントロール 

Product  
（製品計画） 

Price  
  （価格政策） 

Place  

 （販路・ﾁｬﾈﾙ） 

Promotion 
（販売促進） 

マーケティングの４P 

ユニクロ 

ユニクロ 

ユニクロ 

ユニクロ 

ユニクロ 

アパレル 

アパレル 

アパレル 

アパレル／百貨店 

百貨店・GMS 

アパレルの計画生産 

生産調整 

原価・売価の設定権 

売価変更権限 

逆選別 

アパレルの提案・主導 

備  考 

川 上 川 中 百貨店・GMS 

アパレルメーカーのマーケティング領域 
（消化・条件付買取仕入・派遣店員） 

マーケティング論 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（５） 【顧客のセグメンテーションー①】（2005年）・・・何故、日本では顧客分類がなかったのか？ 

 

（塾） 「小売業は昔から『分類業』であると言われてきました。例えば１枚のワイシャツが売れたと言ったデータからは 

     価格は勿論のこと、メーカー、素材、色、柄、サイズ、デザイン等の商品そのものが持つ特性、現金、クレジット 

     、売掛等の販売形態、買取、委託、消化といった仕入形態、更には販売員、店舗、売場等々の人（組織）、モノ（ 

     商品）、金の膨大なデータが取得され、情報として活用するためにはそれらは分類（セグメンテーション）され、 

     コード化されてきました。小売業にとってはこの分類が各企業のノウハウであるといわれてきました」 

（ウ） 「なるほど。日本では企業単位で行ってきたわけですか・・。小売業経営そのものが分類体系に現れますね」 

（塾） 「その結果、日本の小売企業は各社商品分類が異なるだけでなく、経営方式・組織・評価は勿論のこと、売上計上の 

     方式、計算式、言葉が異なっていて大変です」 

（ウ） 「米国の場合にはＮＲＭＡ（全米小売業協会）があってそこで商品の場合だと部門、クラス、単品（ＵＰＣ）等の業 

     界のスタンダードを決めてますし、経営方式や計算式、言葉等もほぼ同じです」 

（塾） 「うちのＳＥで前は銀行関係のシステムを担当していた者の話ですが、銀行の場合には仕組みや言葉が統一されてい 

     て、他の銀行の担当替えになっても困らなかった。しかしながら小売業担当に部署替えになっていくつかの小売企 

     業を担当したけど本当に驚かされたとこぼしていました。同じ業界であっても言葉や定義が異なると・・・」 

（ウ） 「具体的にどの様なことですか？」 

（塾） 「同じ百貨店業界であっても企業ごとに多くの概念や言葉が異なり、客先とのミーティングで最初の内はチンプンカ 

     ンプンで非常に苦労したそうです」 

（ウ） 「米国では小売業界のＮＲＭＡに限らず、多くの業界では概念や言葉等の標準化を昔からやっていますね」 

（塾） 「日本ではその様な機能は政府に任せて、業界での標準化の活動は各企業の主張が強くてムリのようです。  

（ウ） 「日本が商品や売場、組織等の分類をきめ細かくやり、世界に冠たる『単品管理』を生み出したのは素晴らしいと思 

     いますが、残念ながら顧客の分類と言った面では遅れていますね？」 

（塾） 「おっしゃる通り、過去ＰＯＳとコンピュータはマーチャンダイジングの深耕に膨大な人・モノ・金と人材を投入し 

     続けてきました。一部の業界を除き、顧客の分類は全くと言ってよいくらいやってきませんでした」     

（ウ） 「その理由はどの様に考えていますか？」 

（塾） 「原因は２つあると考えています。 

     その１番目は何度か申し上げましたが、マーケティング機能がメーカー・卸任せで、顧客をマス・マーケティング 

     下で顔の見えないマスの『消費者』としてひとくくりにしてきた事にあります。 

     顔の見えない、平均値としての『消費者』は商談上の共通語だったのでしょう。 

     その2番目は小売企業内の評価制度にあります。 

     小売業の経営の指標は『売上高』と『商品』の２つに代表され、組織・運営・評価等、全てがこの２点に集約され 

     てましたから、『顧客の分類』といったものは顧られる事はなかったのです」 

（ウ） 「なるほど。経営の指標として米国のスーパーマーケットでも同様に『売上高』と『商品』の２点が長い事中心にな 

     ってました。そこに『顧客』といった経営の新たな指標（モノサシ）を始めて持ち込んだのはあのユークロップス 

     社です。 

     顧客データベースの分析で上位３０％で７６％を占めると言ったデータに接して、『顧客』にも『商品』同様にき 

     め細かな分類とマネジメントが必要と気づいたのです。考えてみてください。 

     商品にバーコードが付いたお陰で詳細な単品に至る膨大な商品情報が入手可能となり、マーチャンダイジング（商 

     品経営）を大きく発展させたのですから・・・。 

     顧客一人一人にユニークなバーコードを付けたらどうでしょう。タグをつけるわけには行きませんからバーコード 

     の付いたカードを持ってもらい、チェックアウトでスキャンすればよいのですから・・。 

     今までやってきた商品のＡＢＣ分析、売れ筋、死に筋、時系列分析等の考え方が顧客の分析に適用できると思いま 

     せんか？ 

     更に商品と顧客とのマトリックスと言った新たなマーケティングを開く情報活用の道も開けるでしょう」 

（塾） 「なるほど。マーケティングとマーチャンダイジングの両輪が回り始めることになるわけですね」 

マーケティング論 
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売場販売実績 

（前年比） 取引種別一覧 

（前年比） 販売員実績 

（達成比） ｸﾚｼﾞｯﾄ会社 

（達成比） 未決管理表 

（達成比） 売掛金一覧 

（達成比） 損益計算書 

（達成比） 
貸借対照表 

誰に？ 
（一般顧客・会員・外商・・・）・・・・・・顧客別 〃 

決済？ 
（現金・ｸﾚｼﾞｯﾄ・掛売・ﾃﾞﾋﾞｯﾄ・・・）・・・・・・取引種別 〃 

場所？ 
（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ・催事・外商・通販・・）・・・・・・売場・場所別 〃 

用途？ 
（自家用・ギフト・慶弔・・・）・・・・・・販売理由・販売態様別 〃 

値引？ 
（自社負担・取引先・クーポン・・・）・・・・・・値引理由別 〃 

割引？ 
（会員・外商・株主・団体・・）・・・・・・割引理由別 〃 

属性？ 
色別 〃、サイズ別 〃、デザイン別 〃、スタイル別 〃 

素材別 〃、原価率 〃、 

誰が？ 
（社員・派遣・パート・・）・・・・・・販売員別分類 

金額？ 
（正価・特価・見切り）・・・・・・ 

仕入？ 
（買取・委託・消化・・・）・・・・・・仕入形態別 〃 

ﾒｰｶｰ？ 
（メーカー・ブランド・ＰＢ・・・）・・・・・・ベンダー別 〃 

未決？ 
（お直し、予約、代引き、ネーム）・・・・・・取引（未決）別」〃 

在庫？ 
（店頭・倉庫・発注中・・・）・・・・・・場所別 〃 

併買？ 
（ネクタイ、スーツ、カフス・・・）・・・・・・売場・商品別 〃 

店舗販売実績 
（前年比） 商品販売実績 

（前年比） 販売員実績 
（達成比） ﾌﾟﾗｲｽﾗｲﾝ分析 

（達成比） 商品ABC分析 
（達成比） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ別分析 

（達成比） ｻｲｽﾞ別分析 
（達成比） 場所別販売 

（前年比） 

売場販売実績 

（前年比） 取引種別一覧 

（前年比） 販売員実績 

（達成比） ｸﾚｼﾞｯﾄ会社 

（達成比） 未決管理表 

（達成比） 売掛金一覧 

（達成比） 損益計算書 

（達成比） 
貸借対照表 

一枚のワイシャツが売れたと言う事実から・・・ 
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マーケティング論 

http://www.cecile.co.jp/p/p509JY-104/


ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（６） 【顧客のセグメンテーションー②】（2005年）・・・サブ・クラブの誕生 

 

（塾） 「日本のスーパーマーケットにとって『顧客の分類』（セグメンテーション）は前人未踏の分野です。 

     どうしたらよいのか？と戸惑っているのが現状です。日本の小売業者はすぐに成功事例や見本を要求してくるので 

     すが、ＦＳＰで成功している顧客のシステムはやたらに公開できるものではないので正直困っています」 

（ウ） 「そうですね。『顧客分類』はマーケティング戦略そのものが表出しますし、ステルス性の高いものです。 

     企業の経営理念・経営方針等によって必要な顧客情報が姿を現し、膨大なデータを情報に変えるための分類とコー 

     ド化作業が必要となります。ですからＮＲＭＡの商品分類コードのような世の中での標準化されたものは存在せず、 

     各企業独自の『顧客分類コード』の開発が必要です。そういったことで『顧客の分類』についてはその企業の経営 

     ノウハウそのものであり、企業秘密の1つとして厳重に管理されるべきものです。」 

（塾） 「ウルフさんの『個客識別マーケティング』では分類は顧客の購入金額で分類すると言った考え方はシンプルでした 

     し、ＡＢＣ分析（デシル分析）による優良顧客の定義とその重要性も明確でした」 

（ウ） 「問題は第二幕ですね。顧客データ活用を一歩踏み込んでの分析ですから、分類コードの重要性が浮上してきます」 

（塾） 「確かにデモグラフィックス（性別・年齢別・他）やジオグラフィック（地図情報）、デシルの情報が出てくるソフ 

     トも開発されたのですが、それらのレポートは見て“なるほど”・・といった形で終わってしまっています」 

（ウ） 「確かに最初にその様な情報に触れれば感動すら覚えますが、毎日出力しても使えない情報になっているケースがほ 

     とんどでしょう。情報としてビジネスのプロセスの中に組み入れられていない以上、それら情報はあってもなくて 

     もよいものでしょう。現場の人々も過去のやり方でやる方が楽ですし、評価にも繋がらない余計な仕事ですね。 

     顧客情報はマーケティング戦略として経営のトップレベルで考えていくべき重要な課題です」 

（塾） 「ユークロップス社では、早くからその辺に踏み込んでましたね」 

（ウ） 「ユークロップス社ではデシル分析によってマス・マーケティングの限界を思い知らされました。 

     過去からの経営は平均値を用いてのものでしたからその危うさに気づき、『片方の足を火の上にかざし、もう片方 

     の足を氷の上に乗せる。平均値を取れば心地よいものとなる』と厳しくいましめました。 

     それからメーカーとの『電子クーポン』の連携が進む中で、ベビーフードや紙おむつを購入する顧客の家には乳幼 

     児がいる。ドッグフードを購入する顧客の家には犬がいる。それも大型犬が・・。と顧客の購買する特定商品で顧 

     客を分類することが出来ることに気づき、ベビー関連商品のメーカーと連携して『ベビークラブ』を作りました。 

     『ＵＢＣ（Ukrops Baby Club)』といって2歳未満の乳幼児がいる会員は無料入会でき、ベビー関連商品メーカ 

     ーはスポンサーとなって特別値引処理をする一方で、１００ドル以上購入すれば10ドルのキャシュバックといった 

     特典を提供しています。『UBC』からは年４回の育児に関する情報誌が送られ、同社のホームページを使っての情 

     報提供や、会員情報の交流をやっていました」 

（塾） 「サブクラブですね。 よりきめ細かなマーケティングが展開できるわけですね」 

（ウ） 「そうです。会員とのきめ細やかなコミュニケーションがリテンション（維持・保持）を高めるわけです。 

     全米の多くのスーパーマーケットに広がりましたし、他に商品によっては『ワインクラブ』『ペットクラブ』等に 

     拡大できるわけです。ドロシーレーン・マーケットの『ワインクラブ』では、金曜日の夕方に売場に会員を招待し、 

     生のピアノ演奏を聴きながらのワインセミナーを開催しています。高級ワインが良く売れているようですが、棚に 

     置いておくだけでは売れない時代です。『サブクラブ』だからこそのプロモーションといえるでしょう」 

（塾） 「『ベビークラブ』なんかは乳幼児がいると言うことで行動が制限されている顧客層が対象なわけですから、将来に 

     向けても固定化が促進できる仕組みですよ。日本においてもっと広がると思ったのですが私の知る限りO社とI社だ 

     けですね。最近E社が始めましたが、まだまだ片手間で本格的な取り組みにはなっていないようです。 

     ドラッグストアの方々にも冗談で申し上げているのですが、季節性のある『水虫クラブ』、『花粉症クラブ』等の 

     『サブクラブ』を作って、シーズン始めに顧客向けに情報提供とプロモーションを打てばもっと売上が上がると・」     

 

マーケティング論 
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分  析 

 

＊総購入金額 

＊全世帯の購入金額 

＊店舗／部門／商品種類 

＊単品 

＊メーカー／ブランド 

＊居住地域＊年代／家族構成 

＊ライフスタイル 
      （低脂肪食品、無農薬、子供/幼児品） 

 

購買行動のｸﾞﾙｰﾌﾟ化 

 

＊個々の顧客への特典提示 

      －「ニュースレター」を編集 

＊その世帯にとって最も意味のある特典 

   －オムツの大量購入客…幼児用ﾀｵﾙ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

    －勤労感謝の日・…ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞの提供 

    －乳児食品の大量購入客…乳児ｼﾞｭｰｽをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

    －レタスの大漁購入客・・・…サラダ 

   －ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞの大量購入客…ケーキをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

    

顧客に感謝し、報いるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

仮  説 

実  行 

検  証 

＊ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ反応率 

＊特典利用率 

Ｕｋｒｏｐｓ社の顧客分析への挑戦 

Ｕｋｒｏｐｓ社ベビークラブの誕生 

マーケティング論 
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出典：「ロイヤル･カスタマー経営」 

出典：「ロイヤル･カスタマー経営」 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（７） 【顧客のセグメンテーションー③】（2005年）・・・「紙おむつとワイン」の伝説が生んだもの 

 

（塾） 「既存のパッケージ化された顧客分析ソフトは、デシル分析、併買分析の他に、既存の標準化された地域コード等用 

     いた地図情報等、どこも一緒といった感じで、顧客情報分析の活用限界にぶつかっていた時期もありました。 

     しかしながら『男性客が金曜日の夕方に紙おむつと缶ビールを購入した』といった、今では神話的なデータウェア 

     ハウスの顧客情報分析の可能性を聞いたとき、正直驚きました。『目から鱗』と言ったところです。 

     『ベビークラブ』『ワインクラブ』とは異なるその男性顧客のライフスタイルの一部が、頭の中に鮮やかに浮かん 

     できました。『誰が何を買ったか？』ではなく『誰が何故買ったのか？』といった視界が広がった思いでした」 

（ウ） 「そうです。過去、顔に見えない消費者の嗜好や購買行動、生活シーン等、根拠の薄弱な推測でしかイメージできな 

     かったわけです。『紙おむつとワイン』の神話的な話は、顧客の購買データ、即ちレシートからは趣味・嗜好・価 

     値観からくるライフスタイル・購買行動が洞察できるといった可能性を予感させるものだったと思います。 

     『何を買ったか？』は過去のデータ分析ですが、『何故買ったのか？』の情報は、あいまいな憶測ではなく、科学 

     的な未来へのマーケティングの扉を開く貴重なインテリジェンス（情報）なのです」 

（塾） 「日本最大の広告会社である電通社のマーケティング研究会では『人の持つ価値観がその人のライフスタイルを形成 

     し、そのライフスタイルによって購入商品が決まる』と言っています。確かに低価格だけでは商品は売れません。 

     私の息子もその昔穴の開いたジーンズを2万円で購入してきました。私はユニクロの２９００円。まさに２０代の 

     青年と５０代の熟年との価値観の差であり、お互いに交換して履くなど考えられない世界があります」  

（ウ） 「逆に言えば小売業側では、購買データ、即ちレシートデータの商品から個々の顧客のライフスタイル、購買行動、 

     ロイヤルティ等を洞察できるわけです。大竹さんはテスコ社の『Scoring Points』を『テスコ顧客ロイヤルティ 

     戦略』に翻訳・監修されたからその辺はご理解されているでしょう？  

     『You are What you eat』と言う言葉で表現されていたと思います」 

（塾） 「実はあの本は帰国子女等、英語の得意な連中を集めてボランティアでの翻訳作業だったのですが、非常に苦戦しま 

     して、出来栄えとしては70点くらいで忸怩たるものがありました。 
     『Rolling Stone』なんて単語が出てきて「転がる石」と訳しましたが、後から分析ソフトの固有名詞の１つと知 
     って、恥ずかしい思いをしています。    

     今考えて見ますと顧客のライフスタイルとかロイヤルティとか目に見えず、測定不能のものをデータウェアハウス 

     に蓄積した購買データを分析し、洞察を繰り返して答えを求めていくテスコ社のスタッフの苦闘の物語でした。」 

（ウ） 「ベビー用品を購入したから乳幼児がいる・・といった単純なものではなかったでしょう？ 

     一番コンピュータが苦手とする分野を数値化し、統計手法等を駆使して科学的に立証していくプロセスですから・ 

     まさにＤＮＡの解析作業の様に顧客のあらゆるデータをレモンを絞りつくすように分析するような作業です」 

（塾） 「おっしゃる通りです。商品DNAといって商品そのものが持っている特性を顧客のライフスタイル別に健康志向、低 

     価格志向、便利志向等の項目で数値化しているわけです。数万点の商品をその様に設定して、レシートデータから『 

     You are What you eat』（あなたのライフスタイルが分かる）するわけです。 

     更にライフステージデータ、ＲＦＭデータをも加味したクラスター分析から、更に具体的な顧客プロファイル（顧客 

     ＤＮＡ）を導き出し、店舗の品揃えの改善やDMによる販促で効果を上げています。 

     それらをビジネス展開に活用し、銀行やネットスーパー、モバイルといった異業種への進出をして、『ゆりかごから 

     墓場まで・・』といったところに踏み込んで、カストマー・シェアを追求している姿勢はすごいですね。 

     まさに『顧客の一生涯のロイヤルティの獲得』そのものの実践がそこにはありました。 

     ２００５年にウルフさんにテスコ社のＦＳＰは他社と何が違うのか？とお聞きしたところ一言『プッシュ・マーケ 

     ティングだ』と答えられましたが、ようやくその意味が分かりました」 

（ウ） 「ＦＳＰは基本的には優良顧客の頻繁な来店を促すことに主眼が置かれていました。店に引き寄せると言う意味では 

     『プル・マーケティング』ですが、それだけではいずれ購入金額の向上には限界が出てきます。 

     更なる購入金額のアップの為には、個々の顧客の持っている潜在ニーズを顕在化させる必要があります。 

     ライフスタイルや購買行動を理解し、過去の購買履歴とも付き合わせながら、このプロファイルの顧客ならばこの 

     ような商品を喜んで購入するはずだ・・と言った形で提案型、即ち『プッシュ・マーケティング』が出来るのです。 

     過去、マス・マーケティングの世界で広告・宣伝・宅訪等、押し付け的な意味合いがあった『プッシュ・マーケテ 

     ィング』とは意味合いが異なります。 

     潜在ニーズに対応しての提案型ということでは、大竹さんの業界で言う『ソリューション・ビジネス』と同じ意味 

     合いがあるでしょう」 

 

マーケティング論 
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マーケティング論 

レシートデータが物語る顧客の生活 
（You are What you Eat) 

マ：Ｐａｇｅ １４ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（８） 【ライフスタイル・マーケティング考ー①】（2011年）・・・百貨店・専門店等の取り組み 

 

（塾） 「最近の日本では『ライフスタイル・マーケティング』を中心に、『ペルソナ・マーケティング』『ショッパー・マー 

     ケティング』等が続々と登場していますが、私の独断と偏見で申せば、ほぼ同じものと考えています。 

     実は『ライフスタイル・マーケティング』については他の業界でも、もっと早くからの取り組みがありました」 

（ウ） 「例えばどの様な業界ですか？」 

（塾） 「百貨店、というより百貨店アパレル業界です。百貨店ではそれまでセーター売場、ブラウス売場、紳士服売場等の 

     ように、商品の部門別の売場構成になっていました。１９７０年代半ば、即ち私みたいな段階の世代が大勢社会に 

     飛び出した時期ですが、レナウン社がカジュアルで『シンプルライフ』と言うブランド名を展開したのです。 

     高倉健といった当時の映画俳優を起用し、売場はコーナーに変化してパンツ、セーター、シャツ等の異なる部門の 

     商品を、ひとつのコンセプトで横断的に品揃えし、ライフスタイルの提案と行ったことでは衝撃でした」 

（ウ） 「なるほど。日本の高度成長期でしたね。人々も余裕が出てきておしゃれにも向くようになってきたのでしょう。 

     当時の米国も百貨店の復権ということでニューヨークのブルーミングデール百貨店はYES（Young East Sider 

     ）とかの、統一コンセプト下でのライフスタイルの提案をしていましたね。その後多くのブランドが出てきました 

     が、それらアパレルブランドはライフスタイルを色濃く出していたと思います」 

（塾） 「そうですね。私も当時は仕事中心で、着る物も買うものもスーツ・オンリーでしたから・・。 

    『シンプルライフ』が起点となってカジュアルウェアというか、広くファッションが普及したと思います。 

     女性用ファッションとしてはそれ以前に『ワンサカ娘』とか先行しているものがあったようですがで・・・」 

（ウ） 「日本の高度成長による経済的なゆとりが、ビジネスオンリーの生活から、普段の自分の生活を見つめる余裕がでて 

     来たのでしょう。マズローでいえば上位の段階である『尊敬欲求』、『自己実現欲求』で、個人個人の価値観を見 

     直すタイミングだったのでしょう。『一億総中流意識』のライフスタイルからの卒業ですね」 

（塾） 「おっしゃる通り、個々人の価値観の違いが出ますから、大手広告代理店でも『大衆』から『分衆』と言う言葉を使い、 

     更に『１０人１色』が『１０人１０色に』、更には『１人１０色』という言葉を編み出しました」 

（ウ） 「『１人１０色』ですか？面白い表現です」 

（塾） 「普段はブランドスーツにこだわっていても、家ではジーンズ、たまに駅の立ち食いソバを食べると言った行動です」 

（ウ） 「それは面白い表現ですね。自分の価値観、即ち趣味や嗜好等には集中投資はしても、他は構わないといったライフス 

     タイルですよね。顧客像として所得層別分類をしても、平均値としての枠には収められない行動ですね」 

（塾） 「その表れが自販機で説明できます。４０年前はタバコの自販機のアイテムは数種類でした。現在、６０種類以上もの 

     アイテムで、機械も大型になりました。コーラの自販機もそうでしょう。日本だけの缶コーヒーやお茶が入ってたり 

     して・・。日本の消費者のニーズは拡散し続けてきました」  

（ウ） 「ファッションのニーズも拡散していくわけですね？ マスからパーソナルに・・・」 

（塾） 「おっしゃるとおりです。７０年代の専門店は百貨店同様に選別マーチャンダイジングで売れ筋を追及し、大量に販売 

     する形態でした。しかしながら売れ筋追求はすぐ同質化競争に陥りますからそれら量販型専門店はバブルを境に表舞 

     台から去りました。 

     それらマス・ファッションに代わって力をつけてきたのがライフスタイルを重視した専門店です。 

     ファッションの場合にはご存知の通り、走りの段階から普及まで『イノベータ（革命）』『アーリアダプター』『ブ 

     リッジピープル』『フォロアーズ』『レイトフォロアーズ』『アイソレイテッド』に分かれますが、ある大手セレク 

     トショップのトップは５段階に分けて、自社の品揃えを上位２段階の顧客層に絞り込んでいます。 

     『我々の財産は時代の変化に非常に早く気づく人々を顧客としている点です』と語り、更に『（ファッションという） 

     モノを通して文化、ライフスタイルを伝えたい』といった理念をもたれています」 

（ウ） 「昔の専門店のように量を追ったりはしないわけですね」 

（塾） 「そうです。そのトップは３番目、４番目の層のほうがその数倍のマーケットボリュームがあるが、『量』を追う事 

     自体が逆に他社との差別化が薄まり、自社の専門店としての自殺行為となると語っています。 

     それから我が社の経験則と言いますか・・現在の専門店は日本で１００店舗を越えた時点で何らかの経営の壁にぶ 

     つかるといった法則があるようです。専門店としての差別化と、量的拡大による希釈化のバランスでしょうか？」 

（ウ） 「ライフスタイルの絞込みを行えば、当然対象とする見込み客数も規模が小さくなりますから・・・ 

     ヨーロッパの高級ブランド専門店がその良い例ではありませんか・・・」 

 

          

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ １５ 



マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ １６ 
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単独店 

ブティック系 

インディーズ系 

趣味系 

主にミセス向けに品揃えされた店 

若手デザイナーの洋服を品揃えする店 

商売でなく趣味の延長の店 

チェーン店 

品揃え系 

ＤＣ系 

ＳＰＡ系 

セレクト系 

単品一番系 

ロードサイド系 

ﾕｰｽﾞﾄﾞﾘｻｲｸﾙ系 

複数メーカー、問屋の商品を品揃えした店 

特定ブランドを冠にしてＦＣ形態で販売 

自社ブランドの製造販売の小売業形態 

自社ポリシーに基づいて世界中から品揃え 

ネクタイ、ワイシャツ、靴下等の単品特化店 

郊外型紳士服、婦人服、子供服専門店 

古着を中心とした品揃え店 

プレステージ系 高級品の品揃え、店が顧客を選別？ 

ライフスタイル追求で進化する専門店の分類の一例 

出典：「ＳＥのための流通業入門」（寺子屋２０１１） 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（９） 【ライフスタイル・マーケティング考ー②】（2011年）・・・食品メーカー、卸の取り組み 

 

（ウ） 「食品業界ではどのような取り組みですか？」 

（塾） 「日本のメーカーも消費者ニーズの分散化に合わせてマーケティングを変えてきています。 

     『ライフスタイル・マーケティング』を志向して成功している企業も多く出てきています」 

（ウ） 「ほう。具体的な事例はありますか？」 

（塾） 「例えばあるメーカーでは新しいポテトスナックを開発するのに顧客のライフスタイルを詳細に設定しました。 

     都内の会社に勤める年齢２０歳後半の独身女性、都内ワンルーム住まい、プチ健康志向、嗜好はあっさり系等・・ 

     帰宅してシャワーを浴び、寝るまでのひと時を好きなTV,DVDでみながら、ちょっと空いた小腹を充たす適量の 

     ポテトスナック（素材重視・低カロリー）をつまみたい・・・・と言った顧客像です」 

（ウ） 「子供や学生、家族等は除外ですか？」 

（塾） 「そうです。そのため販売はそのターゲット顧客が良く訪れるコンビニだけで行い、価格も１４０円と学生には量的 

     にも価格的にも不満の出るものでしたが、非常なヒット商品になりました。専用ＨＰも出来ています」 

（ウ） 「なるほど。スーパー、百貨店等で扱わせろと言った要求は出なかったのですか？」 

（塾） 「出たようですが、スーパー向けは別にその４倍の容量の入った箱入りを出しています」 

（ウ） 「他のメーカーも同じですか？」 

（塾） 「そうですね。過去人気商品はスーパーの絶好のチラシ商材として狙われて、ブランド価値を毀損されたケースが多 

     かったのですが、昨今では顧客のターゲットを明確にしながら販売チャネルを見直し、小売店の『逆選別』や、Ｎｅ 

     ｔ等の別チャネルの利用を積極的に模索しているようです。商品によっては先ほどのようにコンビニ専用とか、１０ 

     ０円ショップ専用とＰＢ商品化するとか、来店する顧客プロファイルに合わせた商品構成に変えたりしています」  

（ウ） 「なるほど。卸売り業界では如何ですか？」 

（塾） 「最も進んでいて、ライフスタイルを明確に打ち出しているのは三菱食品社（旧・菱食）でしょう。 

     数年前よりトップがリーダーシップをとって『２１世紀型卸に求められるのはスーパーやメーカーを上回るマーケ 

     ティング機能である』とし、『ライフスタイル・マーケティング』の実践を進めています。 

     生活者スタイルということで７つに分けた顧客イメージを打ち出しています」 

（ウ） 「川上・川下の中間に位置するわけですね。ＦＳＰに関しては昔から熱心な取り組みをされてきたようですね」 

（塾） 「三菱食品社は卸の企業としては最も熱心に、且つ継続的に取り組んできた企業の1つにあげられるでしょう。 

     傘下にはＦＳＰのコンサル会社（ＣＭＣ社）を擁して、多くの企業と取り組みを見せてきましたから・・・・」 

（ウ） 「活動の結果は如何ですか？・」 

（塾） 「残念ながら詳しいことを知る立場にありませんので・・。 

     只、小売企業側が理解・納得して自らが主導していかないと、卸側の空回りになる事が懸念されます。 

     日本の企業の場合、変化と言うことに対しては非常にパワーが必要となりますから・・・ 

     又、ＦＳＰの普及によって卸会社に対する新たな販促提案が小売業側から求められていると言った事情もあって 

     中堅卸や広告代理店等も色々と勉強せざるを得なくなっているようです」 

（ウ） 「それ以外では如何ですか？」 

（塾） 「食品業界と医薬品業界の中間になるのですが、最近の日本の中高年齢層は非常に自分の健康・美容に対して高い関 

     心を持っているため、青汁に代表される健康食品メーカーは、Ｎｅｔ通販等の新しいチャネルで対応しています。 

     大手製薬メーカーでは健康食品やサプリメントを既存の小売店チャネルではなく、ＴＶ通販等の新たなチャネルで 

     個々の顧客との関係つくりを盛んに行っています。習慣性が大きい商品郡ですね」 

（ウ） 「米国でもそうですがサプリメント等のＨＢＣ商品（健康・美容・ケア商品）は、問題解決型商品ですから、商品の 

     機能・効用・効果の説明はＮｅｔやテレビでビジュアルに訴える方が効果的ですね。 

     健康・美容・日常のケア等の問題を抱える顧客はライフスタイル自体も大きな制約を受けていますし、それらの商 

     品は値引き競争も少なく、且つリピーターになる確率も高いですからメーカーも力を入れてくるはずです。 

     メーカー自体も『ライフスタイル・マーケティング』を進化させていくと思います」 

 

          

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ １７ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１０） 【ライフスタイル・マーケティング考ー③】（2011年）・・・多くの業界がチャレンジを開始 
 

（ウ） 「その他の動きは如何ですか？」 

（塾） 「ウルフさん。日本の本屋さんの店頭をご覧になったことがありますか？女性誌であふれ返っています。 

     ＪＪ、オッジ、ウィズ、ノンノ、小悪魔アゲハ、モア等、私が数えただけで６０種類を超える本が出版されています。 

     これらは全て若い女性の『ライフスタイル・マーケティング』提案の内容です」 

（ウ） 「すごい数ですね。」 

（塾） 「昔は週刊誌数誌でそれぞれ１００万部単位でしたが、現在ではそれぞれ３～５０万部で、更に新たな女性向けの雑誌 

     が続々と出版され続けています。出版不況と言われている中で特異な現象だと思いますが・・・」 

（ウ） 「欧米でも同様な傾向はありましたね。一種のライフスタイルの提案であり、憧れや共感を抱く人々が読者でしょう」 

（塾） 「出版業界以外でも多く見られます。コンビニのローソンですが通常タイプの他にライフスタイルにあわせて、美と 

     健康の『ナチュラルローソン』、シニア向けの『ローソンプラス』、生鮮コンビニの『ローソンストア１００』、 

     子育て応援の『ハッピーローソン』等を展開しています。更に社のトップは『ポイントカードと次世代ＩＴシステム 

     を活用して、個々の店舗に来られるお客様のニーズを充たす商品の品揃えを実現する』としています」 

（ウ） 「例の『ポンタカード』によるロイヤルティ・マーケティングの展開ですね。」 

（塾） 「過去トヨタ自動車は、所得層によって乗用車をランク別に造っていました。下からパブリカ、カローラ、コロナ、 

     そして最上位はクラウンでＣＭも『いつかは白いクラウン』でした。当時の日本は高度成長下であり、年功序列型 

     賃金体系でしたので、マーケティングも『上位移行』を明確に打ち出したものでした。 

     しかしながら最近では若い女性のライフスタイルに合わせてビッツやパッソを、車好きの高額所得者にはレクサス 

     を展開し、コンシェルジェ等おいて車のあるライフスタイルそのものを支援するコンセプトを訴求しています。 

     又任天堂ではＤＳとかWiiの販売に対しては『独自の新しいライフスタイル提案が出来れば未だ普及の余地がある』 

     として販売を伸ばしています。同社はもともと花札やトランプのメーカー、即ち家族とか仲間で楽しむゲームを扱 

     ってきたDNAがあります。その結果他のメーカーのゲーム機は個人ユースですが、同社のゲームは家族、仲間で 

     楽しむと言ったコンセプトがあり、料理、ダイエット、体操、漢字検定等のソフトを充実させています 

     ゲーム機そのものの販売ではなく、ライフスタイル提案が世界中で受け入れられているのでしょう」  

（ウ） 「確かにSONY、MSのゲーム機と比べて家族で・・といったライフスタイルの分野を開拓していますね。 

     青少年のヘビーなゲーム好きといった一部の分野ではなく、マーケットを創造する姿勢が素晴らしいですね 

     アップル社のｉPod、ｉPad、ｉPhoneもライフスタイルそのものを変えるコンセプト提案ですね」 

（塾） 「あと、注目しなければいけないのはNet通販業界です。AMAZONのリコメンドに代表されるように顧客の購買行 

     動からその『ライフスタイル』を割り出して、書籍から衣料品、家電等にライン・ロビングして世界最大の品揃え 

     を誇る小売業を目指しています。ウォルマートも警戒しているようですね。 

     日本国内の楽天にしても数千万人規模の顧客データベースで、個々の顧客のライフスタイルに合わせて利用者ごと 

     にTVの広告を差し替えると言った新しい広告事業を目指しています。ソフトは英国エクスペリアン社のち地域別 

     ライフスタイル・セグメンテーションデータ「Mosaic Japan」を採用してるそうです 

     米国では「社会階層」によってライフスタイルが異なるそうですが、日本の場合には「地域別」によってライフス 

     タイルが異なる傾向があるそうです」 

（ウ） 「そうですね。これからはTVとNetの融合が進んでいくでしょう。既にスマートホンそうなっている様に、世界の 

     家電メーカーが次世代のTV開発はNetと繋がったPC機能と合体したものとなるでしょう。 

     そうなれば、企業側とすればターゲットを絞り込んでの販促が可能となるわけですし、結果の検証も出来るわけで 

     すから、マーケティングのあり方もよりインディビジュアル（個人）の方向性が強くなるでしょう」 

（塾） 「業界の壁を越えて多くの日本の企業が顧客について真剣に考えるようになってきているようです。 

     顧客の価値観の多様化がライフスタイルの変化につながり、それが商品の選択、購買行動に繋がることが理解され 

     てきた様に思います」 

（ウ） 「ライフスタイルと言えば代表的なものに『LOHAS』がありますが、日本ではいかがですか？」 

（塾） 「日本の主婦は自分の子育て、即ち子供の将来を一番真剣に考えていますからエコに関しては非常に関心が強いです。 

     I社さんなどはレジ袋の削減を積極的に進めていますが、全体では約５０％、店によっては９５％以上の来店客が 

     マイバッグを持参しているそうです。 

     コカコーラ社の『いろはす』といったミネラル・ウォーターが抜群に売れました。秘密はペットボトルの材料を 

     減じてエコ、即ち地球に優しいといったイメージに多くの顧客の価値観が反応したのでしょう」 

 

          

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ １８ 



マーケティング論 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１１） 【ライフスタイル・マーケティング考ー④】（2011年）・・・少子高齢化を迎えて 

 

（塾） 「日本では少子高齢化がすごい勢いで進んでいます。そういう私も段階の世代で６５歳のも目の前なんですが、ライフ 

     スタイルの変化等感じていますが・・・・」 

（ウ） 「私もそうです。高齢化によって価値観は変わってきますし、当然ライフスタイルも変わってきます。 

     米国でも戦後のベビーブーマーが還暦を迎えています。彼らのライフスタイルを大きく変えるのは子供たちが育って 

     独立するという事です。 

     『Empty Nesters』、即ち子供たちが巣立って空っぽになった巣（家）で暮らす人々が多く出現しているという事 

     です。夫婦２人、又は単独の世帯構成となって、消費金額、購買行動、購買商品等が変化します。 

     会社といったビジネス社会からも引退するわけですから行動範囲･交際範囲も当然シュリンク（縮小）するでしょう。 

     買い物も郊外の大型ショッピングセンターでは広い駐車場、店内を荷物を持って歩き回るのは疲れます。 

     最近の米国では旧市外を再開発して『ライフスタイル・センター』を開発しています。 

     『ライフスタイル・センター』は住宅、オフィス、病院、ホテル、行政施設を取り込んだ複合施設で、各店舗に直接 

     車でいける機能も持たしています。日本の地方都市の商店街・公共施設の固まるエリアのようなものですね 

     旧商店街を再構築したこのような施設に、高齢者は買い物目的だけで外出するのではなく、『町に出かける』といった 

     意識で来店します。それによって公園の開発や地域のイベントの開催等活発化しています」 

（塾） 「おっしゃるとおりです。ここ２０年余り、地方都市の郊外には大手全国チェーンが巨大ショッピングセンターを作り 

     旧商店街は廃れてきた経緯があります。当然高齢者の方々は郊外の大型店は疲れるという不満を持っていました。 

     ここにきて高齢者にとっての『ライフスタイル・センター』に似た街づくりの機運が日本でも出てきたようです。 

     又、『町おこし』と言う言葉があって、地域住民が当事者意識を持って取り組む事例も増えてきています」 

（ウ） 「もう1つ『Empty Nesters』の増加で考えなければならないのは、彼らの食の『ライフスタイル』の変化でしょう。 

     1人暮らし、夫婦２人暮らしですから、当然食の量的にも質的にも大きく変化して、従来の量的拡大を追いかけてきた 

     スーパーマーケットの対応では限界があります。」 

（塾） 「おっしゃる通り日本の少子高齢化によって1人世帯、2人世帯合計で５０％を超えてますし、過去から日本の『標準世 

     帯』と云われてきた夫婦２人に子供２人の4人世帯は２０％を切ってますので・・。 

     面白いエピソードがあるのですがＮＨＫのＴＶ番組で『きょうの料理』があるのですが、テキストのレシピの何人前 

     の数字が変わったのです。１９５７年のスタート時には１家５人前、１９６５年には同４人前、そして遂に２００９ 

     年には同２人前になってしまいました。でも多くの商品のパックの量目は余り変化してません」 

（ウ） 「マクロ的に見ても世帯の構成が変わってきたことが良く分かりますね。 

     米国のスーパーマーケットでも対応をしてきてますね。特にユークロップス社では『１０ミール・ソリューション』 

     と名づけてセルフでの商材の販売一辺倒の売場から、寿司、イタリアン等の対面売場を増やしての対応や『Dinner  

     for Two』といった2人世帯向けの食の提案を早くからやっています。 

     ドロシーレーン・マーケット社でも『Are you Alone?』で1人暮らしの顧客にはパンの切り分けや、ハムの量等 

     お好みの量で提供いたしますとしています」  

（塾） 「そういえば日本から撤退することになったテスコ社も日本に進出した時には、生鮮食品を備えたコンビニ『エクスプ 

     レス』でした。少子高齢化を睨んでの顧客の利便性に目をつけた戦略でしたが、今では多くの日本のコンビニがその考 

     え方を取り入れて変化しています。ＰＢ商品もお菓子から日常的な惣菜にシフトし始めています」 

（ウ） 「テスコ社が成熟し、少子高齢化の進む流通業先進国では小商圏でのビジネスのほうが良いと判断したのでしょう。 

     米国でも小型店の展開ですね。流通後進国では郊外に大型店舗を出すと言う具合に戦略を分けてますね」 

（塾） 「日本のスーパーの場合、個食に対してはコンビニに比べて対応が遅れています」 

（ウ） 「少子高齢化でもうひとつ考えなければならないのがネットスーパーでしょう。高齢者は買い物に行くのは楽しみでは 

     なくて、苦痛に変わってきます。今までは家族のために･･･といった使命感がありましたが夫婦２人、又は自分１人 

     の食ですから張り合いもないでしょう。そうすると買い物に関してはネットスーパーを利用するのではないかと考え 

     ています。今までの高齢者と異なり、我々の世代はＰＣ、インターネットに強い層ですから、今後急速に伸びる予感 

     がします。事実、あの英国でも高齢者のネットスーパー利用が増えているそうです。尤もネットスーパーだけを利用 

     するのではなく、店舗も利用するといった具合にチャネルを使い分ける顧客が登場してきたようですね」 ｎ 

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ ２０ 



ライフスタイル・センター（米国：デイトン市） 

Complete Meals 

We carefully combine our ready-to-heat entrées,  

sides and desserts to create a different menu for  

every night of the week.  

You’ll get a complete meal that’s perfectly packaged 

 and ready for you to take home and enjoy. 

ユークロップス：『Dinner for Two』 

 

 １９５７年１１月スタート ： ５人分のレシピ 

 １９６５年          ： ４人分  〃 

 ２００９年３月３０日～  ： ２人分   〃 

 

NHK：「きょうの料理」テキスト改変 
（2009年3月30日） 

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ ２１ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１２） 【ライフスタイル・マーケティング考ー⑤】（2011年）・・・拡散する団塊世代のライフスタイル 

 

（塾） 「日本のメーカーや小売業界では高齢者のマーケティングの攻め口で戸惑っているようです。 

     日本の個人金融資産は１４００兆円あり、そのうち約４３％を6０歳以上が保有すると言われてきました。 

     更に団塊の世代と言われる１９４７年から１９４９年生まれは８０６万を超え、２００７年からの退職によって約７ 

     ０兆円を超える退職金が支払われるという事もあって、当然ターゲットとして各業界が仕掛けてきたのですがその殆 

     どが不発だったようです。」 

（ウ） 「なるほど。２００８年のリーマンショックは関係ないですか？」 

（塾） 「おっしゃるとおり株や中国、インド、ユーロ等の投資信託等でやけどした人もいたようですし、年金問題等で将来へ 

     の不安が消費にブレーキを掛けたのでしょう。それ以上に私も団塊の世代で２００７年に定年を迎えましたが、価値 

     観や、ライフスタイル等が、今まで自分が描いてきた高齢者とは違うと言った感じがあります。 

     具体的に云えば私の父が定年になったとき、６０歳前にも拘らず仕事も引退して隠居的な雰囲気でしたが、私の場合 

     には会社や子育て等から開放されたワクワクした感じでした。これから好きな事ができると・・・」 

（ウ） 「なるほど。大竹さんと私は１歳違いですから分かるような気がします。米国の事情をお話しましょう。 

     米国では日本の団塊の世代同様に１９４６年から１９６４年までに生まれた『ベビーブーマー』は７５００万人もい 

     ます。戦後の米国の文化を作ってきた世代ですがそろそろ６５歳と言った高齢化に入ってきます。それ以前の高齢者 

     は６８００万人で、世界大恐慌や第二次世界大戦、冷戦時代等を経てきた筋金入りの保守的な人々です。 

     『ベビーブーマー』世代は学生運動やヒッピー、消費社会におけるリーダーシップをとってきましたし、今でも米国 

     における中心となっています。私もそうですが自分が高齢者とはちっとも思っていません」 

（塾） 「そうですね。日本でも高齢者というと社会から一歩退き、心身ともに弱者というイメージがありますが全く違います 

     ね。私の周りの同年代の人々を見ても、定年後に自分の好きな仕事をしたり、趣味・道楽に没頭したり、ＮＰＯに入 

     って地域のために働いたりして生き生きと活動的に生活を送っている人が多いですね。 

     自分の高齢者のイメージ、社会的弱者となるのは８０歳を過ぎた辺りかな・・・と思っています」 

（ウ） 「米国もそうです。米国の平均寿命も１９００年には４７歳、最近のデータでは７９歳ですから、８０歳を過ぎないと 

     自分でも高齢者としては認めないでしょうね。 

     ６０歳でリタイアしても２０年近くもあるのですから余生にしては長すぎますね。会社勤めや子育ての完了といった 

     環境の変化、ライフステージの変化が個人の価値観に沿った新しいライフスタイルを生み出しているのでしょう。」  

（塾） 「確かに会社生活、子育てでは自分の価値観ではなく、世間の価値観・常識等を第一に考えてのライフスタイルをせざ 

     るを得なかった様な気がします。定年後はスッカリその様な画一的なものから開放された気がします。 

     例えば家内もよく言うのですが、ここ２～３年、百貨店で衣料品を買い物する事が殆どなくなったと・・・」 

（ウ） 「日本も米国も戦後の『ベビーブーマー』世代が世の中の価値観やファッション等をリードしてきましたが、ライフス 

     テージ等の変化によって、世帯単位からより個人的なライフスタイルを求めるようになってきたのかも知れません」 

（塾） 「消費者としての学習をして豊富な知識・経験・情報を蓄積して来ていますし、学生運動等も経験し、政府・大企業に 

     対しても１００％信用を置かない世代です。ましてＴＶ、新聞の宣伝・広告や、にはあまり踊ることなく、押し付け 

     的な販売には反感を抱く世代ですから従来のマス・マーケティングは通用しないでしょうね」 

（ウ） 「モノに対しての執着が無い代わりに、高齢者は人々との関わりや、人からの尊敬、感謝等を求めます。 

     店を利用するにしてもロイヤル・カスタマーとしての接客が益々大切になって来るでしょう。 

     米国のスーパーでも顧客、特に高齢者の顧客を名前で呼ぶことを義務付けて、業績に繋げている企業もあります。 

     高齢者のマーケティングは個々のライフスタイルの理解と、ソリューション、即ち問題解決の提案と言ったビジネス 

     の転換が必要でしょう。基本はあくまでお客様の『信頼』の獲得です。 

     それにしても日本には定年制度があると言う事は良いことだとドラッカーさんは言っていました。 

     定年後は余生ではなく、区切りをつけて第二の人生として新たな人生への挑戦が出来る期間として考える事が出来る 

     からだと言っています」 

（塾） 「おっしゃる通りです。定年は燃え尽きたり、賞味期限が切れたりすることではないですね。 

     還暦を迎えたある女性経営者が言ってました。『６０歳は３度目の成人式』と。私もそんな気分でした」 

 

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ ２２ 



マーケティング論 

2009年末個人金融資産合計：1,455兆円 

団塊の世代の購買行動の変化 

年  代 構成比 

２０代 2.30% 

３０代 13.50% 

４０代 18.60% 

５０代 22.40% 

６０代 24.90% 

７０代 18.30% 
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（24.90%) 

７０代 

（18.30%) 

年齢別金融資産保有割合（2009年日銀金融資産循環統計） 
 

マ：Ｐａｇｅ ２３ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１３） 【メーカー、卸の関係性の変化ー①】（2005年）・・・「取引関係」から「取組関係」への流れ 

 

（ウ） 「ところで大竹さんはＦＳＰは小売業のＣＲＭと紹介してるそうですね」 

（塾） 「メーカーや卸の企業に呼ばれてプレゼンを行う機会が多くありましたが、そこに出てこられる方々はマーケティン 

     グ担当の方が多いため、ＣＲＭについての基本的理解があることを前提としてその様な表現を冒頭で使っています」 

（ウ） 「ＣＲＭの訳は日本では『Customer Relationship Management』としていますね。 

     私は『Customer Retention Marketing』の方が良いと思っています。 

     Retentionは維持・保持と言う意味の他に拘束・監禁的意味があります。もっと競争的で強い意味合いです。 

     小売企業のマーケティング戦略としてＦＳＰを説明するとき、こちらの方がより明確に伝わるのでは・・・？」 

（塾） 「そうですね。Relationshipというのはあいまいな表現です。Retentionの方がＦＳＰを良く表してますね。 

     メーカーのマーケティング担当の方々の関心は、如何に自社の製品のマーケットシェアが高めるか！の一点に賭け 

     ていますので、小売業がＦＳＰで目指す優良顧客の維持、顧客のウォレット（財布）シェアをいかに高めるか？と 

     言う目標とは微妙に重なったり、離れたりしています。 

     あるメーカーの発泡酒の新製品のキャンペーンで飲酒対象顧客を抽出してＤＭでキャンペーンを行いました。 

     その結果めでたく発泡酒のシェアは上がったのですが、同一メーカーの主力製品であるビールが落ち込んでしまっ 

     たという笑えないエピソードがあります。何のための販促だったのか？ということです」 

（ウ） 「ビールから発泡酒へのカテゴリーチェンジ、発泡酒のカテゴリー内でのブランドチェンジ等の目的を明確にすべき 

     だったのでしょうね。私はビールと発泡酒ではカテゴリーが全く違うと思ったのですが・・違いますか？」 

（塾） 「実はスーパーでの買い物は主婦の役目です。家計費の節約上だんなの晩酌は安いに越したことはありません。 

     お店がビールと同じく美味しいと言っていたから・・とか言い訳しながら、販促を利用して経済的理由で発泡酒を 

     購入するわけです。いつもビールだった晩酌が突然発泡酒に変えられただんなは可愛そうですね。 

     更にオマケとして、３，４番手のメーカーの発泡酒のキャンペーンを大々的にやったら、短期間ですがいきなりカ 

     テゴリーのトップに躍り出たなんて、驚くような消費者行動もあったそうです」 

（ウ） 「そのように単品やクラスといった単位での部分最適だけを追求してゆくと、多大の販促費を掛けて行ったプロモー 

     ションの結果がそのカテゴリーや部門全体としては返って利益を落とすケースが出てきますね。 

     単品製品のマーケットシェアの拡大が命題のメーカーのこのような提案に対しては、カテゴリー内、カテゴリー間 

     における売上、利益に与える影響を十分に考慮して販促を検討し、採用すべきでしょう。 

     例えばワイン・チーズ・高級チョコレートといった異なるカテゴリー間の併売効果も期待できるわけですから。 

     顧客情報をしっかりと分析し、ＰＤＣＡのサイクルの中で考えていかなければならないでしょう」 

（塾） 「日本では商品カテゴリー・マネジメントがメーカーの主導と言うこともあって永い間定着しませんでしたが、よう 

     やく顧客情報を持つことで実現できそうです。普段のビール購入客と発泡酒購入客とを区分して、カテゴリーやブ 

     ランド・チェンジのプロモーションのターゲットも絞れますし、その後の検証もできるようになるわけですから・・。 

     某飲料メーカーでは店頭の商品の間口、奥行き、ボリュームを決める棚割りモデルは、過去には店の規模の大・ 

     中・小といった規模で決めていたそうですが、昨今では顧客分析から家族や単身、年代層、立地等を加味して決め 

     ているそうです。２Ｌのペットボトルは郊外店に来るファミリー層向けですが、駅前立地の単身者には５００ｍｌ 

     という具合にカテゴリー内での最適化が再構築されているようです」 

（ウ） 「先ほどのナビスコ社と一緒ですね。顧客データをキーとしてメーカーと小売企業がコラボレーションすれば良いの 

     です。ウォルマートのＣＰＦＲのようにメーカーのマーケティング力を利用できれば良いわけです。 

     そのためには少なくとも店舗単位でのターゲットとする顧客のプロファイル、購買行動等の情報を共有しながら 

     品揃え、販促に磨きを掛けていく必要がありますね」 

（塾） 「おっしゃるとおり顧客をそっちのけにして競合店だけをみて、スーパー側は『如何に有利な条件で仕入れるか？』 

     メーカー側は『如何に有利な条件で押し込むか？』の対立でしたから・・。『取引関係』ですね。 

     顧客満足が売上を継続的に上げる条件ですから両者その方向を見て協力すればWin-Winの関係になるのに・・・。 

     顧客のニーズを一緒に探り、商品を開発し、品切れのないように店頭に置く・・といった『取組関係』こそが望ま 

     れるのですが、残念なことに一部企業では顧客データはメーカーとの交渉のための閻魔帳になっているとの事です」 

   

 

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ ２４ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１４） 【メーカー、卸の関係性の変化ー②】（2011年）・・・FSPを熱心に研究するのはメーカー、卸 

 

（塾） 「ＦＳＰに関しては日本では小売企業よりも卸やメーカーのほうが熱心に取り組んでいます。前回来日されたＫ社さん 

     主催のウルフさんのセミナーでも、参加者の殆どが卸やメーカーの関係者で、小売業からの参加者はごく僅かでした」 

（ウ） 「何故なんでしょう？ ＦＳＰに対する関心が薄くなったのでしょうか？」 

（塾） 「私は理由として大きく２つあると考えています。 

     １つはご存知の通りマーケティング機能はメーカー・卸が負って、リテールサポートということで小売業を指導する 

     立場にありました。しかしながら従来のマス･マーケティングのやり方が壁にぶち当たって新たなマーケティング手法 

     を模索していると思います。ＰＯＳによって製品が『売れ筋』『死に筋』とすぐに判決を下されるようになってから 

     は、更にきめ細かな顧客のニーズに沿った製品開発・安定的供給が要求されてきています。 

     既存マーケティングの限界からＣＲＭ論議が一時期、メーカー･卸でも沸騰しましたが、彼らにとっての顧客は小売企 

     業であり、最終消費者ではありませんでした。最終消費者を顧客として接点を持つのは小売企業であり、そのため顧客 

     情報収集が不可能なメーカーの本部のマーケティング担当者は、ＦＳＰ実施企業とのコンタクトを深めて共同でＦＳＰ 

     を研究し、学習を積み上げるしか道はなかったようです」 

（ウ） 「なるほど。米国でもお菓子のナビスコ社に代表されるメーカーも同じ状況でしたね。あるスーパーさんとＮＣＲさんと 

     の３者によるＦＳＰの共同実験の中で、ナビスコ社の製品も上位３０％の顧客が７０％以上のシェアを占めるといった 

     ＦＳＰと同じ結果が出てきたことでメーカーにも衝撃が走りました。マス・マーケティングの破綻が明確になったので 

     すから。ナビスコ社ではその後新たなマーケティング思考の元でＦＳＰ実施企業に対しては、上位顧客の維持と販促の 

     提案に切り替えています」 

（塾） 「第二の理由ですが、ＦＳＰの販促の１つとして商品アイテム単位でポイントを付与する仕組みが大手チェーンにも広が 

     り、特に日本最大手の７＆ｉグループ傘下の小売企業でも、最近盛んに使われるようになりました。 

     勿論そのポイントはメーカー負担となっているでしょう。メーカーもこのようなＦＳＰ手法を十分に理解して手を打っ 

     ていかないと、ポイントは新たなリベートとして自社の利益構造を崩しかねません。更にＦＳＰ実施小売企業に対して 

     は、チラシとは異なる新たなプロモーションの企画・提案をしていかないと、取引関係は危うくなってくるでしょう。 

     現にＦＳＰ実施小売企業からはその様な提案要求が増え続けてきているそうです」 

（ウ） 「なるほど。販促の現場においても顧客との接点を持つ小売業側にパワーシフトしているということですね 

     ようやく欧米の巨大小売業のように、川下がマーケティングの主導権を握る形が出てきたのですね」 

（塾） 「ところが過去から日本の法規制では『中小小売業の保護』が基本でしたから、欧米の小売企業のように上位小売企業の 

     寡占化は進んでいません。欧米では小売企業の上位５社で２５～６８％のシェアですが、日本では７％弱です。 

     日米構造協議で『消費者利益の優先』になり、大店法や景品表示法の規制緩和が力関係を大きく変えようとしています 

     巨大小売企業がカード戦略で顧客情報を独占してＣＲＭを構築できるわけですから、マーケティングや商品開発、物流 

     が顧客起点の発想から再構築可能となるでしょう。メーカー･卸の役割・機能も大きく変化すると思います」 

（ウ） 「欧米では一般的に巨大小売企業のほうがメーカーよりも力を持っていますね。ＰＢ商品についても、自社の顧客を分析 

     してニーズを把握し、Ｗｅｂ上で原材料の国際入札をして、生産は仕様を出してメーカーに委託するやり方が当たり前 

     のように行われています。テスコ社では膨大な顧客情報を元に、顧客のライフスタイルに合わせてグレードでは４ラン 

     ク、さらにはオーガニック等のＰＢ商品を開発して全売上高の５０％以上を占めるに至っています」 

（塾） 「日本でのＰＢ商品開発は大手スーパーがこれまで何度か挑戦し、結果的に尻つぼみ、失敗に終わってきました。 

     ＰＢ商品開発の主な目的は、品質はＮＢ商品並み、価格帯はその下におく低価格訴求･利益確保を目指したものでした 

     しかしながらメーカーにとっては一種のライバルの出現であり、主導権を保つためにも既存商品の価格の切り下げや 

     新商品の開発スピード･頻度を上げて、小売業側のＰＢ商品を陳腐化させる方法で対抗してきました。 

     日本国民はＰＢ商品よりもメーカーのＮＢ商品に厚い信頼があるといった神話もあります。   

     しかしながら７＆ｉやイオン、ＣＧＣ等の巨大小売グループの出現と顧客情報の活用によって、現在１０％弱の日本の 

     ＰＢ比率が３０％以上に押し上げられる日も来ると思います。 

     小売業側も学習を重ねてきましたし、何よりも顧客情報によって精度の高い商品開発ができ、ＮＢ商品との購買比較デ 

     ータも独占するわけですから、今までとは異なる展開が予想されます。 

 （ウ）「ＰＢ商品の成否がこれからの日本の小売業とメーカーの関係を根本的に変えていくかもしれませんね。日本のメーカー 

     ・卸の方々がＦＳＰに関して熱心に研究と学習を積み重ねている理由がりかいできました」 

   

 

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ ２５ 



マーケティング論 

夫々お互いの企業満足を追及 

取引関係 

ﾒｰｶｰ・卸 
 
日本のｽｰﾊﾟｰ 

不特定の消費者 

SCM 

共同で顧客満足を追及 

取組関係 

ﾒｰｶｰ・卸 

Clubcard会員 

SCM CRM 

FSP 

メーカーとのコラボレーション：CRMとSCMのシームレスな連携がゴール 

ビールメーカーとのプロモーション共同企画 

S社（山梨） 

マ：Ｐａｇｅ ２６ 

駆け引き・利益追求 

情報共有・相互満足 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１５） 【メーカー、卸の関係性の変化ー③】（2011年）・・・O社の挑戦 

 

（ウ） 「今回で3度目ですか・・・O社さんを訪問して感動しました。私の知る限りライフスタイルまで踏み込んで分析し、 

     個々の顧客に対してのプロモーションを個々に行っているのはテスコ社とO社だけですね。 

     何故このような素晴らしい挑戦を継続されてきたか？いつも驚かされています」 

（塾） 「O社さんのI取締役からお話ありましたようにＦＳＰ挑戦のきっかけは１０数年前の大型全国チェーンの相次ぐ進出 

     でした。競合対策としてチラシをＤＭに切り替えて『ステルス・マーケティング』を展開してきました。 

     ２００４年頃に顧客分析用のデータベースを導入する一方でメーカー・卸企業とのＦＳＰ勉強会を年数回実施して 

     今も継続して行っています。メーカー側もチラシに変わる販促の研究の場と言うことで多くのマーケティング関係 

     スタッフも参加し、各種実験と検証を繰り返して多くの知見を蓄積して来ています」 

（ウ） 「メーカーのマーケティング力を利用したわけですね？１社では限界がありますから・・・」 

（塾） 「その後ＦＳＰによる優良顧客の囲い込みやＤＭによるプロモーション等で、手本にしてきた米国のＦＳＰの限界を 

     感じていたところ、ウルフさんのヨーロッパのＦＳＰから学ぶべきと言うアドバイスでテスコ社のロイヤルティ・ 

     マーケティングに行き着いたようです。 

     O社では当初『ＣＣＭ（Customer Category Management）』と称していました」 

（ウ） 「英国のテスコ社のＦＳＰ、彼らはロイヤルティ・プログラム（マーケティング）と呼んでますが、当時は殆どベー 

     ルに包まれていたはずですが・・。顧客戦略はステルスが命ですから」 

（塾） 「おっしゃる通り、当時ＮＣＲのデータウェアハウスやセルフレジ等のグッドユーザーだったのですが、企業間の守 

     秘義務契約が壁となって情報は殆どシャットアウトされてました。それでもＯ社さんは取引先等の細いつてを辿っ 

     て英国に行ったりして勉強し、知識を積み重ねてきました。 

     丁度２００３年頃に『Scoring Point』（日本では『TESCO顧客ロイヤルティ戦略』）が発刊され、テスコ社や 

     ダンハンビー社出身のコンサルタントが世に解き放たれた時期とぶつかって幸運に恵まれたようです」 

（ウ） 「勉強して独自に開発したのですか？」 

（塾） 「基本的にO社さん主導で大学や日本のコンサル会社も協力して進め、独自の仕組みを作り上げています。 

     顧客のライフスタイル、食で言えば『嗜好・好み。こだわり』のグループをクラスターとしてセグメントし、更に 

     そこに各種データを加味して顧客プロファイルを構成し、個々の店舗の顧客に合わせた品揃え等に活用して効果を 

     上げられています」 

（ウ） 「勉強会を今も続けていると言う話ですが、メーカーとの取り組みも変化したのですか？」 

（塾） 「日本人のライフスタイルは大きく変化しています。日本人の好きなカレーにしてもグルメ、低価格、健康、便利、 

     エコ等のライフスタイル、辛口・中辛・甘口と言った嗜好、ルーやパウチ、冷凍といった形態等、個々の顧客のニ 

     ーズに沿っての品揃えが要求され、メーカーもきめ細かな製品開発が求められています。 

     具体的にはあるメーカーが大豆で作った健康食品シリーズに、鉄分を加えた新商品を開発しました。ターゲットは 

     主に貧血に悩む若い女性となります。 O社ではこういう場合例えば１８歳～３４歳の女性を抽出します。更に過 

     去の購買履歴からプルーンやひじきの購買者を抽出し、メーカーと一緒にクーポン送付等のプロモーションを掛け 

     ます。その後そのプロモーションに反応したか否か、その後リピートになったか否かをＰＯＳデータで検証し、必 

     要があればアンケートも行われて検証・評価作業が続きます」 

（ウ） 「それは素晴らしいですね。顧客、それも具体的プロファイルを持った顧客をベースにメーカーのマーケティング担当 

     者と検討を進めるのですね。『何を買ったのか？』ではなく『何故買ったのか？』の分析であり、更にこのライフス 

     タイルの顧客ならこの商品を『買うはずである』といったPushマーケティングを展開しているのは素晴らしいと思 

     います」 

（塾） 「今日本のメーカーは『顧客は誰か？』といった事で、ライフスタイルやプロファイルの明確な顧客像を作り上げて、 

     それにマッチした製品開発を行っています。メーカーの担当者が製品開発コンセプトを商談時に説いたとしても、 

     『うちの顧客はその様なコンセプトに合いません』と言える小売企業はコンビニのS社とスーパーではこのO社、I社 

     だけでしょう。他の多くの小売企業のバイヤーは他社の売上実績、テレビのコマーシャル量等を確認し、いきなり値 

     引交渉に持ち込むでしょう。その様に商品コンセプトの通じない企業にはメーカーもチャネルを変えたりしてます。 

     そうしないとスーパーのチラシ商材にされてブランドがずたずたにされてしまいますから・・・」 

（ウ） 「O社さんやI社さんのようなメーカーとの学習を積み上げられる仕組みができれば『ＳＣＭ』と『ＣＲＭ』がシームレ 

     スにつながって、小売企業・メーカー・顧客の３者が喜べる仕組みが出来上がるのですが・・・」 

      

   

 

マーケティング論 

マ：Ｐａｇｅ ２７ 



マーケティング論 

日本のTesco:：オギノ（山梨）の挑戦 

「Tesco 顧客ロイヤルティ戦略」 

41万枚 

95% 

マ：Ｐａｇｅ ２７ 



顧客データの活用 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

顧客データの分析と活用 

① 【顧客データ活用の悩み】（2011～） 

     「専任者がいなくても顧客データ活用が出来ます」 

② 【顧客データ活用の最前線ー①】（～２００5） 

      「日本の顧客データ活用最前線」 

③ 【顧客データ活用の最前線ー②】（～2011) 

     「デシル分析・優良顧客分析」 

④ 【顧客データ活用の最前線ー③】（～2011) 

     「バスケット分析・併買分析」 

⑤ 【顧客データ活用の最前線―④】（～2005) 

      「エリア分析・ＤＭ・プロモーション分析」 

⑥ 【顧客データ活用の最前線ー⑤】（～2005) 

      「年齢層分析・ライフスタイル分析」 

⑦ 【顧客データ活用の最前線ー⑥】（～2005) 

         「顧客のトレーサビリティ」 

⑧ 【顧客データ活用の最前線ー⑦】（~2005） 
         「出店戦略での活用」 

⑨ 【顧客データ活用の最前線ー⑧】（2005～） 

      「Ｏ社、Ｉ社の先進性の秘密」 

⑩ 【顧客データ活用の今後の課題ー①】(2011～） 

      「データの精度・正確性に問題あり！」 

⑪ 【顧客データ活用の今後の課題ー②】（2011～） 

      「顧客のセグメンテーション」 

⑫ 【顧客データ活用の今後の課題ー③】（2002～） 

      「顧客とのコミュニケーション」 

 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

 顧客データの分析と活用 

（１） 【顧客データ活用の悩み】（～２０１１年）・・・・・・「専任者がいなくてもデータ活用が出来ます！」 

 

（塾） 「日本のＦＳＰ実施客先で必ず壁にぶつかるのは顧客データの活用ですが、どの様な活用範囲がありますか？」 

（ウ） 「顧客データは企業にとって『宝の山』です。 

       ① 差別化されたプロモーション／マーケティング 

       ② ビジネスの拡大 

       ③ 配布チラシ、ＤＭの効果的な配布 

       ④ 顧客のランク付け、ライフスタイル等の分析 

       ⑤ 効果的な品揃え、棚割り 

       ⑥ 在庫の合理化 

       ⑦ 価格戦略  

       ⑧ オペレーションの効率化   等の分野で活用が考えられます」 

（塾） 「日本のＦＳＰ実施企業の９０％以上は、顧客情報の活用が出来ていないと感じていると思います 

     中には【個人情報保護法』の存在を理由に、顧客情報を持つこと自体を疑問視するＦＳＰ実施企業も出てきました。 

     顧客情報を持っていても使いこなせないのなら、そんなリスクのあるものは持たないほうが良いと考えたのでしょう」 

（ウ） 「その原因はどこにあると思いますか？」 

（塾） 「多くの企業では専門的な顧客データを具体的な行動、即ち情報に変える知識・スキルをもった人材がいないことが挙 

     げられます。日本の大手メーカーの本部にいるマーケターとしての知識・スキルを持った人の不在です。 

     規模的にも先任担当者は置けないし、又、要員の教育・訓練もしてくれるところがないという事でしょう」 

（ウ） 「その様な事は欧米の中小のスーパーも同じ状況です。最初から専門的な人材はどこでも確保できません。 

     ドロシーレーン・マーケットの担当者も当初は素人の女性で、ホームページ担当は精肉売場出身の主任でしたから。 

     ＦＳＰを推進する上でマーケターが持つ高度な分析のスキル、知識は必ずしも必須事項ではありません」 

（塾） 「そのような専門的知識、スキルを持ったスタッフがいない中での顧客データの活用はどの様にするのですか？」 

（ウ） 「ＦＳＰの基本である優良顧客の指標を出力して、アクションを日常の業務プロセスに組み入れることです。 

     具体的には・・・ 

        ① クレジットカードでの購入客の割合 

        ② アクティブ顧客数 （過去１２～１３週間の購入実績） 

        ③ 優良顧客（デシル１）の流出率 

        ④ 優良顧客（ 〃  ）の減少率 

        ⑤ 新規顧客の維持率 

        ⑥ 顧客来店頻度 

        ⑦ 精肉・鮮魚・青果の世帯浸透率 （HouseｰHold Penetration Rate） 

     を情報として出し、手を打ってゆくことになります」   

（塾） 「優良顧客の維持・拡大に沿った分析情報に絞るわけですね。これでしたら専任のスタッフは不要ですし、兼務 

     できるボリュームですね」 

（ウ） 「優良顧客は基本的にロイヤルティが高く、購買行動も同一店舗のリピートになりますから優良顧客の流出や減少 

     傾向、来店頻度が下がったりした場合、その店舗では深刻な問題が発生してると言ってよいでしょう。 

     新規の競合店の出店やプロモーション、品揃え、価格政策等の影響原因が何であるか突き止め、タイムリーに 

     対策を打つ必要があるのです。 

     例えば近隣に競合店が出店したとしましょう。一部の優良顧客の来店頻度・購入金額が減少した場合、その優良 

     顧客の居住地区、減少した生鮮３品の部門を調べます。精肉部門で特に牛肉が落ちていたとします。その場合に 

     は競合店にいって陳列ボリューム、等級、価格を調べ自店と比較します。その結果自店の牛肉売場の上位ランク 

     の品揃えが負けていると判明した場合、競合店と同等、乃至はその上位を行く品揃えに改め、個々にクーポン券 

     を発行して取り戻すといったアクションが必要となるのです」 

     「丁度人間の体温、血圧のように優良顧客中心に定期的に計測してその変化を捉え、原因追及とその後の対応策 

     を練ればいいのです。全顧客にそれをやろうとすると大変な労力が必要ですし効果を考えても基本的に不要です。 

     日本のO社さんやI社さんの優良顧客のランクダウンに対する離反防止策などが日常の業務プロセスに組み込まれ 

     ているのがよい例でしょう」 

 

       

      

顧客：Ｐａｇｅ ０１ 



クーポン・オファー利用状況 

ビジネスの拡大 

配布ちらし・DM 
の効果的な配布 

Site 
Selection 

価 格 

低価格に対する 
競合の反応 

在庫の合理化 
棚割り 

顧客の資格審査 

差別化された 
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ  
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

運用効率 

顧客情報 

顧客情報が利用される使い道 

NCR FSP FORUM２０１１ 

 顧客データの分析と活用 

メーカーと販促をコラボ・ 検証 

顧客：Ｐａｇｅ ０２ 

NCR FSP分析ソフト R－Finder 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（２） 【顧客データ活用の最前線ー①】（～２００５年）・・・・日本の顧客データ活用最前線 

 

（ウ） 「ＦＳＰの第二幕、日本のデータ活用の現状についてどの様に見ていますか？」 

（塾） 「日本ではＦＳＰの普及につれて、多くの分析ソフトのパッケージが出揃ってきていますが活用面で壁にぶつかってい 

     るケースが殆どでしょう。未だ苦戦続きで現場の一部の利用で終わっていると思います」 

（ウ） 「それは何故ですか？」 

（塾） 「デシル分析とか、ＤＭ効率とか、地図情報とか非常にきめ細かな情報が出てくるのですが使われていないのです。 

     それら情報を見て、その内容に驚くのですが、それで終わってしまうケースが多いのです。 

     ウルフさんのご指摘通り、専任担当者が居なくても活用できる情報が出ているのにも関わらずです」 

（ウ） 「要は企業レベルでデータ活用の目的、組織、プロセスが出来ていないと言うことですね」 

（塾） 「ご指摘通りです。例えばある企業ではデシル分析をして各店舗別に購入金額トップ１００人のリストを出力して店長 

     会議の席で見せたのです。各店長は年間１００万円を超える優良顧客の多いことに驚きを見せたのですが、一部の店 

     長のみが後でそれを見てメモを取り、残りの殆どの店長はそれ以上の関心を余り示さなかったそうです。メモをとっ 

     た店長はその優良顧客の顔と名前を一致させて覚え、来店時には積極的に話をしたいと語っていたそうです｣ 

（ウ） 「なるほど。店長に分析情報を見せただけで、それによる行動化までは企業レベルで進めてなかったわけですね？ 

     店長の個人レベルでの対応ということでは勿体無いですね」   

（塾） 「そうですね。更にデシル分析で流出した優良顧客の世帯に店長が、直接訪問したりして多くの成功話も誕生しましたが 

     逆に顧客の不幸時にぶつかって、返って不興を買ったという話もありました。 

     初めての情報に接して実戦の現場ではこのような試行錯誤が積み重なって、ある企業では訪問禁止、ある企業では立ち 

     枯れ、ある企業ではＤＭアンケートで本部駆動といったようにやり方が分かれて行ったものもあります」 

（ウ） 「データ活用に対してのトップの積極的な関与はないのですか？」 

（塾） 「当初はデータ分析に期待してデータウェアハウスの投資等に理解を示していましたが、基本は丸投げで積極的に関与 

     してませんし、データ活用による投資効果が不透明ということで急速に関心を失って行ったようです。 

     ウルフさんのおっしゃる通り組織的な問題として、トップもＦＳＰ担当者も社内の人事異動で２～４年くらいで交代 

     してデータ分析・活用の方針や、試行錯誤の経験・知見が企業レベルで蓄積できなかった事が大きいですね。 

     又、チラシのところでも申し上げましたが、会員の来店比率が５０％以上となってチラシの削減・廃止を社内に提案し 

     ても、バイヤー、店長、販促部門から総スカンを食らうわけです。競合の激しい中でチラシを減らして売上が減ったら 

     責任を取れるのか？といった、いわば懸念事項をぶつけて来る訳です。万一売上高が落ちれば、それらの人たちの評価 

     に直結しますし、ＦＳＰ担当者も初めての挑戦で実績がないわけですから安易に大丈夫とは云えないわけです。 

     この場合、トップの決断による断行、調整が必要なのですが、やはり売上が落ちることに対する心理的な抵抗が強いよ 

     うで、自身が直接コミットする事は非常に稀です。普段数字で厳しく管理している側からすれば、現場の売上予算未達 

     の口実を自らが与えたくないといった心境は理解できるのですが・・・。又、トップの覚悟に行き着いてしまいますね」 

（ウ） 「ＦＳＰ失敗・成功の方程式のところで議論した事とイコールですね。 

     顧客データを活用せよ！と只言葉だけでトップが号令を掛けてもだめですね。それに対してＯ社、Ｉ社はトップの関与 

     が深かったですから担当者の異動も少なく、積極的に多くの挑戦を行って企業として、その経験・知見を蓄積し、ビジ 

     ネス･プロセスに組み込んで日常的にデータ活用を行って、素晴らしい効果を上げていますね。 

     セミナーで紹介したBigY社ではTop６人で『顧客委員会』を構成し、年間６回の会議を実施して毎回１つの課題を議論 

     して具体的行動指針を出しています。このことに対して同社では『我々のカードプログラムは一種の宗教のようなもの 

     だ』と語っています。宗教のように日常的習慣として顧客のことを考え、行動することが定着しているのです。 

     顧客データはあってもなくても何も変わらない企業と、顧客データなくしては経営が出来ないレベルまで進んでいる企 

     業と２極分化して、その差が小学校と大学のレベルまで広がってきてるように感じます」 

（塾） 「BigY社の方が言われる『一種の宗教・・』といった言葉は私も分かるような気がします。日本のＦＳＰで成功している 

     企業にも同様のことを感じますし、成功の大切な要因とも感じています。しかし説明が難しいことも確かです。 

     私も顧客データの活用についての相談を受けるのですが、データによってあれが出来る、これが出来るといった事より 

     も、その企業としてどうしたいのか？といった意思、目的（宗旨？）が明確でないと空しい気になる事があります。 

     ＦＳＰは小売り業のマーケティングといった科学的な手法ですが、その成功のためには対極的な哲学・理念といった精 

     神論的なバックボーンについても語っていかなければならないといった両局面があって苦労する事が多々あります。 

     ＦＳＰは奥が深くて・・・このようにウルフさんと議論しているだけだったら非常に楽しいのですが・・・」 

 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ ０３ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（３） 【顧客データ活用の最前線ー②】（～２０１１年）・・・・「デシル分析・優良顧客分析」 
 

（ウ） 「具体的にはどの様な分析をしてデータを活用していますか？」 

（塾） 「先ほどお話しましたようにＦＳＰの分析ツールといったパッケージは沢山出ていますが、活用ということでは疑問符 

     が付きますので実際にＩ社さん、Ｏ社さん等で行われている内容についてご説明しましょう。 

     それを概要としてまとめましたのが次ページの図です」 

（ウ） 「なるほど。私も訪問して直接お聞きしましたが、デシル分析（ランク分析）、優良顧客分析（リテンション戦略）等、 

     具体的に実施されて効果を上げられていることに感銘しました。優良顧客のランクダウンについては両社共にやり方 

     が異なりますがＤＭを送付して流出を阻止する事を地道にやっておられました。Ｏ社さんのトップが大手全国チェー 

     ンの進出に対して、『生き残る上で売上高の大部分を占める上位３０～４０％の顧客の層をシッカリ掴んで離さない 

     』といった明確なメッセージを出されていることが印象的でした。その様なトップの明確な方針があってこそ、デシ 

     ル分析や優良顧客分析のデータ活用が見えてくるのでしょう」 

（塾） 「優良顧客が何を購入しているのかが分析できてますから、品揃えにもそれが反映されています。あるスーパーのトッ 

     プが店舗視察に来まして、鮮魚売場のケースの中に、４千数百円の値札の付いた本マグロの大トロがパックされて他 

     の部位と同じように並べられているのを見て『ありえない！』と驚きました。多くの企業の鮮魚担当者は、その様な 

     商品が売れ残ると、部門の利益が吹き飛んでしまうので、怖くて扱うことができないと語っていました。 

     しかしながらＯ社では優良顧客を分析した結果の陳列であり、売れ残りのリスクも最小と言うことでしょう」 

（ウ） 「優良顧客が、よく購入する商品を把握するということは大切ですね。他の店では扱っていない、イヤ、扱えない商品 

     がそれを求める優良顧客を繋ぎ止めていることになります。差別化戦略であり、ムダな値引のない分野です」 

（塾） 「それを更に追求して出来たのが『ベビークラブ』です。日本でもこのようなサブ・クラブを立ち上げているのは、私 

     の知っている限りこの２社だけですね。乳幼児のいる世帯ではそんなに行動半径が広いわけではありませんので固定 

     化し易いですし、購入金額も大きいです。情報提供や各種サービスを含めて効果は高い客層だと思います。 

     例えば、マタニティドレスを購入した顧客に対して、３～６ケ月後に『ベビークラブ』の勧誘のパンフレットを郵送 

     したり、初めての出産のために必要な商品等の一覧表を提供したりしています｣ 

（ウ） 「なるほど。マタニティードレス購入客ですか・・・・。ところで『ワインクラブ』はありますか？」   

（塾） 「日本のスーパーマーケットでは余り聞いてません。Ｑ社やＹ社にはワインのソムリエがいて対応していますが、顧客 

     としては個人よりも自営業の方が多いようです。東京のＯ社の一部の店舗では、周辺の多くの飲食店向けに焼酎の品 

     揃えを豊富にしていますが、サブクラブによる囲い込みはやっていませんね。個人的には日本酒等やって欲しいので 

     すが、売場では発泡酒を始め日常的な一般酒の補充・陳列で手いっぱいかもしれません。一部年配者向けの『シルバ 

     ークラブ』を実施している企業もありますが、もっと『ペットクラブ』や『キッズクラブ』等に挑戦してほしいですね」 

（ウ） 「商品別の『ヘビーユーザー』の分析ではいかがですか？」 

（塾） 「両社共にメーカーとコラボレーションしてターゲットを絞り込んだ販促を繰り広げてきました。その中で明らかにな 

     ったのは例のナビスコ社では『ハイ･バリュー･世帯（ＨＶＨＨ）』と呼んでいる商品の『ヘビーユーザー』です。 

     ウルフさん。Ｏ社さんでの実例ですが、例えばマヨネーズですが１世帯で月何本くらい購入すると思いますか？」 

（ウ） 「月で0．5本くらいでしょう？  多くても月１本？ 野菜等にかけるので一回でもそんなに使わないでしょ？」 

（塾） 「残念でした。多い世帯では『マヨラー』と呼んでますが４～５本。反対に１本も購入しない世帯も多くあったんです。 

     これにはメーカーも予想を裏切られたそうです。ウルフさんと同じに平均値で考えてましたから・・・。 

     ところがＦＳＰと同様に上位顧客３０％で６０～７０％の売上高を占めるといった数値が出たわけです。 

     そこでメーカーと協議してヘビーユーザーにターゲットを絞り込んだＤＭによる販促で２桁の売り上げ増が実現でき 

     たのです。商品単位でのマーケットシェアの拡大を目指すメーカーにとって、検証可能、且つ効率・効果の高い販促 

     手段が出現したことになりますから、多くのメーカーが積極的に企画を持ち込んで実施するようになりました」 

（ウ） 「なるほど。ユークロップ社の『平均値での経営は悪い点も、良い点も隠れてしまう』の教え通りですね。 

     過去、スーパーマーケットでは統計数値を用い、ベビー用粉ミルクも世帯平均値で計算していた時代もありましたが、 

     実際に購入しているのは乳幼児がいる世帯です。商品単位で個別に分析してヘビーユーザーを抽出して販促を掛ける 

     のは理に適ってますね」 

（塾） 「エピソードですがＡ社のＫマネージャーが普段、数多く購入しているあるメーカーのヨーグルトの購入顧客のＡＢＣ 

     分析をしたら自分の世帯が一番で、月に数千円にもなることがあったそうです。同氏曰く『こんなに購入しているの 

     をメーカーは知らない。従ってお得意様であるのに何もしてくれない（無視？）。他のメーカーに変えても分からな 

     い・・・これって怖くありませんか・・・？』と・・・・・」    

 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ ０４ 



デシル分析・ランク分析 
・購買金額、粗利額貢献度のABC分析 ・会員／非会員売上・客数構成比（カード利用率） 

・優良顧客の抽出･特定、チェリーピッカーの抽出・特定  

・ランク分析；ＲＦＭ分析 （購入金額別、来店回数、来店間隔） 

優良顧客分析 

（リテンション戦略） 

・ベスト・カスタマーの特定（デシル1～3）・商品（部門／単品）とのクロス分析 

・ランクダウン顧客の発見、原因分析とリテンション策の実施、検証 

・ベスト・カスタマーに対応した品揃え、サービスの開発、提供の実施･検証 

バスケット分析 

（関連商品・併買分析） 

・関連商品の購買分析 （同時、一定期間）、買い回り分析（店、部門、 

・売場構成、品揃え、販促への活用 

・アンブレラスキーム （部門／商品のグレードの統一） 

年齢層分析 
・購買商品別年齢分析 （ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのﾀｰｹﾞｯﾄ年齢層との差異は？） 

・来店顧客別年齢分析 （店舗の支持年齢層／地域の年齢層） 

・売場商品構成、店舗改装の基礎資料 

特定顧客分析 

（ﾍﾋﾞｰﾕｰｻﾞｰ対応） 

・部門／商品別のヘビーユーザーの分析＆ターゲット・マーケティングの深化 

・サブ・クラブ化による品揃え・サービスの深化 

   ペットクラブ、ベビークラブ、キッズクラブ、ワインクラブ 

プロモーション分析 

（販促の結果分析） 

・販促企画の実績の把握と評価 （費用／来店／売上）・企画商品の販売実績と評価  

・企画の追跡、波及効果・影響の分析（部門／商品、実施日／実施日以降）・リピート分析 

・メーカーの企画提案と実績情報の共有 

ＤＭ効果分析 

（ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ） 
・チラシに代わる販促の企画・実施･分析 

・店舗、本部の企画、情報共有 

・実商圏の把握 （地域別／世帯別／部門･商品／購入金額･頻度） 

・不振エリアの分析 （地域／部門／個客／購入金額･頻度） 

・チラシ配布、DM郵送の効率の検証 

エリア分析-① 

（商圏分析） 

エリア分析-② 

（競合店対策） 

・競合店の進出、販促の影響度の分析 

・対競合店対策の販促の企画･実施・結果の分析･評価 

・新店舗の商圏の予測と検証・チラシ配布、DM郵送の効率の検証 

ライフスタイル分析 
（クラスター分析） 

・顧客の購買行動の分析、（何故、買うのか？の洞察） 

・顧客ロイヤルティの分析 

・ＰＵＳＨ マーケティングの展開 

 

顧 

客 

情 

報 

系 
 

顧客情報系システム：基本的顧客情報分析 

トレーサビリティ分析 
（商品購入顧客） 

・商品の購入顧客の抽出 （不具合商品の購入者の特定） 

・  〃        （目玉商品 〃、 チェリーピッカーの購買行動） 

・  〃        （特定商品のリピート購入等の把握） 

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ ０５ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（４） 【顧客データ活用の最前線ー③】（～２０１１年）・・・・「バスケット分析・併買分析」 

 

（ウ） 「バスケット分析はどの様に活用していますか？」 

（塾） 「主に関連商品の購買、即ち『併買分析』です。日本の永いデフレ経済によって商品単価も下落してますから、売上高 

     を維持・拡大するためには買上点数を増やすしかありません。従来見逃してきた『チャンスロス』の克服です」 

（ウ） 「なるほど。日本のお刺身にわさびといった具合にですね。何か面白いケースがありますか？」 

（塾） 「日本では江戸時代より夏ばて防止という事で、７月末の『土曜丑の日』にうなぎの蒲焼を食べる国民的行事があります。 

     当然小売り業にとっては商機ですから活況を呈します。Ｉ社では『併買分析』の中から、うなぎの蒲焼と一緒にシジミ 

     と三つ葉が売れると行ったデータ分析を元に、翌年から売場ではこの３つの商品を並べて売上を伸ばしたそうです。 

     関西の地域では、土用シジミといって三つ葉と一緒に椀物になるそうです。それが昨年辺りから関東にも伝播し、調べ 

     ましたら首都圏のスーパーの約半数のチラシにうなぎの蒲焼の隣にシジミと三つ葉が並んで掲載されていました」 

（ウ） 「それは面白いですね」 

（塾） 「後は夏、ビールを購入した顧客は枝豆・豆腐といった関連商品販売が連想ゲーム的に出てくるのですが、意外だったの 

     が刺身類も一緒に購入される率が高かったということです。酒の肴でしょうか？秋のボージョレヌーボー（新ワイン） 

     の時期には、若い女性はワインと一緒に高級チョコを同時に購入するというデータが出たそうです。会社の若い女性に 

     聞いてみると、そんな事は当たり前のように言われて恥かきました。クリスマス時期には鶏のモモの焼いたものと連想 

     しがちですが、アイスクリームや中華惣菜も出るとの事でクリスマス用の販促も大きく変化しています｣ 

（ウ） 「なるほど。お客様用の購買行動を配慮した販促をしているわけですね」   

（塾） 「スーパーマーケットの『売場』は売り手側の経営上の部門単位での管理や、商品補充等のオペレーション上の都合で、 

     見えない『部門の壁』で仕切られていますから、結果的に買い手にとっては買い難いものとなっていますね。 

     例えば大きな店舗でお好み焼きの材料を購入しようと思ったら、食材探しで大変な思いをさせられるでしょう。 

     伊勢丹百貨店ではお客様の立場に立った『お買い場』革命を進めていましたが、スーパーマーケットでも季節のイベン 

     ト的なものに関しては『部門の壁』を越えた商品陳列を行って、顧客の不便さを克服しようとしています。 

     日本は１人、２人世帯が５０％を超えてますから安くてもキャベツ一個の購入は辛いものがあります。トンカツ等の揚 

     げ物売場にはキャベツのカット野菜を展開して、好評を博しているといったケースも徐々に出てきています。」 

（ウ） 「確かに効率を追求すればお客様にとっては買い物しづらい『売場』になりますね。日常的には買い物をするお客様の立 

     場に立ったユークロップス社の、テーマ別売場の展開をもっと参考にすれば良いでしょうね」 

（塾） 「『併買分析』を行う中で購入したもの同士の分析も重要なのですが、購入しなかったものも見つけて原因追及すること 

     も重要な分析であるといった考え方も出てきました」 

（ウ） 「具体的にはどの様なことですか？」 

（塾） 「例えば鮮魚売場では本マグロ等の高級魚を購入、青果売場では旬の果物・野菜を購入、しかしながら精肉売場で牛肉の 

     購入が全くない・・・これを辿って行ったら牛肉のランクが低いものしか置いてなかったといった理由に至りました。 

     そこで牛肉のランクを上げて、その顧客にプロモーションを個別に売った事で購入に結び付いた。 

     「創味つゆ」といった高級麺つゆを購入した顧客はその店舗で全く麺類を購入してなかった・・・これを辿って行くと 

     店頭にはＰＢ商品の低価格の麺類しか品揃えしていなかなかった。そこで地方の名産の生麺を取り寄せてクーポンを打 

     ったら購入に結び付いた。等々のエピソードが出てきています」 

（ウ） 「部門担当者毎の自分の店の顧客のプロファイルが異なっているからこうなるのでしょう。マーケティングの初歩的な 

     問題ですね。『我々の顧客は誰か？』を共有していないとこうなりますね。 

     その他にバスケット分析で分かる事がありましたか？」 

（塾） 「バスケット分析ですが、日本の場合には都度のレシート単位の分析ではなく、週単位、又は２週単位といった長期での 

     分析がいいのかな・・と思っています。我が家のケースを含めて云えば食材の『家庭内在庫』が非常に多いのです。 

     調味料や一般食品といわれているものは相当量ストックしています。肉・魚等の一部は冷凍庫にあり、冷凍食品も豊富 

     ですので日常の食生活の分析は、ある程度長期で見ていく必要があると思います。 

     カレーのルーを購入したからといって、当日の目玉商品に飛びついた？ 単なるストックの補充？という理由でその日 

     のメニューと推測するのは無理がありますが、長期で見れば可能性は高いわけです」 

（ウ） 「なるほど。確かに生活防衛という事で考えると、冷蔵庫も大型で高性能化してますから安いときに購入した商品をスト 

     ックして使うといった生活も考えられますね。『併買分析』はライフスタイル分析とも重複する部分が多そうですね」 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ ０６ 



 顧客データの分析と活用 

土用の日：うなぎ・三つ葉・しじみが３点セットで併買・・ 

「併買分析」は購入しない商品の発見と対策を・・・ 

？ 

顧客：Ｐａｇｅ ０７ 

http://img2.store.yahoo.co.jp/I/kanbanshop_1872_116138249
http://www.tosam.co.jp/buppan.html


ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（５） 【顧客データ活用の最前線ー④】（～２０１１年）・・・・「エリア分析・DM・プロモーション分析」 

 

（ウ） 「ｉ社を訪問したときに、その地図情報の使い方には深い感銘を受けました。多分、私が知る限りでは世界でトップ 

     クラスでしょう」 

（塾） 「おっしゃる通りです。同社ではご存知のように販促費予算の半分を店長に与えて、実質地域に密着したマーケティン 

     グ活動を委ね、本部はその支援といった位置づけをとっています。データ活用も素人とも言える店長が数字を見て読 

     み解くというよりも、地図にして表示した方が直感的に理解できるといった大きな理由があります。車で複雑な道路 

     を運転する場合、距離や時間、方向の指示を言葉でするよりも、カーナビに表示される地図で直感的に分かります」 

（ウ） 「数字だけでは分からないものも、グラフや図によって一瞬にして理解できるものになりますね」 

（塾） 「Ｉ社さんでは当初は『実商圏』、即ち机上で円で囲んだ仮想商圏ではなく、顧客が実際に来店してくれる地域を把握 

     する事に活用しました。道路・川・学校・鉄道・競合店等によって『実商圏』は異なりますからチラシのエリアが明 

     確になります。チラシの配布エリアの決定、遠隔地の顧客へのＤＭ送付の切り替え等によって販促費は数年で２０％ 

     以上の削減効果を上げています。勿論不振エリアの分析、優良顧客の流出分析、商品分析等は店長にとって重要な情 

     報となっています。チラシに掲載する商品の反応も地域・顧客別に検証出来ますので、有効なチラシ作成に結び付く 

     用になるわけです」 

（ウ） 「なるほど。日本の場合には欧米に比べて狭い商圏の中でのオペレーションと見てましたが、地図情報で更に詳細な 

     レベルまで深掘りできるのですね」 

（塾） 「その後同社では地図情報を競合店対策に役立てています。商圏内に競合店の新規出店、業態転換、各種販促の実施と 

     自分の店舗の業績を左右するものが次々と押し寄せてきています。地図情報によって、それらによるエリア別の顧客 

     や商品への影響度合いが一目で把握できますから、対抗手段も打ちやすくなります。本部のＦＳＰ担当部署も店長を 

     サポートして、蓄積された過去の有効な対抗策の中から有効なものを抽出して実施に移していくわけです」 

（ウ） 「具体的にはどの様な手を打つのですか？」   

（塾） 「チラシではスグ相手に対抗策を打たれますので『ステルスマーケティング』の実施です。 

     該当エリアと対象顧客を絞り込み、ＤＭやタウンメール等での販促を展開するわけです 」 

（ウ） 「ドロシーレーン・マーケットやユークロップスと一緒ですね」 

（塾） 「ＤＭについては別途に多くのメーカーとコラボレーションして研究したものが定着して、店舗レベル、本部レベルで 

     のプロモーション内容と効果の検証結果が蓄積され、常時閲覧可能の状態となってますので店長も販促の成功事例を 

     自店の企画の中に取り込んでゆけばよいことになります。同じ企画であっても店舗ごとに成功した店と、うまくいか 

     なかった店があったりして、過去の本部主導一辺倒の販促企画の危うさが浮き彫りになったものもありますね」 

（ウ） 「各種プロモーションの内容・結果が店舗・エリア・顧客・商品等のキーで検証できる事は素晴らしいですね 

     Ｏ社さんも同じですか？」 

（塾） 「ほぼ一緒のようです。Ｉ社さんのように店長に販促費の半分を渡す事はせずに、本部のＦＳＰ担当のスタッフが主導 

     していますが、エリアを一歩進めて店舗単位での顧客のライフスタイルを分析して品揃え・サービスをきめ細かく実 

     施しています」 

（ウ） 「いつかお話しましたが欧米では所得階層でのセグメンテーションが有効といわれてますが、日本ではジオグライック 

     データ（地理･地勢）によるものが有効のようですね」 

（塾） 「日本の江戸時代には大名諸侯といわれて３００以上の藩があり、藩札など出して独立経済単位として経営されてまし 

     たから、そこに住む人々の気質や生活習慣、食べ物等が異なり、今も色濃く残ってます。 

     私が住んだ事のある青森県ですが、昔は５つの藩がありましたが、今でも大きく南部VS津軽といった対立的なものが 

     色濃く残っていて『青森県人』といった一くくりでの表現には違和感があります。 

     ましてｉ社さんの地盤には大阪・京都・奈良・兵庫ですから藩も軽く１００を越えるでしょう。歴史的にも、産業的 

     にも大きく異なってますので、激しい地域による特性が存在し、店長さんたちも肌身を持って感じていると思います。 

     それからテスコ社の『Scoring Points』の翻訳中、『ジオデモグラフィック・データ』という単語のぶつかって苦戦 

     しました。英国の国勢調査（デモグラフィック）と地理･地勢（ジオグラフィック）とを組み合わせた統計資料という 

     ことを後で知りました。Ａ，Ｂ，Ｃ１・・というようにグレード（階層・階級）を表す記号があり、その構成もＡなら 

     医師・弁護士・会計士等の職業、Ｃ１なら下位管理者・牧師・監督者といったように定義され、ＡＢＣ１とかＣ２ＤＥ 

     とかに表現されていました。便利なデータが揃っていてさすが００７の出た情報大国・英国と感心しました。 

     日本でも使えると思ったのですが、グレードによる分類はクラス同様に物議を呼びますね」 

 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ ０８ 



 顧客データの分析と活用 

地図情報：実感的商圏の理解促進 

ターゲットを絞り込んだＤＭ 

 （経費対効果の検証） 

顧客：Ｐａｇｅ ０９ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（６） 【顧客データ活用の最前線ー⑤】（～２０１１年）・・・・「年齢層分析・ライフスタイル分析」 

 

（ウ） 「分析で年齢層の分析と活用は如何ですか？」 

（塾） 「以前お話しましたが、申し込み時点でのデータの中で最も信頼が置けないのが女性の年齢の申告です。 

     男性の場合には身長やウエストのサイズ等の申告はウソが多いと聞いていますが・・・ 

     O社さんみたいに本格的に利用しようとすると、家族情報を含めてカード再発行を考えざるを得ないのが実情です」 

（ウ） 「年齢詐称は女性の特権として万国で認められている？。この場合は年齢を層として見るしかないようですね」 

（塾） 「そうです。女性の年齢層別の分析をしていくとライフステージ、ライフスタイルとも連動してくるようですね。 

     乳幼児・七五三・入園・入学・中高校・（大学）・就職・結婚・妊娠・出産・・・・男性より明確ですね。 

     実はI社さんのある店舗はベッドタウンの駅前に立地し、若い女性やパートの主婦が帰宅途中に立ち寄る事が判明し 

     ました。そこで最上階の化粧品等を１階に移し、地下は食料品、１階は化粧品･日用雑貨、２階以上は衣・住関連と 

     して閉店時間をフロアーごとに変えて、それら働く『女性専用の店』に変えてしまいました」 

（ウ） 「なるほど。ＦＳＰのデータが店舗そのものを変えてしまったのですね。チェーンストア理論の破壊ですね」 

（塾） 「女性の年齢層別分析で言えば、その効果は食品よりも衣料品や化粧品に出てくるようです。 

     衣料品、特に季節性やファッション度合いの高い商品は、メーカーが企画段階で年齢層をきめて小売り業側にアプ 

     ローチしてくるのですが、実際に年齢層の分析をしたら１０歳以上違ったというのです。年々若い人たちのファッ 

     ションに刺激されて年配のご婦人方も着るものや化粧品等、若返っているようです。 

     因みに私の家内も着るものを購入する時とか、化粧品のブランド選定は娘の意見に従っていますね。メーカー･小売 

     り業側のステレオタイプの年齢層の決め付けはタブーですね。実際の見た目も若返っていると思います」 

（ウ） 「年配のご婦人のファッションは、若い人たちのそれに対して時差を持って追いかけるわけですか？」   

（塾） 「そうですね。場合によっては娘から去年・おととし着た物を貰って着ているケースがありますから・・。 

     ５０代、６０台は１～２年遅れでしょうか？ パソコンのインターネットとか、携帯電話だとか娘・息子から教わ 

     ってますから、価値観も自然と移転し、ライフスタイルも追いかける形で変化しているのだと思います 」 

（ウ） 「そうすると化粧品なんかは若い人から攻めた方がよいという事になりませんか？」 

（塾） 「おっしゃる通りです。百貨店の化粧品売場をご覧いただければ分かりますが、各メーカーの化粧品のポスターのモ 

     デルは若い人ばかり。美容スタッフも若い人ばかり・・。しかしながら顧客は５０台～７０台のご婦人。 

     ミスマッチもはなはだしいと疑問に思っていたのですが、実は正しい戦略だったと気が付きました。６０歳、７０歳 

     用といった化粧品売場には近づかないでしょう。若い人向きの品揃えの売場に行って会話をするうちに、目じりのシ 

     ワやシミを隠す化粧品も購入しているわけです。セルフサービスがなじまない理由がようやく分かりました」 

（塾） 「化粧品といえば新製品の場合にはサンプルを配布するわけです。年配のご婦人方は化粧品がただで貰える、旅行用に 

     使えるといって我先に貰いに来ますが購入は正直余り見込めないわけです。そこでｉ社さんでは自然化粧品の新製品 

     の販促でサンプルの提供を工夫しました。サンプルも高いコストですから・・。２０代の勤めている女性、ミネラル 

     ウォーター、ヨーグルト等の自然食品の購入者のキーで抽出してＤＭを送りました。即ち購入商品から自然志向の商 

     品を主に購入するライフスタイルを持った女性にターゲットを絞り込んだわけです」 

（ウ） 「なるほど。商品特性からライフスタイルを抽出したわけですね。過去からの購入商品の履歴があれば、それぞれの特 

     性を顧客のＤＮＡとして考えれば、読み解くことによってライフスタイルがあぶりだされますね 

     『併買分析』からターゲット顧客を抽出する考え方も非常に興味深いやり方だと思います」 

（塾） 「Ｏ社さんではマーケティングの議論でお話しましたとおり、商品の特性（＝ＤＮＡ・クラスター）から顧客のライフ 

     スタイルを幾つかに分けて定義づけしています。社内及びメーカーとの共通認識を持って勧めているわけです。 

     先ほどのｉ社さんの事例と似ていますが、あるメーカーが鉄分強化の健康食品（スナック）の新製品のプロモーショ 

     ンを持ち込みました。貧血に悩む女性は多いですから過去の購入データからプルーンやひじき等の鉄分の多い食品を 

     購入した女性顧客を抽出して、個々人に対して『ダイレクトレシート』で告知する販促を行いました」 

（ウ） 「購入商品からターゲット顧客を絞り込む方法から、ライフスタイルを洞察して絞り込む方法への進化ですね」 

（ウ） 「年齢層分析で1つ重要な事があります。ある地方の企業では１０年前の顧客の年齢層は４０台後半でした。そして現在 

     は５０台後半です。 

     確かに顧客の支持を集めてきた１０年ですが、確実に店舗も顧客も従業員も１０歳年をとったと云うことです。 

     上位顧客の購入金額は落ちました。１０年前には中学・高校と食べ盛りの子供がいましたが、今は巣立っている世帯が 

     多いと推測できます。『少子高齢化』は言葉としては認識するだけでなく、顧客のライフステージ・ライフスタイルの 

     変化であり、ビジネスの変化を求められているとデータを通して認識する必要があるでしょう」 

 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ １０ 



個客の欲求 

欲しい商品・ｻｰﾋﾞｽを 

欲しい時に 

欲しいだけ（量） 

欲しい価格で 

欲しい所で 

欲する方法で 

短時間で 

気持ち良く 

      手に入れたい 

小売業の対応 

顧客のセグメンテーション 

個客のﾆｰｽﾞ・ｳｫﾝﾂ把握 

個客のﾆｰｽﾞにあった 

商品･ｻｰﾋﾞｽの開発・調達 

個客が満足して求められる 

仕組み･設備･ｼｽﾃﾑの装備 

個客満足に向けた教育訓練 

個客に有益な情報の発信 

 情報収集 

  商 品     
サービス 

  情 報     

 調達ＭＤ 
 商品開発 

ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞの変革（選別から調達へ！） 

Ｆ Ｓ Ｐ 

メ
ー
カ
ー 

出典：寺子屋 

 顧客データの分析と活用 

顧客のライフステージ・ライフスタイルは変化する 

１０年後 １５年後 

１０年後 

１０年後 

顧客：Ｐａｇｅ １１ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（７） 【顧客データ活用の最前線ー⑥】（～２０１１年）・・・・「顧客のトレーサビリティ」 

 

（ウ） 「他に、顧客データのユニークな使い方はありますか？」 

（塾） 「実は販売後の『顧客のトレーサビリティ』が出来るようになった事が意外と知られていません」 

（ウ） 「牛肉等の生産地のトレーサビリティじゃないですか？ ＢＳＥ問題が引き金になった・・・」 

（塾） 「日本では２００４年に施行された牛肉のそれではありません。 

     数年前にＩ社さんのＰＢ商品の『減塩パン』で原材料の一部に表示の異なる事があり、指摘されました。 

     同商品は糖尿病等の塩分取得制限を受けている顧客が主に購入する性格を持ちますが、同社ではＦＳＰのレシートデ 

     ータから購入者を特定し、事情説明と今後の対応に対する内容をＤＭで送付して対応しました。 

     実はこれとほぼ同時期に、北海道のある企業が虚偽表示された牛肉を販売した事が発覚し、その対応策として購入者 

     に対して返金するとしたのです。ＦＳＰを実施してませんので購入者を特定する術を持たず、更に期間的に経過して 

     ることからレシートがなくても返金に応じるとしたため、中には牛肉購入とは全く関係ないと思われる多くの人々が 

     店舗に殺到して返金を求め、結果的に数千万円の損失を蒙った事件がありました。 

     このような商品の不具合や表示ミス等、対応を誤ると小売企業に対して経済的ダメージだけでなく、新聞・ＴＶを通 

     じての報道や、告知･謝罪の掲載は企業のブランドを傷つけ、信用を大きく落とす致命的なものとなります」 

（ウ） 「なるほど。ＦＳＰのデータを抽出すれば、誰が？何を？何時？購入したか分かりますね。 

     バッグや宝石等の高級品のように販売した商品に購入者が紐付けされ、何らかの不具合が生じた場合にはスグに対応す 

     るサービスが提供できる仕組みでもありますね」   

（塾） 「Ａ社さんでも同様に、メーカー側のミスで不具合な商品を納品してしまったと緊急の連絡が入った事があるそうです。 

     該当商品は既に陳列され、約３０個ほど販売されてました。生鮮食品だったため、すぐにその商品を購入した顧客を 

     抽出し、一軒一軒電話で連絡し、更に店長らが直接訪問してお詫びと事情説明をして回ったそうです。 

     『いくらメーカー側の責任といっても売った責任は我々の店側にあります』という事で顧客の信頼を繋ぎ止めるため 

     に手分けして回ったそうですが、月に２件立て続けに発生して訪問した時には、逆に顧客から同情を買ったそうです。  

     都内のＯ社さんでも同様なことをしたと聞いています 」 

（ウ） 「新製品購入後のリピート購入の有無を分析するトレーサビリティは良く聞くことですが、販売した不具合の商品購入 

     客の追跡は面白いですね。このような事故は自分のところだけでは防ぎきれませんから、発生した後の対応策が重要 

     です。迅速且つ適正な対応によって顧客のより強い信頼、ロイヤルティの獲得ができる好機でもあるのですから・・ 

     かっての米国の消費者調査結果ですが、多くの小売り業経営者は１位は『低価格』と予想しましたが、なんと５位で 

     した。消費者の第1位は『安心・安全で信頼できる店が欲しい』でした。 

     アイルランドのスーパークインの『グーフス』のように、如何に店側が提供する商品の安心・安全に心を配っている 

     かが問われています」 

（塾） 「日本ではＢＳＥ以降、中国の毒餃子事件で食に対する安心・安全の関心が非常に高まってきています。 

     更に悲しいことですが東日本大震災による福島原発事故で、放射性物質に対しては非常に神経質になってきています。 

     又、最近子供の食品アレルギー問題も無視できなくなってきました。 

     スーパーマーケットも食を通じての顧客の健康に対しての重大な責任を負うわけです。どんなに注意しても漏れる事 

     があるわけですから、ＦＳＰによるトレーサビリティをセフティネットとして活用する仕組みを整備して欲しいですね」 

（塾） 「それから面白いエピソードとしては、Ｍ社さんでは５食パックのインスタントラーメンの購入者上位をリストに出力し 

     たそうです。するとトップは何と自社の２０代の男性社員だったそうです。 

     1人暮らしでお腹が空いたらインスタントラーメンを常食とする独身男性のライフスタイルが浮き彫りにされました。 

     最近では『食育』の啓蒙活動等で健康で豊かな食生活を提案する役目をスーパーマーケットは持っている訳ですが、 

     提案する側がこの様な状況で・・・。目に浮かぶだけに、ちょっと切ない気もしますが・・・・・」 

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ １２ 



生産者だけではなく、購買者のトレイサビリティ・・・ 

リスク管理上必須の仕組になる 

「減塩パン」 

スーパークイン社（アイルランド） 

 顧客データの分析と活用 

不具合な商品購入者の追跡と対応 

顧客に不具合な商品・サービスを指摘してもらう 

顧客：Ｐａｇｅ １３ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（８） 【顧客データ活用の最前線ー⑦】（～２０１１年）・・・・「出店戦略での活用」 

 

（ウ） 「新規の出店戦略等に関連する活用事例はありますか？」 

（塾） 「Ａ社さん、ｉ社さんでは新店舗における面白いデータが発見されて、それが出店戦略に生かされています」 

（ウ） 「ほう、どの様なことですか？」 

（塾） 「実は新店舗の売上高、購入客数、会員比率、会員の購入点数、購入金額、同月間の累計値等を追いかける中で、ＦＳ 

     Ｐを実施してなかった過去の新店舗との比較を試みたのです。 

     通常開店時にはお祭りですから非常に多くのお客様が来店して、開店期間は瞬間風速的に売上高が上がります。 

     しかしながらその後は店舗の来店客数と売上高はガクンと落ちて横ばいか、微妙な下降線を辿っていきます。 

     この辺まで描く曲線はＦＳＰ実施の有無に関わらずほぼ共通です。しかしながらＦＳＰ未実施店舗はその後も横ばい 

     か、なだらかな下降曲線を描いてゆきますが、ＦＳＰ実施店舗では徐々に売上高曲線が上昇カーブを描きます」 

（ウ） 「なるほど。会員客数の増加と正比例して増えるのですか？」   

（塾） 「いいえ。来店客数やカード会員の増加はそんなには無く、ほぼ一定の数値に落ち着きます。 

     約半年間で詳細を調べていくと、上位顧客の来店頻度と購入金額の増加が見られます。デシルで見るよりも購入金額 

     別で見ると顕著なのですが、月間の購入金額３万円以上、４万円以上の会員が半年間で４６～４８％増加し、２万円 

     以上も２４％近い伸びです。しかしながら１万円以下は殆ど変わりませんでした 。 

     ここから読み取れるのはＦＳＰのポイントの増加と共に会員の定着化が促進され、特に上位会員は他店に行く事がな 

     くなった、即ち固定客化が進み、結果、買上金額が上がったのでは・・といったものでした」 

（ウ） 「まさにＦＳＰのセオリー通りですね。既存店のＦＳＰ導入は数多く見て来ましたが、基本的に従来からの上得意客が 

     そのまま移行するというパターンはでしたが、今回の新店舗の事例は興味深いですね。 

     新規顧客がリピーターとなり、優良顧客になっていく過程が現れますね」 

（塾） 「Ａ社さんの新店舗でも同様のパターンが現れていました。新規顧客といっても、新店舗開店前には他の競合店等に行っ 

     ていたわけですから、単純に客数・売上高を追うのではなく、来店してくれた会員の固定化と購入金額の増加という事 

     でプロモーションを集中すれば良いのです。まさに『優良顧客の争奪戦』になるのですが・・・。 

     月間３万円、４万円、５万円といった購入金額別の客数の推移ですが、ＦＳＰじゃないと追跡できなかったものです」 

（ウ） 「なるほど。具体的にはどの様に購入金額を増やす方法をとるのですか？」 

（塾） 「販促ではなるべく早い時期にポイントを多く貯めてもらえるものの実施です。ポイントを貯める・使うという楽しさ 

     を早く体験してもらうことですが、特に上位会員の固定化を目指して特典を厚くすることをしています。 

     更には品揃え、価格、サービス等の顧客ニーズの把握と実施です。 

     品揃えについては競合店及び自社の店舗との品目別ベンチマークをして、早めに新店舗としての欠点の克服をする事 

     が重要ですし、来店してる上位顧客へのアンケート等が有効です」 

（ウ） 「そうすると早期に多くのカード会員を獲得すればするほどＦＳＰは効果を発揮する事になりますね」 

（塾） 「Ｍ社さんでは開店１週間前から新店舗の商圏の全世帯を回り、挨拶・紹介と同時に会員の申し込みを受け付けています。 

     開店時には相当数のカードを持った会員が来店し、店頭やチラシでは会員に向けた特典を大々的に打ち出して更に新規 

     入会を促進しています。現在では多くの企業でも実施していますが、開店前のチラシの一部に会員入会申込書を印刷し 

     て、開店当日に記入済みのものとカードを交換すれば、店頭での受付の混乱はある程度緩和できるようです。 

     Ｑ社さんでは新店舗近隣の、既存の優良会員に向けて開店予定日前日にクローズの特別招待セールを実施しています。 

     優良顧客会員としての特別扱いがキモですし、買上単価も高くなるそうです。 

     日本の場合には既存の競合店が必ず存在しますので、これらのやり方はＦＳＰの威力を発揮するようです 」 

（ウ） 「出店戦略で地図情報の活用はありますか？」 

（塾） 「具体的な方法は分からないのですが、聞いて見たら利用していると言うことです。 

     実商圏は開店後にデータ分析で明らかになりますが、開店前には地図による競合店・学校・工場・道路・鉄道等の位置 

     と、商圏の年代別・性別等の人口、世帯数の組み合わせに、過去の出店の経験値を加えれば相当正確な出店プランが立 

     てられると思います。これによって仮説・実行・検証といったサイクルで新店舗を成功に導く事が可能と思います」 

 顧客データの分析と活用 
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新店舗における週間客数・売上の推移パターン 
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購入金額の増加 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（９） 【データ活用の実情についてー⑧】（２０１１年）・・・・「Ｏ社、Ｉ社の先進性の秘密」 

 

（ウ） 「日本ではＩ社さんとＯ社さんが顧客データベースの活用分野で最も進んでいるといった印象を持っています。 

     逆の質問になりますが、大竹さんは両社がうまく言っている要因としてどう考えていますか？」 

（塾） 「共通するのは先ず第一にトップの決意とリーダーシップでしょう。 

     顧客情報の活用の方針を明確に出されてます。 

     Ｉ社さんでは地域の優良顧客との信頼関係の強化を目的に、顧客データを元にした商品作り、売場展開等を目指 

     すとしています。ＦＳＰスタート時には『単なるポイントカードにはしてはならない』といったトップの強いメ 

     ッセージがありましたが、それに沿った形で進められてきています。 

     Ｏ社さんでは大手全国チェーンとの競合が激しくなる中で、『上位３０～４０％の顧客の囲い込みが生き残る上で 

     の重要課題である』とし、更に『個々の顧客のライフスタイル（クラスター）に基づいた店作りと提案を明確に目 

     指す』と時々の方針を明確に示しています。 

     両社共に１０年以上にわたってその目的とするところがぶれないどころか、着実にステップアップしています」 

（ウ） 「なるほど。分析自体が先行、目的化するのではなく、先ず企業の目的があって各種分析が付いてくるわけですね。 

     具体的にはどのような特徴があるのですか？」 

（塾） 「Ｉ社さんの場合にはＦＳＰ実施と同時に、販促予算の半分を店長の裁量にまかせ、顧客に対する施策・責任を任せ 

     ています。本部はそれをサポートせよという形で、従来のチェーンストア理論から逸脱しています。 

     顧客に１番近い店舗主体の運営に移行し、顧客情報の本格活用も店舗主体、本部支援を目指しました。 

     店舗及び本部企画の各種プロモーション、ＤＭ、チラシの効果・効率は、地図情報とも連動させて素人が直感的に 

     理解できる形で提供され、何時でも現場の店長が利用できるようになっています。 

     特に他店で実施したプロモーションの成功事例等は情報共有するだけではなく、一部は本部企画として全店レベル 

     でも活用しています。又、競合店対策も本部の支援を元に、ＤＭ等によるステルス・マーケティングで対抗して、 

     高い効果と効率を上げています」 

（ウ） 「私も訪問しましたが地図情報を使っての情報活用ということでは、私の見た中で世界でもトップクラスといっても 

     良いでしょう。それから最も顧客に近い店舗（店長）にエンパワメント（権限委譲）はすばらしいですね。 

     顧客サービスは現場で発生し、リアルタイムでの対応が求められます。いちいちマニュアルや本部にお伺いを立て 

     ていたのでは実現不能ですから、本部が支援に回る逆ピラミッド型の組織・オペレーションが理想です」 

（塾） 「Ｏ社さんの場合には全国チェーンとチラシを使っての競合では勝ち目がないということでカード戦略を志向し、Ｆ 

     ＳＰに移行してターゲットを絞り込んだＤＭの仕組みを作り上げました。チラシよりもターゲットを絞り込んだＤ 

     Ｍの方が効果・効率共に高く、早くからメーカーと一緒にプロモーションの『取り組み』を積み重ねてきました。 

     その結果、優良顧客の囲い込みには成功し、大型店とは互角以上にわたりあい、10年以上売上を伸ばしてきました。 

     その後優良顧客の囲い込みだけでは成長に限界を感じ、更にトップの認識も個々の顧客のライフスタイルが明確にな 

     ってきた時代にあって、今までの大雑把なスーパーマーケットの経営手法ではダメだという結論に至りました。 

     顧客カテゴリーマネジメント（ＣＣＭ）といったユークロップスの考え方に共鳴したのだと思いますが・・・。 

     ＦＳＰの次に進む段階の解答を英国のテスコ社に求め、渡英して研究し、顧客のライフスタイルを分析し独自のクラ 

     スターを用い、提案型（Push Marketing）を志向しました。 

     勿論テスコ社がシステムの全容やノウハウを全て開示するわけではありませんから、独自に商品属性（ＤＮＡ）を 

     決め、購買データから顧客のプロファイルを作り、店舗をそれに合わせた品揃え、売場に変更しました。 

     商圏には果樹園、メーカーの事業所、温泉街、リゾート地等があり、それぞれの顧客のライフスタイルがあってニ 

     ーズが異なるわけです。それらニーズに合わせての店作りだけでなく、個々の顧客のライフスタイルと（潜在）ニ 

     ーズを顕在化させるために、メーカーと連携してレシートにクーポン商品を印字して販促に役立てています」 

（ウ） 「通常のＦＳＰはリピート来店を目的とする「PULL型」マーケティングでした。 

     テスコ社は顧客をライフスタイル別にきめ細かく分析し、商品・サービスを提案して潜在ニーズを顕在化させて購 

     買に結び付ける「PUSH型」マーケティングを志向して成功しているわけです」   

（塾） 「ロイヤルティ・マーケティングですね」 

（ウ） 「O社さんのチャレンジはまさにテスコ社と同じで、私の知る限りこのような素晴らしい仕組みを構築している企業 

     は世界で2社しかありません。本当に素晴らしいと感動しました。敬意を表したいと思います」 

、 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ １６ 



200万人のお買い上げ情報の高度利用 離反顧客を呼び戻して売り上げ増加 

チラシを削減して、ヒット率の高いDMに転換 限りない可能性を秘めたFSP 

イズミヤHP 

 顧客データの分析と活用 

イズミヤ㈱：ホームページでＦＳＰの取り組みを訴求 

人口約87万人。32万世帯が暮らすこの山梨県において、40万枚という世帯数以上の発行枚数を誇り、 

来店者の実に90％以上が使用し、売上の実に95％を占めるオギノカード。 

このオギノ独自のカスタマー戦略には、より親切に、よりきめ細かくより高度な対応を、お客様一人ひと 

りに提供するという、マス・マーケティングとは異なる効果的なプロモーションがあり、高度に細分化され 

たリテールビジネスでのマーケティングの醍醐味があるのです。 

 

  
オギノカードで使用される戦略は、フリークエント・ショッパーズ・プログラムというお客様一人ひとりへの 

高いサービスを提供するためのマーケティング戦略を応用したもの。 

この販売戦略はお客様一人ひとりによって異なるライフタイルや嗜好性をデータ化し、店舗の商品構成 

やセールスプロモーションに役立てていくシステムです。 

POSは商品の販売情報を記録することに対して、これはお客様の情報を記録するシステム。購入ごと 

にポイントを付加する会員カードによって、収集した購買履歴を管理・分析し、販売促進につなげ、個別 

のお客様ごとに特典や、販売価格の設定、優良客が好む品揃え、店舗の棚割りや商品の仕入れになど 

にも利用されている手法です。オギノはこの手法をより深化させることで大きな効果をあげています。 

カードホルダーのお客様を購買履歴によって10段階に分類し、それぞれのお客様の動向を分析し、販 

売促進の仮説を立てていきます。 

その結果、より緻密なマーケティングが可能となり、効果的な販売戦略を実現しているのです。 

 

圧倒的なシェアときめ細かいマーケティングがもたらした情報が持つ意味・・・・・カード戦略 

個のニーズに対応するマーケティング・・・・・・ フリークエント・ショッパーズ・プログラム 

㈱オギノ：ホームページでＦＳＰの取り組みを訴求 

顧客：Ｐａｇｅ １７ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１０） 【データ活用の今後の課題ー①】（２０１１年）・・・・データの精度・正確性に問題あり！ 

 

（塾） 「データ活用の論議をする中で、根本的な問題点にぶつかったケースがありました」 

（ウ） 「それはどの様なことですか？」 

（塾） 「データの精度です。ＰＯＳから上がってくるデータは仕組みとして商品データ、会員ＮｏのデータはＪＡＮコードを 

     スキャンするわけですから、正確性では担保されたものでしょう。問題は申し込み時の個人データの精度です」 

（ウ） 「申し込み時の顧客データの取得ですか？。具体的にはどの様なことですか？」 

（塾） 「多くの企業ではカード会員募集のキャンペーンを行って短期間に大量の会員を獲得しようとします。 

     多分店舗や従業員にも目標・ノルマが掛かっている事もあるでしょう。そうすると数だけを追って、申し込み窓口で 

     の記入欄のチェック等も必然的に甘くなります。 

     例えば私が一昨年、あるコンビニの電子マネーのカードを申し込もうと用紙に書き始めたら、店員さんが名前の欄だ 

     け記入すれば良いですといってカードを渡してくれたのです。この企業は単なるポイントカードだけで、ロイヤルテ 

     ィ・マーケティングはやる気がないな・・と半分がっかりしました。コンビニ以外のグループ企業の店舗でも使うこ 

     とがあるのに、テスコ社と比べて正直勿体無いな・・と思いました」 

（ウ） 「申込書の個人データは貴重です。住所なくしてはＤＭ等のコミュニケーション手段の放棄に他なりません。テスコ社 

     の申込書は顧客のライフステージ分類を考慮してますし、人種欄は宗教の戒律による豚肉･牛肉の販促の判断材料とな 

     ります。このコンビニは単純に電子マネーの量的拡大だけを狙ったとしか思えませんしＦＳＰ移行は無理がありますね」   

（塾） 「ついでにもう一件のエピソードをご紹介しましょう。ある企業でキャンペーンをやったら氏名欄には『ウルトラマン 

     太郎』、住所には『Ｍ７８星雲』と書かれたものがあったそうです。日本のＴＶ番組のヒーローですが・・・」 

（ウ） 「非常にユーモアのあるお客さんですね。年齢はいくつでした？ 興味がありますね」 

（塾） 「年齢までは聞いていませんでしたが、多分生年月日欄には紀元前Ｘ年とか西暦２２００年で２月３１日とか書いてた 

     んじゃないかと想像します。年齢で思い出したんですが各企業の担当者が異口同音で言うのは、女性の年齢は殆どが 

     ウソか空欄が多いそうです。実際の年齢よりも若く申告するそうですが、そんなに多くはサバは読んでないそうです。 

     健康診断時の男性の場合は年齢は正確ですが、身長は多め、体重は少なめ・胴回りは少なめに申告するそうですね」 

（ウ） 「何でそんなに誤魔化すのでしょうか？」 

（塾） 「クレジットの申し込みの場合には貸し倒れといったリスクの回避のために、住所や生年月日等、本人確認という事で 

     免許証やパスポート、健康保険証等で確認を取るため記載内容の正確性ということでは担保されます。それに対して 

     ＦＳＰ（ポイントカード）の場合にはリスクが少ない分、手続きを簡単にしてしまうからそうなるのも仕方ないかも 

     しれません。尤も店頭での面談で、口頭で生年月日の他に『干支』を聞けばすぐバレる話ではあるのですが・・」 

（ウ） 「面白い話ですね」 

（塾） 「もっと面白いのは、申込書で『生年月日』としますと誤魔化しがあるようですが、『お誕生日』にしますと正確に書 

     いてくれるといいます。多分『お誕生日プレゼント』が連想されて、正確に書かないと貰えなくなると思うのかもし 

     れません。せこい感じもしますが・・・」 

（ウ） 「『特典に従う』の典型でね。申し込みデータが不正確というのはデータ活用以前の問題ですね」 

（塾） 「Ｏ社さんでは２００６年にテスコ社の仕組み的なものを導入する際に、４２万枚ものカードの再発行をしました。 

     それによって氏名、生年月日、性別、家族構成、住所等の正しいデータを入手し、顧客マスターを整備し直しました。 

     その上で顧客ライフスタイル別に２０種類以上のクラスターを定義することが出来ています」 

（ウ） 「顧客の属性データといったインフラ部分がしっかりしていないと、データ活用にはたどり着けないかもしれませんね」 

     日本の多くの企業は、自社クレジットカードを除く現行のポイントカード（含む：電子マネー）の顧客の属性データに 

     関しての精度･正確性には多くの問題を孕んでいると思います。 

     更に属性データの中ではアレルギーや糖尿病・高血圧といった個々人の持病等も今後必要となってくるでしょう。 

     『個人情報保護法』といった問題もありますが、それ以上にこれらを抱える人々に対する安全・安心の食生活の提案 

     と品揃え、サービスがスーパーマーケットの重要な課題となってくるでしょう。      

     テスコ社のような高度な顧客データの活用を目指す場合には、この辺りがネックになるでしょうし、データ整備のため 

     の費用発生に対しては金額も大きいですから、経営トップにも決断が迫られる部分となるでしょう」 

（塾） 「おっしゃる通りカード更新の費用を現物カード費用、告知費用、申込書、データインプット費用等、単純に１枚１００ 

     円としても１００万枚で１億円、１０００万枚で１０億円の費用が掛かるわけですからハードルは高いですね。 

     テスコ社と同様のシステムを目指す場合に、最初に立ちはだかる難問になるかもしれません」 

、 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ １８ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１１） 【データ活用の今後の課題ー②】（２０１１年）・・・・顧客のセグメンテーション 

 

（塾） 「顧客データの活用という問題は、『マーケティングに関する議論』のところで扱った、顧客のセグメンテーション 

     が益々重要になってきますね。顧客が『何を購入したのか？（Ｗｈａｔ）』を分析するのではなく、『何故購入した 

     のか？（Ｗｈｙ）といった』分析と洞察が重要になってきてるわけですから・・・」 

（ウ） 「そうですね。過去、人々は『消費は美徳』という事で買い物・即ちお金を商品と交換すること自体が楽しみでした。 

     『買い物は２０世紀最大のプレジャー（楽しみ)』と多くの人々は皆が持つ商品を購入する事、そして所有する事に 

     価値を見出していました。しかしながらそれらの熱気は冷め、９０年以降は急激に価値観が変わり、仕事を持つ主婦 

     にとってのスーパーマーケットでの『買い物はペイン（苦痛）』にすら変わってしまいました。 

     価値観の変化、それに伴うライフスタイルの変化が購入商品や購買行動を大きく変えたのです。 

     米国の車のメーカーが苦境に陥った原因の１つがここにあるでしょう。グレード別車種のラインナップにこだわり、 

     日本のメーカーが展開するライフスタイル別車種の開発に遅れを取りました。低燃費というのも技術性や経済性の一 

     面もありますが、それ以上にエコに配慮したライフスタイルを表現する手段として考えるべきです」 

（塾） 「マーケティング戦略の失敗ですね。航空会社のパンナムと一緒ですね」 

（ウ） 「そうです。画一的な販促手法で『顧客はみな同じではない』といったセオリーを踏んでいませんでした」 

（ウ） 「いずれにせよ『何故、購入するのか？』が分からないとメーカーは商品開発できませんし、小売業も品揃えが難しい 

     時代を迎えている事は確かです。更に価値観は拡散してますのでそれらを塊として捉える『セグメンテーション』の 

     重要性は益々増しています。なぜならば個々人に対する個別のプロモーションよりも、購買行動が似通っている顧客 

     を塊（グループ）化したほうが費用対効果が高いからです。テスコ社だけでも１６００万人のクラブカード会員がい 

     る訳ですから・・個々人単位での分析はムリがありますね。このセグメンテーションも固定的に考えるのではなく、 

     絶えず多くの角度からの見直しと、フレキシブルな顧客グループ化が重要でしょう。 

     大竹さんはテスコ社の本の翻訳の段階で、セグメンテーションについてどの様に考えましたか？」 

（塾） 「ウルフさんのおっしゃる通り、気の遠くなるようなデータをどのようなセグメンテーションをしてグループ化してい 

     ったかということでした。私は変数としては大きく６つあったと認識しています。 

         １）『人口統計的変数』 （年齢・性別・家族構成・職業・所得・教育・階級・階層・他） 

         ２）『地理的統計変数』 （地域・規模・気候・人口密度・交通網・ジオデモグラフィック・他） 

         ３）『購買（行動）変数』（ＲＦＭ＜購買頻度・金額・最新来店日＞・ロイヤルティ・購買時間・他） 

         ４）『心理的変数』   （ライフスタイル・趣味・嗜好・価値観・他） 

         ５）『時間的変数』   （リアル・時間帯・週間・月間・期間・長期・他） 

         ６）『商品特性的変数』 （健康志向・便利指向・ブランド志向・低価格志向・ベジタリアン・他） 

     １）、２）、３）は数字的に分析可能ですが、これだけでは顧客の購買行動の洞察はムリでしょう。 

     ４）、５）、６）のセグメンテーションが重要になりますが、アナログの世界であり、数値化するのが非常に難しい 

     分野にも拘らず、点数をつけてでもやってしまうところがすごいといった印象を持ちました。 

     これはマーケティングの専門家チームの高度な知識・スキルが必須だなと思いました」     

（ウ） 「テスコ社ではスタート時点でもマーケティング関係では約４０名、現在でも８０名以上のスタッフチームは関わって 

     いるといわれています。情報処理・分析を専門に行うダン・バンビー社、世界最大のダイレクト・マーケティングの 

     エージェントであるＥＨＳ Brann社も参画しています。英国最大の消費者分析情報を保持し、自社で使用するだけ 

     でなく、メーカーにも販売していると言われています。マーケティング部署以外の店舗運営関係でも、最近では現場 

     の数値改善のために、大卒の採用も理数系を多くとるようになったそうです」  

（塾） 「私は典型的な文科系ですので、マーケティングに出てくる各種分析・解析手法は非常に苦手です。私の知る限り日本 

     の小売業界もその大部分の人々は文科系で、小売業の経営も『４則演算』、即ち電卓レベルでやってきていますから 

     アルゴリズムなんて言葉を聴いただけで途方にくれてしまいます。日本の小売業界も理工科系の人材を採用してマー 

     ケティング・スタッフとして育成が必要と思いますが・・・日本で誰がその教育・育成を行うのか・・・？」 

（ウ） 「日本もこれからでしょう。文科系は関係ないでしょう。これから多くの分析・解析のツールが出てきますから、顧客 

     のアナログデータの取り扱いは文科系の得意とするところでしょう。セグメンテーションの話になりましたが、要は 

     Customer Centric, 即ち顧客を中心にしたマーケティング手法の進化が望まれているわけですから、これからの 

     私の課題としても取り組んでゆくつもりです。小売業界だけでなく、Amazonや楽天、更にはメーカーをも含む多く 

     の企業がこれから志向する戦略的な分野であると確信しています」 

、 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ １９ 



 

＊氏 名 

＊住 所 

＊性 別 

＊年 令 

＊他 

 

会員属性分類 

ＲＦＶ分析による分類 

＊Ｒ（最新来店日） 

＊Ｆ（来店頻度） 

＊Ｖ（購入金額累計） 

ロイヤルティ分類 

 

＊生活必需品を良く購入する会員、 

＊週に買物１００ポンド以上会員、 

＊週に３日以上来店する会員、 

＊グルメ志向の会員、 

＊生鮮やＨＭＲを良く購入する会員、 

＊価格プロモーションに敏感な会員、 

＊特定の商品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞに対するﾛｲﾔﾙﾃｨ 

  が高い会員等に 

 

購買行動分類 

 

＊学生、 
＊ヤングアダルツ、 
＊ニューファミリー、 
＊熟年層、 
＊高齢ファミリー 
＊他 
 

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ分類 

ﾍﾞﾝﾀﾞｰ 
（１１００社） 

「ＴＩＥ」 

出典・参考 

 Chain Store Age 2002･2･15  

 顧客データの分析と活用 

テスコ社（英）のセグメンテーション 

この範囲のデータだ 

けでは現場での活用に
限界があるでしょう 

寺子屋 

顧客のセグメンテーションと情報活用 

顧客：Ｐａｇｅ ２０ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１２） 【データ活用の今後の課題ー③】（２００２年～）・・・・「顧客とのコミュニケーション」 

 

（塾） 「顧客データを分析した次の段階は、現実的に現場で顧客とのコミュニケーションを通じての販促活動がテーマとな 

     って来ますが・・・」 

（ウ） 「そうですね。小売企業の場合には、昔より直接顧客との接点でビジネスを展開するといった絶好の条件が存在します。 

     特にスーパーマーケットの場合には顧客の来店頻度が高く、仮説・実行・検証のサイクルが非常に短いため学習効果 

     のスパイラルも高いといった利点があります。今週のプロモーションの結果はスグに検証でき、場合によってはリア 

     ルタイムに軌道修正が出来るといったメリットがあります。同じ小売り業でも百貨店や宝石店等の顧客の購買サイク 

     ルの長い商品を扱う業界ではマネできない事でしょう」 

（塾） 「なるほど。プロモーションでも予想を超えた反応等がありますから・・・。」 

（ウ） 「過去のマス・マーケティングの時代にはマス・プロモーションということでチラシ、新聞、ラジオ等のマス・メデ 

     ィアを通じてワン・ウェイ（一方向）の情報を流せば良かったわけです。 

     ＦＳＰの第２幕ではターゲットを絞り込んだＤＭの効果・効率が認識されます。散弾銃からライフル銃に変わるわけ 

     ですが、情報自体は企業側から顧客に対してワン・ウェイということでは大きな変化はありません。 

     第３段階ではＩＴ（情報通信技術）を用いてのツー・ウェイ（双方向）のコミュニケーションがキーとなります」 

（塾） 「顧客との双方向のコミュニケーションですか？」 

（ウ） 「そうです。顧客のニーズというものは顧客自身が明確に認識していない、即ち漠然とした『潜在ニーズ』である事 

     が多いという事は前にお話しました。その『潜在ニーズ』を『顕在ニーズ』に昇華した段階で購買に結び付くわけ 

     ですが、そのためには顧客の要望を明確にするための質問や、こちらからの情報提供、提案等による『双方向』の 

     コミュニケーションが必要になってきます。」   

（塾） 「そういえば東京のＯ社さんの部門担当者は極力売場に出て、顧客との双方向コミュニケーションに勤めてますね。 

     魚ですと顧客と話しながら産地や美味しい食べ方、調理法等の情報を提供して売上を伸ばしています。 

     顧客からも昨日の秋刀魚は旨かったとか、他の料理方法の知識の提供とか活発にやってますね」 

（ウ） 「世界のバザール（市場）はみんなそうですね。双方向のコミュニケーションが商売の原点だと思います。 

     しかしながらスーパーマーケットはセルフサービスということでその部分がカットされています。そこをＩＴで 

     埋めていこうというのが今後の大きな流れになるでしょう。 

     ＫＩＯＳＫ、ＰＣ、携帯電話、ディジタル・サイネージ等の活用が進んで行くでしょう」 

（塾） 「日本でもようやくチラシも各企業のＨＰでディジタルで見れるようになって来ました。又、あるＷｅｂサービス会 

     社に登録（無料）しますと、私の家の近隣のスーパーマーケットのチラシの売り出し情報がメールで送られてきま 

     すし、季節の料理のレシピや生活の便利アイデア等もあって良いですよ。もちろん携帯でもOKのようです」 

（ウ） 「テスコ社ではＩＴ活用に力を入れていますが、ワイン・クラブの会員には携帯で情報を流し始めています。 

     ＨＰでは競合他店との価格比較情報の提供や、個々人の買上レシートにもクーポンを打ち出したりしています。 

     過去からやってきた年４回のステートメントやＤＭだけでは、費用的にもタイムリー性といったことでは限界があり 

     ましたからＩＴでより多くのコミュニケーション・チャネルを開拓する努力を継続しています。 

     そういえば韓国では地下鉄の壁面に商品陳列の写真のパネルを貼り、商品の2次元バーコードをスマホで読み取って 

     受注を行うといった実験も始めてますね」 

（塾） 「スマホといえば日本のハンバーガーチェーンでは、会員が持っているスマホのＧＰＳ機能から現在地を割り出し、 

     近隣の店の閑散時に特別クーポンを送って来店を促すといったこともやっていますね。 

     日本では携帯自体に電子マネー機能を搭載させているものもあって、今後の発展がきたいされています」 

（ウ） 「企業側からすれば『送りたい情報』を誰に？、何時？、どの様なチャネルで？、低費用で実現できるわけですから、 

     世界中の小売業がＩＴを如何にビジネス日取り込むかを試行錯誤しています。 

     一時期、究極の『ワンtoワン・マーケティング』はコストと手間の問題で採算に合わないとされてきましたが、『 

     ビッグデータ』活用の発展、即ち膨大な量の生データの蓄積と検索のローコスト化、高速化が急速に進んでいます 

     から、顧客のセグメンテーションの自由度が上がって実現される日も近いでしょう。 

     顧客も情報武装し、更に食品に対しては無農薬・トレーサビリティ・アレルギー源・カロリー・添加物・遺伝子・ 

     開発エピソード・調理法等々より多くの情報を求めています。昔の小売業の店頭における社員と顧客との会話を補う 

     形で、ＩＴによる双方向コミュニケーションが今後も進展してゆくでしょう」 

、 

       

      

 顧客データの分析と活用 

顧客：Ｐａｇｅ ２１ 



ＩＴ（情報通信技術）の進化が顧客とのコミュニケーションを変える！ 

 顧客データの分析と活用 

Data Warehouse 

・請求書発行 
   （ｸｰﾎﾟﾝ＋手数料） 

・販促活動分析 
・商品販売分析 
・協同販促企画 
・各種提案 

取引先とのコラボﾚｰション 

売上登録・顧客サービス 
特典の償却及び拡張機能 
クーポン（レシート）発効 
ポイント処理 

店頭・ＰＯＳシステム 

各種情報提供・ｱﾝｹｰﾄ・ｹﾞｰﾑ 
ｸｰﾎﾟﾝ、ﾎﾟｲﾝﾄ券、ﾚｼﾋﾟの発行 
特典の償却及び拡張機能 

ＫＩＯＳＫ端末 

各種情報提供・ｱﾝｹｰﾄ 
ｸｰﾎﾟﾝ、家計簿 
ｵﾝﾗｲﾝ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 
SNS(ﾂｲｯﾀｰ） 

ＰＣ（Ｗｅｂ） ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ･ｻｲﾈｰｼﾞ 

各種情報提供・ｱﾝｹｰﾄ・ｹﾞｰﾑ 
拡張機能 

Ｎｅｔスーパー 

商品の配送 
取付･修理・他 

Ｍｏｂｉｌｅ 

各種情報提供 
ｱﾝｹｰﾄ、ｸｰﾎﾟﾝ 
ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 

商品部（バイヤー部門） 

・エリア・店別顧客ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 
・ 〃  顧客購買動向 
・ 〃  年代別顧客層 
・メーカー協同販促企画・分析 
・イベント・販促・ＤＭ結果分析 
・カテゴリー/ブランド/ＰＢ 

本部・営業企画部門 
・会員ライフスタイル分析 
・イベント企画・分析・評価 
・特典・報奨  〃 
・対競合店対策・店指導 
・会員の維持・拡大策 
・チラシ・ＤＭ等効果分析 
・各種分析 

店 長・ 部門担当 
・エリア別/年代別/ランク別動向 
・ベスト顧客リスト（100～200） 
・ロスト顧客リスト 
・店企画イベント・販促結果分析 
・競合店対策の販促企画・分析 
・各種分析 

ＤＭ 

各種情報提供・ｱﾝｹｰﾄ 
通販 

データ活用：２１世紀型スーパーマーケットの近未来イメージ 

顧客：Ｐａｇｅ ２２ 

コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・コ
ス
ト 

マス・マーケティング 

チラシ・新聞・ＴＶ 

＊不特定多数対象 

＊一方通行のｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ 

＊効果測定困難 

＊画一性－大 

＊コスト大 

＊情報量－小 

＊情報内容－主に価格 

One Way Two Way Communication 

ＰＣ，ＫＩＯＳＫ、携帯電話、（スマホ） 

＊個別・全体双方可 

＊双方向ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ 

＊効果測定可 

＊個別・ﾊﾞﾗｴﾃｨｰ 

＊コスト小 

＊情報量－無限 

＊情報内容－規制無し 

ワンｔｏワン・マーケティング 

ダイレクトメール 

＊ﾀｰｹﾞｯﾄ絞込み可 

＊一方通行のｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ 

＊効果測定可 

＊画一性－中 

＊コスト大 

＊情報量－中 

＊情報内容－価格・商品 

ターゲット・マーケティング 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:FarmaDigital.JPG
http://www.clipart.jp/www2/img/1biz/gurapf/cbiz018.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:FarmaDigital.JPG


低価格戦略  

＆  

ローコスト・オペレーション 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

低価格戦略 ＆ ローコスト・オペレーション 

① 【ＦＳＰ誕生の背景は低価格競争】（2011） 

     「低価格競争を勝ち抜く工夫」 

② 【低価格競争とＦＳＰ４つの戦略】（2011) 

     「Put a Cap on the Price-Gap！」 

③ 【チラシについての一考察ー①】（～2005) 

     「チラシの削減＝経費削減、粗利率の向上」 

④ 【チラシについての一考察ー②】（～2005） 

          「チラシは効果不明、膨張傾向、経費増の元凶？」 

⑤ 【低価格とローコスト・オペレーション】（～20１１） 

      「ハイ・ロー戦略」ｖｓ「EDLP戦略」ｖｓ「FSP戦略」 

⑥ 【日本の低価格競争の現状は？】（2011） 

      「大手チェーンも本腰？激化する低価格競争」 

⑦ 【2級販売士試験の低価格戦略】 

      「ドロシーレーンの法則｣ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

 低価格戦略 

（１） 【ＦＳＰ誕生の背景は低価格競争】（２０１１年）・・・・低価格競争を勝ち抜く工夫 
 

（塾） 「ウルフさんが２００５年に来日された時、ＦＳＰ ＦＯＲＵＭの講演で日本の低価格競争は後、５年以上続くで 

     あろうと予言されましたが、おっしゃる通りリーマンショック以降、ますます激しくなってきたようです。 

     ＦＳＰどころではないといった企業も出て、チラシの増加、ＰＢの開発、ＥＤＬＰ等と取り組んでいますが・・」 

（ウ） 「そもそもの米国におけるＦＳＰの誕生は８０年代の戦後最大の不況の中からです。 

     当時の米国政府は財政・貿易収支の『双子の赤字』に苦しみ、人々も不況下のインフレ（スタグフレーション）と 

     失業（9.7%)の不安の中にいました。 

     所得の伸びは止まり、中間所得層が上下に２極分化し、主婦も外に働きに出なければならなくなりました。 

     働く主婦の増加は必然的に食事のための買い物、料理、後片付け等の時間に余裕が無くなりますから、カフェやファ 

     ストフードが増殖し、スーパーの領域を浸食し始めました。又、低価格を武器にウォルマートやＫマートがスーパー 

     センターをどんどん作ってスーパーに取って代わる勢いを見せました。（Alternative Stores) 

     その結果スーパーマーケット業界ではＭ＆Ａ等の再編が進み、地域の独立系スーパーの経営破たんが増大しました」 

（塾） 「ウォルマートのＦＯＯＤマーケットへの殴りこみですね。低価格の威力は凄かったのですね？」 

（ウ） 「米国の消費者は日本ほどＮＢブランドにこだわりを持ちません。従って低価格と言うのは消費者にとっても分かり 

     易く、単純に比較できますので差別化という面では非常に大きな破壊力を持ちます。 

     地域の独立系スーパーはＩＴ武装による『ＥＣＲ』の導入、日本では「中食」といっているそうですが『ＨＭＲ』、 

     そして優良顧客のKeep、即ち『ＦＳＰ』の３つの戦略をとったのです」 （HMR=Home Meal Replacement） 

（塾） 「『ＨＭＲ』はウォルマートの苦手なカテゴリーですね。『ＦＳＰ』で低価格に対抗できたのですか？」 

（ウ） 「『ＦＳＰ』をやったからといって低価格競争に勝てるほど甘くはありません。万能じゃありませんから・・。 

     小売業では「価格が高い」といったイメージが定着した時点で多くの顧客が来店を敬遠する怖さがあります。 

     理屈ではなく、イメージですから顧客が納得できる程度の低価格での提供を行う努力が求められます」 

（塾） 「バイイングパワー（仕入れ力）が圧倒的に違うのに低価格で対抗できますか？」 

（ウ） 「ウォルマートのように全ての商品を低価格で毎日打ち出すのは不可能でしょう。しかしながら限られた優良顧客に、 

     限られたアイテムを、限られた期間、ウォルマートより低価格で提供する事は可能でしょう。 

     顧客がその店の商品が高い、安いと判断する時、比べるのは日常購入する１００以下の『キーアイテム』でしょう。 

     それらアイテム何品かを思い切った低価格に設定して、上位３０％の優良顧客対象にしてＤＭ等でお知らせするの 

     です。チラシと違って競争相手に価格が知られる事はないので競合は避けられます。まともにぶつかれば低価格補 

     償等で対抗されて勝ち目がありませんから・・。このような相手の目に見えない戦い方で挑むわけですが、ＦＳＰ 

     の場合の低価格戦略は『ステルス・マーケティング』『ゲリラ・マーケティング』とも言われています」 

（塾） 「ドロシーレーン・マーケットの視察のときに顧客向けのＤＭを見ましたが、同一商品が顧客のランクごとに特別価 

     格が設定されていて、優良顧客向けには何とＦＲＥＥ（無料）でした。 

     優良顧客は何が何でも引き止めるといった同社の執念を感じました」 

（ウ） 「昔、ドロシーレーン・マーケットの某競合大型店がミルクを低価格に設定してチラシで攻勢をかけてきました。 

     同社では顧客データベースからミルクの常連客、優良顧客を抽出し、仕入れ金額を下回る低価格のＤＭハガキを送り 

     優良顧客の競合店への流出を阻止しました。まさに『ステルス・マーケティング』を武器に立ち向かったのです。 

     チラシを廃止することでその費用と、チラシに掲載していた出血目玉商品の赤字分の費用を、優良顧客への値引分 

     として計画的に流用すればよいわけですから、財務的にも良い結果に結び付くはずです」 

（塾） 「顧客データベースを有効に活用して値引も個々の顧客別にメリハリをつけて効果的に行うわけですね」 

（ウ） 「ユークロップス社では『UVCカードを使い続けてください。そして節約できる金額がどんどん大きくなっていく事 

     を確認してください』と、電子クーポン（インスタント・クーポン）によっての低価格を訴求しています。 

     テスコ社でも一時期、競争相手のアズダ社（ウォルマート）より価格が高いといったイメージを持たれているといっ 

     た調査結果を深刻に受け止め、店頭POPやホームページで低価格を盛んに訴えています。 

     『あなたはテスコでアズダより安く買い物できることを確信しています。そうでない場合にはその差額をお返ししま 

     す』とまで踏み込んだメッセージを送り続けています」 

（塾） 「価格が高いといったイメージの怖さですね。日本の百貨店を考えてみれば納得がいきます。 

     業界全体の構造上の問題もあるのですが、百貨店の商品は３０年以上前から２０％以上高いといったイメージが定着 

     しています。バブル崩壊とデフレ経済下で、客数・売上の減少で今尚苦戦を強いられています」 

      

   

 

    

低：Ｐａｇｅ ０１ 



 低価格戦略 

米国スーパーマーケット・ＦＳＰに挑戦 

一店舗のみの買い物･・53% 
毎週同一店舗の利用・・89% 

内食費・・4､000 $ /年 

米国の平均的消費者像 
－習慣性の強い食料品購買行動 

全米 30､300 店舗の 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ業界 

 

＊ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ        
      （WalMart、K-Mart） 
＊会員制ﾎｰﾙｾｰﾙ・ｸﾗﾌﾞ 
＊ﾃﾞｨｰﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ・ 
            ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 
 

Alternative Stores 

（挑戦者達） 

Q R 
＊外食産業 
＊ﾌｧｰｽﾄ・ﾌｰﾄﾞ 
・カフェ 

生残りをかけた３つの戦略 

Ｅ Ｃ Ｒ Ｈ Ｍ Ｒ ＦＳＰ 

食料品版ＱＲ ﾐｰﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ 優良顧客の囲い込 

出展：寺子屋 

ドロシーレーン・マーケット（ＤＬＭ）「‘９７夏・Ｍｉｌｋ戦争物語」 

ＤＬＭ 

65￠ 
99￠ 

１９９７年、オハイオ州デイオン市で大手チェーンのマイヤーがＭｉｌｋ１ｶﾞﾛﾝ 

を９９ｾﾝﾄでチラシ攻勢をかけてきた。ＤＬＭでは通常価格２ﾄﾞﾙ３９ｾﾝﾄで販 

売、仕入原価も１ドル８セントであった。ＤＬＭでは上位会員でＭｉｌｋを沢山 

購入する顧客を抽出し、６５ｾﾝﾄのＤＭを送付、店頭会員価格も１ﾄﾞﾙ０９ｾﾝﾄ 

にして優良顧客の流出を阻止したのである。 

会員ランク別ＤＭ：右の上位顧客には無料クーポン 

低：Ｐａｇｅ ０２ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（２） 【低価格競争とＦＳＰ４つの戦略】（２０１１年）・・・“Put a Cap on the Price-Gap” 

 

（塾） 「“Poorman needs Low-Price、Richman loves Low-Price”（低価格は貧しきものには必要なものであ 

     り、金持ちにとっても好ましいものである）といった言葉や、マクネイァ教授の『小売の輪』理論にあるように低 

     価格は小売業にとって永遠のテーマですが、低価格競争下で生き残るためには何が必要でしょうか？」 

（ウ） 「小売業界では競争が激しくなる程他社の成功パターンを研究し、取り込み、結果的に同質化競争に陥ってしまいます。 

     同質化競争の本質は、他社と同じ（ような）事をしないと負ける。同じ事をしたからといって勝てない。『差別化』 

     に成功した時にのみ勝ちを収めることが出来るわけです。要するに他店との何らかの『差別化』が重要なのです」 

（塾） 「そういった意味では低価格はすぐに真似されますね？ 継続的な『差別化』は不可能ですが・・・」 

（ウ） 「『差別化』はマーケティングでポジショニング戦略に当たります。小売業の場合には２つの戦略しかありません。 

        ① 『低価格戦略』 （例：ウォルマートのＥＤＬＰ) 

        ② 『差別化戦略』 （例：品質、サービス、コンビニエンス、他） の２つです。 

     ①の低価格による『差別化』は大竹さんの言われたとおりすぐ真似されますし、継続的な戦略として難しいのです。 

     ＥＤＬＰに代表される継続的な低価格戦略を実現するには、圧倒的な規模によるバイイングパワーとＩＴを駆使で 

     きる能力が必須であり、代表的なウォルマートを含めて世界でも１社ないし２社しか取れない戦略でしょう」 

（塾） 「すると他の小売企業は品質、サービス、コンビニエンス等で差別化戦略を明確に出していかなければならない？」 

（ウ） 「そうですね。日本の方々の米国視察コースに必ず入っているスチューレオナードはいかがでしょう？ 

     日本のコンビニの商品は同一であってもスーパーに比べて決して低価格ではないですよね？」 

（塾） 「確かに『差別化』という事では明確ですが、デフレの日本においては低価格のプレッシャーが強くなってきています。 

     特にここ１０年で日本の世帯あたりの平均年収も１５０万円近く下がり、医療費、社会保険負担、税負担等増え 

     て、更に雇用不安などで潜在的にも低価格ニーズがあって、どんどんそれが前面に出てきていますが・・・」 

（ウ） 「それは欧米も一緒です。差別化戦略を行いつつ，低価格では他社に『差別化』されない事を意識した戦略が必要です。 

     そのためには“Put a Cap on the Price Gap”（価格差に蓋をせよ！）を実行すべきです。 

     具体的には価格の比較を難しくせよ！あいまいにせよ！という戦略です」 

（塾） 「価格差に蓋という事は、消費者の目を価格だけに向けさせないということですか？ 

     楽しいポイントプログラムイベント、新珍奇、グルメ、エコといった品揃え等は低価格から関心が外れますね。 

     更に価格の比較を難しくせよというのはＦＳＰ実施企業は具体的にどの様にやってるのですか？」 

（ウ） 「価格の比較を難しくする、又はあいまいにする代表的な戦略としては下記の４つが挙げられるでしょう 

         ① 『差別化価格』     （例：ビッグY社のコイン） 

         ② 『ステルス価格』    （例：Safeway者の“Just for U”） 

         ③ 『ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞ価格』 （例：テスコ社の超低価格ブランド） 

         ④ 『クレージー価格』   （例：D’Agostion社のクレージー価格＋ポイント） 

     ①のビッグY社ではある一定期間の購入金額によって『コイン』を提供し、顧客はそのコインを使うことによって 

     特定商品を驚くべき低価格で購入できるものです。例えば５００円の該当商品が『コイン』と一緒だと現金１００ 

     円で購入できる仕組みです。これによって顧客は強烈に安いと言ったイメージを持つことになるでしょう。 

     ④の『クレージー価格』も似ていてポイントと一緒の購入であり、同様にポイント３５０ポイントと現金１００円 

     の併用で低価格購入を実現したものです。「ポイントを賢く使い、大切な現金はセーブしましょう」といったキャ 

     ンペーンを張っていますが、ポイントを中途半端に保持する中位デシルの顧客に有効でしょう。 

     ここではコインもポイントも価値を固定化せずに、あいまい化するのがミソです。 

     店頭のプライスカードは１００円という低価格が強調され、横にコイン、ポイントがデザインされてますから、ウォ 

     ルマートよりはるかに低い（クレージーな）価格表示が可能となります。 

     ②のSafeway社はホームページに個々の顧客毎のページを設け、パーソナルなクーポン、特別価格、カードサービ 

     スの情報提供を行って成功しています。売場にはプライスカードがありますが、実際の提供価格はその下を掻い潜 

     るものです。競合店のレーダーに映らない『ステルス価格』で真っ向勝負を避けているわけです。 

     ③はテスコ社の低価格帯をカバーするプライベートブランド、『Value』です。ドイツのディスカウンターであるカ 

     ルジ社の低価格攻勢が英国でも激しくなり、テスコ社も対抗上2011年に約３０００品目を価格ダウンさせました。 

     プライベートブランドはＮＢ商品と比べて価格・品質・味・量目等比較するのを難しくする特性を持っていますの  

     で、ストア･ロイヤルティの高い企業にとって、強力な低価格イメージを打ち出せる事になります」 

、 

       

      

 低価格戦略 

低：Ｐａｇｅ ０３ 



ブランド 

Finest 

TESCO 

Value 

規模・扱い商品 

高品質・適価 
ﾏｰｸｽ&ｽﾍﾟﾝｻｰを上回る品質 
店格向上商品群 

スタンダードブランド 
NBと同品質だが２，３割安い 
ボリューム商品群 

低価格顧客対応 
 安価・良品質商品 
 バジェット商品群（EDLP） 

その他 
TESCOフリーズオン 
TESCOヘルシー 
TESCOオーガニック 

テスコのＰＢ商品 

 低価格戦略 

米国スーパーマーケット・ＦＳＰに挑戦 

一店舗のみの買い物･・53% 
毎週同一店舗の利用・・89% 

内食費・・4､000 $ /年 

米国の平均的消費者像 
－習慣性の強い食料品購買行動 

全米 30､300 店舗の 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ業界 

 

＊ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ        
      （WalMart、K-Mart） 
＊会員制ﾎｰﾙｾｰﾙ・ｸﾗﾌﾞ 
＊ﾃﾞｨｰﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ・ 
            ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 
 

Alternative Stores 

（挑戦者達） 

Q R 
＊外食産業 
＊ﾌｧｰｽﾄ・ﾌｰﾄﾞ 
・カフェ 

生残りをかけた３つの戦略 

Ｅ Ｃ Ｒ Ｈ Ｍ Ｒ ＦＳＰ 

食料品版ＱＲ ﾐｰﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ 優良顧客の囲い込 

出展：寺子屋 

ビッグYのコインを用いた低価格 
D’AGOSTINOのポイントを用いた低価格 

（クレージー・プライス） 

低：Ｐａｇｅ ０４ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（３） 【チラシについての考察ー①】（2005年）・・・「チラシの削減＝経費の削減、粗利率の向上」 

 

（塾） 「ウルフさんはＦＳＰによってチラシは廃止できるとおっしゃっていましたが・・・」 

（ウ） 「経験的に来店客のうち、カードでの購買客比率が５０％を超えたらチラシはいらないと申し上げて来ました」 

（塾） 「その５０％の数値はどの様な根拠になるのでしょうか？」 

（ウ） 「何度も言ってますが欧米でのデシル分析では上位３０％で７５％、上位５０％では８０数％を超えるでしょう。 

     上位顧客は週に何度も来店し、都度大きな金額の購買行動をとってくれる優良顧客です。 

     チラシを見なくても来店してくれる顧客です。チラシで来店してくれるのは主にチェリーピッカーや当用買いの 

     顧客で、下位３０％で売上に対する貢献度は４％未満、利益貢献度は実質的にマイナスの顧客です。 

     高い費用をかけて何故チラシを蒔くのか・・・。必要ないのです。チェリーピッカーを引き寄せるだけですから、 

     店内のハンドビラ等で十分なのです。日本ではどうでしょうか？」        

（塾） 「過去Ａ社さんではカード会員の来店比率が５５％を超えた時にチラシを全廃し、ＦＳＰのポイントプログラムの 

     充実と店内でのプロモーションの強化、ハンドビラ等使ってチラシ全廃に成功しています。 

     浮いた販促費、数千万円はＦＳＰプロモーションで会員・地域に還元して支持されています。」 

（ウ） 「私も直接訪問していますからよく理解しています」 

（塾） 「それから数社の話ですが週２回出していたチラシを週１回に変えましたが客数・売上ともに大きな変化は見られな 

     かったそうです。更に副産物といいますか・・・、粗利率が１～２％上がったそうです。 

     競合上、チラシにムリして出血目玉商品を載せていたものが劇的に減ることで、粗利率向上に繋がったようです。 

     要は出血が止まったということですね」    

（ウ） 「チラシを止めることによって確実に粗利率は上がります。他の企業はどうですか？」 

（塾） 「実は日本ではなかなか難しい事情があって、多くのＦＳＰ実施企業はチラシ廃止までたどり着けないようです。 

     チラシ廃止を訴えてもそれによっての売上減少が起きた場合に誰が責任を取るかという社内の脅迫的言動・・・ 

     チラシ廃止による近隣や競争企業からの風評・・・チラシすら出せないくらい業績が傾いている？ 

     商慣行としてメーカー、問屋がチラシ掲載商品へのリベート（協賛金）提供、チラシ中心の企画の持込等々あって、 

     １度廃止した企業でも元に戻って又チラシを撒くケースもあるようで、予想以上にチラシ発行圧力は強烈です。 

     バイヤーの評価制度からいってもチラシ中心のやり方からの脱皮は難しいのかもしれません」 

（ウ） 「チラシは全廃できなくても、今までよりの削減努力は必要ですね」 

（塾） 「Ｉ社さんとＯ社さんでは顧客データベースを活用し、チラシ以外にダイレクトメール（ＤＭ）を有効に使っていま 

     す。チラシの評価は地図情報の仕組みと連動して来店客数と売上金額、チラシ費用とを組み合わせて効率を分析し 

     ています。例えばチラシはほおって置くとどんどん配布区域が広がって費用が膨張しがちですが、地図情報で効果 

     を検証し、遠隔地の顧客であればＤＭで送付するやり方を取ったりして大幅に費用を削減しています。 

     又、両社ともに顧客データベース活用をメーカーとともに研究し、プロモーションやＤＭ発行でコラボして非常に 

     高い効果を挙げています」 

（ウ） 「商品カテゴリーのターゲットを絞り込んでのＤＭは効果が高く、且つステルス性が高いため米国のスーパーマーケ 

     ットでは大手チェーンに対抗する武器として用いられていますね。 

     以前お話した『ステルス・マーケティング』『ゲリラ・マーケティング』と称されているものです。 

     確か日本では郵便料金が米国の約２倍と聞いたことがありますので、多少難しい面もありますね」 

（塾） 「日本では未だにチラシ合戦が盛んで、最近不景気の状況下では、ますますその量も増えてきたようです。 

     時々考えるのですがスーパーのチラシのコストを考えると、年間にすると各世帯に千円札で３～６枚以上ばら撒い 

     ているのと同じですよね。ムダとは言いませんがその分冗談ですが、現金で欲しいなんて思います（笑）。 

     チラシが配られて来てますが、その中には殆ど行かない店がありますし、行ったとしてもチラシに掲載された出血 

     目玉商品のみの購入に成りますので、この店今後大丈夫かなと本気に心配になったりします。 

     それから以前に我が社のリサーチで驚くべき結果が出たのですが、実は新聞を定期購読していない世帯は想像以上に 

     多かったという事実です。ニュースはテレビや携帯電話、ＰＣで入手できますし、テレビの番組欄も有線テレビの普 

     及で番組冊子が送られてきますから・・・。1人、２人世帯や若い世代では新聞を購読しない人が多いと思います。 

     スーパーもチラシが本当に必要な世帯に行き届いていると思わないほうが良いかもしれません」 

 低価格戦略 

低：Ｐａｇｅ ０５ 



流通業界：２００７年７月度：１世帯当り平均折り込みチラシ配布枚数 

首都圏（１都３県）一世帯あたり 

百貨店 
 
GMS 
 
スーパー 
 
ホームセンター 
 
ドラッグストア 
 
カジュアル衣料 
 
家電 
 
紳士服 
 
 
TOTAL 

  １０．０枚 
 
  ２６．９〃 
 
  ５６．６〃 
 
  １６．４〃 
 
  １７．０〃 
 
   ９．７〃 
 
  ２３．９〃 
 
   ４．２〃 
 
 
 ７０６．４枚 
（２３．５枚/日） 

 １３７．９枚 
 
 ３１０．４〃 
 
 ６８０．５〃 
 
 １９７．２〃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ８０４９枚／年 

2006・8月～2007・07月    2007・07月 

０７・０７ 

（都区内：７０６．０枚、都下： ６９６．２枚、神奈川：６１６．０枚、埼玉： ８１２．１枚、千葉：７３３．０枚） 

①チラシをやめられない        経費率0.8～1.4% 

      （この他にチラシ販促の人件費が30時間以上／人月） 

 

②特売商品しか売れない       経費率3.5～9.5% 

     （この他商品補充、管理費用、荒利率低下） 

 

③ポイント経費         経費率0.6～1.9% 

     （ポイントも３倍、５倍が恒常的に・・・） 

チラシ費用：年間３～４０００円を世帯に配る？ 

高コスト体質が 

抜けない・・！ 

チラシにお客様が反
応しなくなった 

一世帯当り年間にして 

現金で３～４０００円配ってい
る事になるんだよな・・・ 

新聞を購読している 

世帯が減ってるようだ 

チラシを撒く地域と回数と
が拡大・・経費増・ 

目玉商品がどこも 

一緒で魅力に欠ける 

 低価格戦略 

低：Ｐａｇｅ ０６ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（４） 【チラシについての考察ー②】（～２００５年）・・・チラシは効果不明、膨張傾向、経費増の元凶？ 

 

（ウ） 「チラシについて日本の状況をもう少し教えてください」 

（塾） 「流通専門誌＊の２００２年度のデータですが、１世帯当りの平均で見て行きますと、スーパーで約５０６枚、ＧＭ 

     Ｓでは２８１枚です。週１回～２回というのが７割近くに達します。」 

（ウ） 「チラシを未だに撒いている主な理由は何ですか？」        

（塾） 「やはり ① 売上維持・向上・・・・８２％ 

         ② 競合店対策・・・・・・６０％ 

         ③ 情報提供・・・・・・・３３％ 

         ④ 新規顧客開拓・・・・・１６％ という結果が出ています。 

     景気の悪化につれて６６％の企業がチラシは増えている、又は増やす計画と答えています」 

（ウ） 「１店舗あたりでは１回に何枚くらいチラシをばら撒いているのですか？」 

（塾） 「３千～１万枚で４８％、1万枚～２万枚で３４％、２万枚以上は１８％ですね」    

（ウ） 「大手スーパー（ＧＭＳ）はどのような状況ですか？」 

（塾） 「やはり増えています。週２回程度ですが、チラシが大型化してきています。目玉商品がないのでしょうか？ 

     A１チラシの数十、中には百を優に超える商品が掲載されてますので、コストも大きいでしょうね」 

（ウ） 「チラシによる効果はどの様に評価しているのですか？ 

     客数の増加、売上の増加、粗利額の増加といった尺度が必要でしょう」 

（塾） 「チラシ配布後の客数は多くなってます。ＧＭＳの場合２０～３０％アップになるのではないでしょうか？ 

     但し、来店客数の３割はチェリーピッカー的購入で売上の伸びは少なく、利益的にはマイナス貢献でしょう。 

     出血目玉商品のみを購入する本格的？チェリーピッカーは１４～１８％位と推測しています。 

     何故ならここ数年大手ＧＭＳの本体の営業利益は赤字で、結局テナント家賃、センターフィー、協賛金頼りと言わ 

     れています。かって某ＧＭＳのトップもチラシによる販促については限界に来ていると語って事があります」 

（ウ） 「スーパーの場合にはチラシを見ないで来店する顧客のほうが多いはずなんですが・・・」 

（塾） 「そうですね。ある調査では来店客のうちチラシを見なかったが約６０％、チラシを見たけど来店が約３４％、チラ 

     シを見たから来店がわずか６％といったものがありました。Ｏ社さんの店頭アンケートではチラシを見ないで来店 

     は、約６５％、チラシを見たと言うのは３５％だったそうです。優良顧客はチラシは見なくても来店すると言う確 

     証を得て、ターゲットを絞り込んだＤＭによるプロモーションに変えています。 

     大手スーパーの進出によるチラシ合戦は、悪くすると同一商品を相手より高く販売しています・・・と言った 

     好ましくないメッセージを発信してしまうリスクがあります。第一仕入れのボリュームが桁違いですから・・」 

（ウ） 「財務的見地から行ってもチラシによる『ハイ・ロー戦略』は最も古く、且つ非効率的手法になってます。 

     週２回のチラシを撒くと言うことは、本部ではスタッフ、バイヤーがその企画や準備、事後の後始末にマンパワー 

     を裂かれます。店舗でも事前の商品の受入、陳列、ＰＯＰ、ＰＯＳのＰＬＵ変更、チェッカーへの周知等の作業が 

     入り、事後も同様の作業が発生します。省力化、即ち『ローコスト・オペレーション』が基本的に困難です」 

（塾） 「チラシ販促は通常と異なった作業量になりますので、パート、アルバイトによってこなしていますが、実は都度の 

     要員確保が難しいとか、面倒とかいった理由で現実として店舗の要員は常時水ぶくれ状態だそうです。 

     ある店舗の店長さんは通常時は３人分余剰といってました。店舗数が多いと膨大な費用がかかっています。 

     ある企業では本部指導が厳しくなった分、店長・正社員にもサービス残業と言う形で負担が増えているそうです」 

（ウ） 「どこかにムリが来ますね」 

（塾） 「それからお１人様１点限りの場合、チェリーピッカーが何度も並ぶのを見せ付けられますから、チェッカーは笑顔 

     を見せて接客しなさいと言われていても、つい険しい顔になるそうです。 

     又、チラシに先着○○様とか、２点組み合わせで３００円とか色んな販促を本部は考えて指示してくるのですが、 

     それらの品切れや価格違い等の売場の不具合のクレームはダイレクトにチェッカーに来ますし、チェッカーもパー 

     ト・アルバイトの交代制で教育・徹底が難しく、余計にお客を怒らせてしまうケースも増えているそうです。 

     スーパーのチェッカーのトレーナーさんは大変な思いをされているんじゃないでしょうか？」 

流通専門誌＊：セルフサービス１９９９・１０ 

 低価格戦略 

低：Ｐａｇｅ ０７ 



出典：「売場ﾃﾞｰﾀの超活用法」（商業界） 

「特売効果」と「チラシ効果」の分離 

特 売 効 果 

（＝売上の伸び率で評価） 

 

チラシを見なかった 

    ６０ ％ 

チラシを見たが 

見なくても来店 

    ３４％ 

チラシを 

見て来た 

 ６ ％ 

チラシ効果 

（＝客数の伸び率評価） 

 低価格戦略 

チラシ販促の実数値によるシュミレーション 

日 商 

５００万円 

セール（８％UP) 
４０万円 

① セールによる獲得荒利額 

  40万円×2日×荒利率15％＝120,000 

② チラシ配布費用 

        ＠20円×15､000枚＝300,000 

①－②＝▲180,000 

②‘ ポイント３倍発行費用 

   540万円×2日×75%×1.5%＝121,500 

①‘ ポイント３倍による獲得荒利額 

  40万円×2日×荒利率25％＝200,000 

①‘－③’＝＋108,875 

③‘ 実質持ち出し経費 

      121,500×原価率75%＝91,125 

低：Ｐａｇｅ ０８ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（５） 【低価格とローコスト・オペレーション】（２００５年）・・・「ハイ・ロー戦略」ｖｓ「ＥＤＬＰ戦略」ｖｓ「ＦＳＰ戦略」 

 

（塾） 「低価格を実現するためには『ローコスト・オペレーション（ＬＣＯ）』が必須となると云われていますが・・。」 

（ウ） 「その通りです。小売業の営業利益は『売上高ー仕入金額ー販売費･一般管理費』ですよね。 

     営業利益を上げるためには仕入金額を下げて粗利率を高めるか、販売費･一般管理費といったオペレーション・コス 

     トを下げるかの２つの道しかありません。前者はバイイングパワーを強めるか？粗利率の高いＰＢ商品を拡充する 

     かの２つの方法がありますが、どちらにしてもメガ・リテーラー（巨大小売業）のみが取れる戦略です。 

     販売費･一般管理費を下げる『ＬＯＣ』の努力は企業の大小に関係なく取り組むべき重要な課題となります」        

（塾） 「『ＬＯＣ』に関して日本の場合人件費問題が大きいですね。３０年前には人件費は粗利率の３分の１が適正と教わっ 

     たのですが、現在では４０～５０％の間になっています。労働分配率が１１～１２％でほぼ固定化されています。 

     販促費のチラシ＋ポイントにしても膨張気味で、２％を超えて３％に近い企業も多く存在するようです」 

（ウ） 「昔は日本の企業自体若かったので社員全体の平均年齢も若かったから人件費もそれほど大きくなかったのでしょう。 

     年々社員の平均年齢も上がりますから、年功序列の仕組みでは労働分配率もなかなか改善できないはずです」 

（塾） 「ところで具体的な『ＬＣＯ』の切り込み先はどの様なところでしょうか？」    

（ウ） 「先ず、商品の品揃えですが思い切った絞込みが必要でしょう。競合上の差別化対策で商品の種類が多くなりがちです 

     が、優良顧客のニーズを把握することでメーカー、商品を絞り込めばそれなりの仕入れ価格の削減は可能なはずです。 

     大型店の広く薄い品揃えに対して、薄く厚い品揃えで対抗すれば、商品単位の仕入のボリュームということでは条件 

     的には拮抗できる可能性もあるのではないでしょうか？」 

（塾） 「そういえば都内のＯ社ではアイテム数の絞込みによる戦略で、低価格を実現して元気が良いですね。特定地域Ｎｏ１ 

     のマーケットシェアを持った商品が多いと聞いています。販売費･一般管理費の削減では如何でしょうか？」 

（ウ） 「販売費･一般管理費の削減は仕組み、即ち経営戦略、ビジネスのプロセス上の問題で、目先の経費削減のやり方では通 

     用しません。チラシのところでお話しましたように、従来の『ハイ・ロー戦略』はモノの少ない時代に対応した古い 

     経営法で最もコストの掛かるやり方になっています。チラシ掲載の目玉商品の価格はどんどん下落の一途をたどり、 

     チラシの配布枚数や回数等は増え続け、セールの作業量からいっても人件費の削減も不可能な状況となるでしょう。 

     更にチェリーピッカーの跳梁は粗利率を更に下降させます。大竹さんの奥さんのように一般の消費者も長年学習して 

     ますから、ある時には容赦ないチェリーピッカーに変身して出血目玉商品だけをさらっていく時代です」 

（塾） 「そうすると『ＥＤＬＰ戦略』ですか？」 

（ウ） 「ウォルマートのように発注･仕入･物流･在庫･販売のプロセスを高度なＩＴ利用によって合理化･省力化することによ 

     ってＥＤＬＣ（Everyday Low Cost)を追求するのも1つの方法でしょう。『ＥＤＬＰ』の販売費・一般管理費 

     の肝は店舗における『ハイ・ロー戦略』の徹底したムダの排除、即ち売場、品揃え、陳列等は半固定化し、毎日チラ 

     シ価格での販売を行うことで、セールに伴う多くのプロセス、作業等を排除し、人員も最小限で運営できる仕組みを 

     作った事にあるでしょう。『ハイ・ロー戦略』を行う企業は膨張する経費を粗利率を上げることで吸収しようとしま 

     したが、『ＥＤＬＰ戦略』をとったウォルマートでは逆に如何に粗利率を下げるか？といった課題に挑戦し、『ＬＣ 

     Ｏ』を徹底して追求し続けてきたところに大きな違いがあります。このような『ＥＤＬＰ戦略』はウォルマート以外 

     、他の企業ではマネできないものでしょう」 

（塾） 「そうですね。日本でもウォルマートに触発されて『ＥＤＬＰ』を標榜する企業もありますがチラシを出したりしてま 

     すし、一部の商品だけといった中途半端さはありますね。『ＦＳＰ戦略』はどうでしょうか？」 

（ウ） 「品揃えといったところでは、優良顧客のニーズに合わせて思い切った商品の絞込みや品揃えが可能となります。 

     更にチラシの廃止･削減で出血値引が止まって粗利率は上昇するでしょう。特に販売費・一般管理費ですが優良顧客に 

     合わせたプロモーションで、その結果検証も可能ですから効率･効果共に得られるでしょう。こう考えてください。 

     限定された優良顧客に、限定された商品を、限定された期間、どこよりも低価格で提供する仕組みが実現できるとい 

     う事です。即ち限定された『ＥＤＬＰ戦略』の強みを取り入れることが出来るのです。しかも計算づくで・・・」 

（塾） 「そういえばＦＳＰで効果を挙げているＡ社、Ｏ社の店舗の品揃えを見た大手スーパーの担当者は、多くの欠点を挙げ 

     て何故、この店舗は売れているのだろうと驚き、不思議がることが多いと聞きました」 

（ウ） 「『ハイ・ロー戦略』のプロの目から見るとそうでしょう。しかしながらその店舗の優良顧客の目からみれば、これほ 

     ど自分たちにとって買いやすい品揃え、価格、陳列をしているはないと高い評価を下すでしょう」 

（塾） 「おっしゃる通りですね。Ａ社のマネージャーも同業他社のその様な声を聴けている間は安心だと言ってました」 

 低価格戦略 

低：Ｐａｇｅ ０９ 



『ハイ・ロー戦略』 赤字の垂れ流し：水ぶくれの人件費 

通常体制の 

人員 

水ぶくれ 

通常時 セール時 

セール体制 

＋人員 

通常体制の 

人員 

 低価格戦略 

25% 

20% 

15% 

1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 

23.0% 

22.2% 22.2% 

21.8% 
20.7% 20.4% 

荒利率 

16.3% 

15.8% 15.8% 
15.2% 

15.0% 15.3% 

経費率 

ウォルマートの『ＥＤＬＰ戦略』を支えた「ＥＤＬＣ」 

『ＥＤＬＰ』 

＝Everyday Low-Price 

『ＥＤＬC』 

＝Everyday Low-Cost 

ハイ・ロー戦略 ＥＤＬＰ戦略 ＦＳＰ戦略 

顧客の来店勧誘 チラシの出血目玉商品 毎日低価格 カード・プログラム 

低価格商品数 限定商品（数十ｱｲﾃﾑ） 基本的に全商品 限定商品（100～1000） 

期  間 短期間（1～3日） 長期間 中期間（1～6ケ月） 

品 切 れ 有 （数量限定） 無 （ﾚｲﾝﾁｹｯﾄ） 無 （代替品） 

価格設定 通常価格／チラシ価格 通常価格＝最低価格 会員特別価格 

本部バイヤーの 

負 荷 

負荷・大 
70～80%が企画・会議・交渉 

負荷・小 
メーカーとのＣＰＦＲ 

負荷・中 
分析･企画・メーカーの提案・連携 

店舗の作業の 

負 荷 

負荷・大 
品出・陳列・PLU変更・ﾚｼﾞ混雑 

負荷・小 
品出・陳列等の標準化 

負荷・中 
作業計画可能 

オペレーション 

コスト 

大 
人件費・チラシ・間接費・他 

小 
作業標準化によるパート化 

中・小 
チラシの廃止・作業計画可能 

顧客の固定客化 
不 可 

ﾁｪﾘｰﾋﾟｯｶｰの跋扈 

難しい 
低価格志向の顧客 

有 効 
優良顧客の優遇 

その他 

・新聞購読世帯の減少 

・店舗の要員の水ぶくれ 

  （セールに合わせて要員確保） 

・チラシの同質化（商品・価格） 

・費用対効果測定困難 

・ﾛｰｺｽﾄ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの徹底（EDLC) 

・ﾒｰｶｰに対するﾊﾞｲｲﾝｸﾞ・ﾊﾟﾜｰ要 

・品揃えの絞込み（面白み欠如） 

・チラシの廃止or削減 

・無駄な値引の回避 

・ｼｮｯｸ･ﾌﾟﾗｲｽ商品の展開 

・ポイントの販促への有効活用 

・顧客ﾗﾝｸ別価格・ｸｰﾎﾟﾝの活用 

競合上の問題 
チラシによる価格開示 

直ぐに対抗策を打たれる 

品揃え・価格の硬直性 
競合店の１部商品の値下に弱い 

会員価格はステルス 
競合には見えないプロモーション 

「ハイ・ロー戦略」ｖｓ「EDLP戦略」ｖｓ「FSP戦略｣比較 

低：Ｐａｇｅ １０ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（６） 【日本の低価格競争の現状は？】（２０１１年）・・・「大手チェーンも本腰？激化する低価格競争」 

 

（ウ） 「最近の日本における低価格競争の状況はいかがですか？」        

（塾） 「リーマンショック以降、生活防衛意識が高まっています。ここ１０年くらいのデータで見れば、家経費の中の項目で 

     は保険医療費、水道光熱費、交通･通信費が２桁の伸びを示し、被服･衣料品、身の回り品は２０～３０％以上減少し 

     ています。百貨店や大手ＧＭＳの苦戦の原因がここにありますが・・・」 

（ウ） 「携帯電話やＰＣのインターネット等の費用が増えてますよね。『衣・食・住』の『衣』が節約されてますが、『食』は 

     どうですか？」 

（塾） 「『食』の倹約傾向も進んでいます。スーパーマーケットの一品当たりの商品単価の下落が１０％以上あるようです。 

     特にファストフード、居酒屋チェーン等での低価格競争が熾烈になってきています。 

     例えば牛丼は味噌汁付きで２４０円、ハンバーガーもコーヒーとのコンビで２１０円、居酒屋も２５０～２８０円均一、 

     スーパーマーケットの弁当も２９０円といった具合で、採算が取れているのか？ 心配になるほどです」    

（ウ） 「スーパーマーケットの売上も落ちているわけですか？」 

（塾） 「全体では３％位でそんなに落ちているわけではありません。生活防衛という事で外食やお父さんの外での飲酒が減り、 

     『内食』、即ち家庭での食事や手作り弁当等が増えた分、食材購入という事でスーパーマーケットに向かったのでしょ 

     う。最近では独身男性が自分で弁当を作って持参するケースもあり、それらを特集した本も出ているようです。 

     最近もてる若い男性は料理がうまいそうです。私も得意なのですが４０歳年をとり過ぎてますので残念です」 

（ウ） 「なるほど。主婦の購買行動で変わったことはありますか？」 

（塾） 「低価格に敏感ですね。一昔前には世帯の食費は外食費も含めて月７万円くらいだったと思います。最近のTV番組では 

     節約家庭がクローズアップされて月２万円、３万円の食費で健闘する主婦に共感が集まっているようです」 

（ウ） 「そうすると、新たな低価格を武器とする業態の参入や、既存店の低価格戦略への路線変更を打ち出す企業が出てきま 

     すね。」 

（塾） 「大手グループでは既存店をディスカウント店に業態変更し始めました。７＆ｉグループではＧＭＳの中規模店舗を『 

     The Price』に、イオングループではスーパーマーケット部門の店を『The Big』に切り替えてます。日常の食品 

     に絞込み、低価格を打ち出して既存の競合相手を脅かし始めました。過去、日本では本格的ディスカウント店は流通 

     構造の問題もあって難しかったのですが、今回はPB商品も加えて急速に力をつけています。 

     更にウォルマート傘下の西友も『ＥＤＬＰ戦略』を本格化し、ＴＶ等を使って低価格を訴えています。面白いのは、 

     顧客に価格を下げて欲しい商品をリクエストしてもらう『サゲリク』といったサイトを設けてアピールしてました。 

     世の中の低価格志向の中でウォルマート流のビジネスが日本で定着するか否か興味があります」 

（ウ） 「どうやら過去の低価格競争とは様相が異なるようですね。それで良く理解できました。今回のＦＳＰ ＦＯＲＵＭの 

     テーマを低価格戦略に対してＦＳＰで如何に戦うかといったものに絞ったかがです」 

（塾） 「米国やヨーロッパのほうが流通業の規制が日本より弱かった分、より熾烈な低価格競争に晒されてきたと思います。 

     その中でＦＳＰ先進企業がどの様に戦い、生き残ってきたかが日本のＦＳＰユーザーにとって大きなヒントと勇気を 

     与えてくれるといいな･･･という思いでウルフさんにご無理をお願いしたわけです」 

（ウ） 「ＦＳＰにはこれが正解というものはありません。しかしながら他のユーザーで成功している事例を研究し、自社で実 

     際にやってみることが重要です。お客様相手ですからやってみなければわからないことが多いはずです。 

     実は米国であのウォルマートも低価格戦略を更に強化しましたが、結果的に効果はそんなに上がらなかったようです。 

     低価格は重要なファクターですが、今の顧客はそれだけでは踊らないということですね。 

     それだけにより顧客を理解して、継続的にその変化に沿ったマーケティングを展開することがキーとなるでしょう」 

（塾） 「リーマンショック、そして3･11の東日本大震災と福島原発事故で多くの日本人の価値観も変化したと思います。 

     その価値観がライフスタイルの変化となり、更に商品の購入に繋がってくるわけですから、ＦＳＰによる購買データ 

     の分析はより重要な役割を担うものとなると思いますので、引き続き研究を重ねて生きたいと思います」 

 低価格戦略 

低：Ｐａｇｅ １１ 



 低価格戦略 

分野別の家計支出指数の推移（1997～2008） 

    ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ・東日本題震災・福島原発事故以降は・・？ 

西友の「サゲリク」サイト画面 

低：Ｐａｇｅ １２ 

イオンのディスカウント・スーパー「Ｔｈｅ Ｂｉｇ」 
ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭの不振店を業態転換 

http://www.sageriku.com/


ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（７） 【２級販売士の資格試験にみる低価格戦略】（２０１１年）・・・「ドロシーレーンの法則」 

      

（塾） 「実は日本商工会議所の資格試験で２級販売士があります。その中でマーケティングの章の中に『ドロシーレーンの法則 

     』を説明せよというものが時々出題されるらしいんです」 

（ウ） 「ほう。日本で言っている『ドロシーレーンの法則』とは何を指しているんでしょうか？」 

（塾） 「スーパーマーケットがお客に『安い』といった心理効果を生み出せる理論とされているようです。 

     具体的は  『１００品目中１８％の商品の価格を安く設定したら、８５％の顧客が安いと感じる』 

           『１００品目中３０％の商品の価格を安く設定したら、９５％の顧客が安いと感じる』 

           『１００品目中４８％の商品の価格を安く設定したら、殆どの顧客が安いと感じる』 

     といったものです。 

     何時も感心するのですが米国の理論には必ず数字がついてるため、信憑性・具体性が感じられますし、反論できない 

     迫力すら感じさせられます」      

（ウ） 「なるほど。」 

（塾） 「要するにチラシの出血目玉商品のように特定・少数の商品の価格を大きく引き下げるよりも、店内の一定割合の商品 

     を少しづつ引き下げるほうが、顧客にとって心理的に安いと感じるという事です。 

     そのためには粗利率１２～１７％の商品と、２８～３２％の商品が計画的に混在させる事が重要となり、３ケ月に一 

     度、品目ごとに実際の値入率を検証する事が必要としています」 

（ウ） 「心理的効果ですね。全ての商品を安くしなくてもある割合の商品の値下げで全体が安いと感じて納得してしまうので 

     す。どうしても仕入担当者は長期的に見ると値入の画一化といったワナに落ち込んでしまいます。機械的に平準化さ 

     れた値入率を商品につけていくといった傾向がありますので、定期的なこのような作業は必要です」 

（塾） 「私もこの法則についてはつい最近知ったわけですが、品種の中でアイテム（品目）毎にダイナミックに値入率を変え 

     て品揃えすると云うのは江戸時代から伝わっている方法で、今考えると東京のＯ社さんが実践していました。 

     顧客からは安い店との評価なのですが、競合相手がベンチマークした結果では決して安くはなく首をひねってました。 

     創業者のトップが『お客様は安い商品も購入するけど、同様に定番商品もよく購入してくれる』と語ってましたが、 

     店舗単位での仕入をしているため、担当者は絶えず商品の品揃えと価格設定に神経を払っていましたね。 

     実は私も営業の時にこの手を使った事があります。外資系のＮＣＲの場合、国産メーカーとの値引き競争に巻き込ま 

     れて苦戦するのですが、ある時一部製品をほぼ原価で表示して出したのです。多分その製品価格は他社よりもずっと 

     安かったはずです。その結果、客先担当者は随分頑張って値引してきたと評価してくれましたが、見積り金額全体で 

     は会社の規定を上回る値入率でした」 

（ウ） 「売価設定という作業は、企業戦略上重要なものです。コンピュータ化の進む中でないがしろにされているケースが 

     多いのですが、もう一度品目レベルで洗い出して『マージン・ミックス』の基本に立ち返るべきでしょう」 

（塾） 「日本では居酒屋チェーンの競争が激しいですが、料理等の品目の安さにつられて入っても、結局最後に支払う金額に 

     そんなに大差はないのも、この『ドロシーレーンの法則』のせいでしょうか？ 

     それと日本には昔から品目ごとに松・竹・梅の３ランクの価格帯の商品を表示して、松では安いというイメージをか 

     もし出しつつ、梅といった高額品を眺め、納得して竹といった定番商品に誘導するといったやり方もありました」 

（ウ） 「それはマーチャンダイジングでは基本中の基本、世界共通の価格帯（プライス・ゾーン）設定のセオリーですね。 

     低価格商品群（バジェットゾーン）、主力・中心商品群（ボリュームゾーン）、高価格商品群（高級・店格向上ゾー 

     ン）の３つに明確に分ける必要があります。売上高に占める割合は５％、７５％、２０％が基本されています。 

     テスコ社のＰＢ商品を例に取るとバリュー、テスコ、ファイネストがそれであり、中でも低価格商品群のバリューが 

     テスコの安さを演出する役目を持っています。 

     それにしても日本の販売士の資格試験に出てるなんてドロシーレーン・マーケットのトップはご存知なのかな？」 

。（塾）「初耳だったらびっくりするでしょうね。小売業の現場では殆ど耳にしませんでしたが、兎角メーカーとの仕入条件に 

     目を奪われがちですが、このような『売価設定』のセオリーがあるのですからもう一度基本に立ち返った方が良いか 

     もしれませんね」 

 低価格戦略 
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荒利益パターン 

在庫パターン 

売上パターン 

低                 （価格）                  高 

額 

Ａ：主力中心商品郡     Ｂ：高価格商品群 

Ｃ：低価格商品群 

Ｃ Ａ Ｂ 

Ａ：主力中心商品群 

一般的、万人向、基礎的商品群 

売上、利益の中心 

ボリューム・ゾーン、売り筋 

３３％のｱｲﾃﾑで売上の７５％ 

 

Ｂ：高価格商品群 

ハイファッション、オリジナリティ、パイロット 

他店との差別化、ボリュームゾーンの販促 

店格向上商品ゾーン、見せ筋 

３３％のｱｲﾃﾑで売上の２０％ 

 

Ｃ：低価格商品群 

低価格、客寄せ、実用品 

バジェットゾーン 

３３％のｱｲﾃﾑで売上の５％ 

 
他に、ベターゾーン（トレンド商品群）、ボリュームゾーンⅡ等

がある。 

商品のプライスゾーンの基本パターン 

商    品 売上構成比Ａ 荒利益率Ｂ 相乗係数Ａ×Ｂ

Ａ社  牛乳 ４０ ％ １１ ％ ４．４

Ｂ社    〃 ３０ ％ １５ ％ ４．５

Ｃ社    〃 ２０ ％ １８ ％ ３．６

Ｄ社    〃 １０ ％ ２２ ％ ２．２

計 １００ ％ （ １４．７ ％） １４．７ ％

商    品 売上構成比Ａ 荒利益率Ｂ 相乗係数Ａ×Ｂ

Ａ社  牛乳 １０ ％ １１ ％ １．１

Ｂ社    〃 ４０ ％ １５ ％ ６．０

Ｃ社    〃 ３０ ％ １８ ％ ５．４

Ｄ社    〃 ２０ ％ ２２ ％ ４．４

計 １００ ％ （ １６．９ ％） １６．９ ％

ＡＢＣ分析によるデシジョンＢＯＸ 

販売数量／荒利益額 Ａ （高） Ｂ （中） Ｃ （低） 

Ａ （多） 

Ｂ （中） 

Ｃ （少） 

稼ぎ筋 

儲け筋 

見せ筋 

売れ筋 

準売れ筋 

遊び筋 

ロスリーダー 

遊び筋 

しに筋 

マージン・ミックスによる粗利の向上策 

 低価格戦略 
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ＦＳＰ失敗･成功の 

方程式 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

ＦＳＰ・失敗･成功の方程式 

① 【進むＦＳＰ成功・失敗の色分けー概観】（2002） 

     「山本七平氏の指摘」 

② 【日本のＦＳＰの評価と失敗の方程式】（～2002） 

      「2002年のFSP FORUMから」 

③ 【日本のＦＳＰの評価と成功の方程式ー①】（～2002) 

     「2002年のFSP FORUMから」 

④ 【日本のＦＳＰの評価と成功の方程式ー②】（～2002) 

     「危機感から生まれたトップのリーダーシップ」 



（１） 【進む成功・失敗の色分けー概観】（２００２年）・・・山本七平氏の指摘 

 

チェーンストアエイジ誌の２００２年１１月号に、日本のＦＳＰの現状について流通評論家の山本七平氏は下記の分析と 

論評を寄稿している。要約すれば下記の通りとなる。 
 

日本の戦後最悪と言われた不況が訪れた１９９７年以降、低価格競争に疲弊し、経営破たんのふちに晒される中において、 

多くのスーパーマーケットは米国で広がりつつあったＦＳＰに希望を託し、一気に導入機運が高まった。 

その結果、１９９９年は『ＦＳＰ元年』と呼ぶにふさわしく、多くの企業がＦＳＰをスタートさせたのである。 

ＦＳＰの第一ステップは会員と非会員の特典・報奨に代表される差別化によるカード会員募集であり、短期間にどれだけ 

多くの会員を集めるかが重要課題である事を、カードプログラムの事例を交えて述べてきた。 

その結果ポイントカードのスタート１年以内に、会員と非会員の購買金額の差が明らかに出ると共に、ポイント３倍セー 

ル等の新しい販促効果も出始め、企業トップを含めＦＳＰは成功したと喜んでいたのである。 

しかしながら時間の経過と共に、その効果も徐々に薄れ始め、「１年目は良かったが２年目以降は経費ばっかりかかって」 

と急に歯切れが悪くなるのであった。 

その最大の原因としては、自社だけでやっている分においては効果が目に見えて顕著であったが、同業他社が追随するに従 

って、ポイントカードの神通力は消滅し、差別化のためのポイント３倍、５倍といった不毛の消耗戦に巻き込まれるケース 

が増えてきたのである。当初目論んでいたチラシ経費の削減策も社内抵抗勢力（？）からの脅しや、中途半端な削減で売上 

減少を招き、あわてて元に戻す等迷走が続き、結局もとのやり方に戻っているのが大多数であった。 

従来のチラシ経費に加えて、新たなポイント等の経費増は、景気低迷で弱った企業の体力を更に蝕んで行く結果を呼び込ん 

だのである。 

ウルフ氏が「個客ロイヤルティ・マーケティング」（ダイヤモンド社）の冒頭で述べているように、『ほとんどの失敗は第 

二幕に起きる』の通り、日本のポイントカードを実施している企業の約９０％以上が第一ステップで足踏みし、第二ステッ 

プに進めないでいるか、停滞、もしくは頓挫していると推定される。 

第二ステップは大量に集めた玉石混交のカード会員を、顧客データベースによって購買金額をキーにＡＢＣ分析し、ランク 

付けして上位顧客に特典を傾斜させて、リテンション（維持）を高め、売上を安定的に拡大させていくものとなる。 

何故、ＦＳＰの第二幕に進めないのであろうか？ その原因は大きく２つあると考えている。 

その第１の原因は、「ポイントカード＝ＦＳＰ」と勘違いしている経営者・担当者が未だ数多くいる事にある。 

即ちＦＳＰの本質を理解せず、表層的に販促手段として不勉強のままスタートさせた付けが回って来たに過ぎないのである。 

日本のポイントカードの場合、申込書、パンフレットに特典が開示されており、そのため競合他店にすぐに真似され、同質 

化競争に陥り、実質的なディスカウントの先送りであるポイント５倍、１０倍という還元率競争に迷い込んでしまう。 

こうなるとポイントは一種の麻薬と一緒で止める事は出来ないし、どんどん強くしないと効果がなくなるし、最後には企業 

体力そのものを蝕み、見えない不良債務として蓄積し、その先には経営破たんといった企業の死が待ち構えている。 

第２の原因はカード会員を数多く集めれば集めるほど、優良顧客も多く集める事が出きるが、それ以上にその中には出血商 

品目当てのチェリーピッカーが数多く紛れ込むのである。 

膨大な玉石混交会員に対するポイントプログラムは、過去やってきたマス・マーケティングがベースで恒常的経費増の構造 

に加え、新たにポイント経費がずっしりとのしかかって経営を圧迫しているのが現状の構図であろう。 

ウルフ氏の唱える『ベスト・カスタマー』（優良顧客）に対するプロモーションに軸足を移すべきなのである。 

出典：ﾁｪｰﾝｽﾄｱｴｲｼﾞ2002･11･1 
  越後七平 

「ほとんどの失敗は 

   第二幕に起きる」 

第二ステップへの 

 移行を急ぎなさい！ 

ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ氏 

（2002・9撮影） 

第一ステップから 

 第二ステップへは 

６～１２ケ月以内に 

実施すべきでしょう 
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ＦＳＰ成功・失敗企業の代表的な声 

○競合相手が出てきても負けない方策が分かった 

○粗利率が１～２％上昇した 

○チラシ経費が３０～８０％削減できた 

○上位ランクと下位ランクの会員では、購入する商品が 

  異なる事が判明した 

○年間購入額２百万円以上の優良会員、数百人に対 

  して特別優待プログラムを企画・実施した 

○ＦＳＰをやって売上・粗利が上がらないのだったら止 

  めた方が良い 

○うちの店にはバーゲンハンターは来て貰わなくて良い。 

  どうぞ他店へ・・ 

○社員の意識・行動が変化しつつある 

○ＦＳＰ実施後の出店は全て成功。 

○顧客と商品の関連が数字で見えてきた 

○上得意客の流出・離反に対して手を打ち、引き戻す 

  事が可能となった 

○メーカーとの連携も軌道に乗り始めた 

○競合店が出てきても上位３０％の顧客の流出はごく 

  わずかなことが分かった 

●１年目は客数・売上ともに増加したが  ２年目以降 

  は効果が見えない 

●競合店対策でポイントが３倍・５倍になり、経費だけ 

  が増大した 

●チラシを試しに止めたが、客数・売上が落ちたので 

  あわてて元に戻した 

●チラシ削減を社内で提案したが、営業から売上減の 

  責任を取れるのか？と追求された 

●ポイント残の蓄積が膨大となり、監査法人から会計 

  処理の勧告を受けている 

●顧客情報をどのように活用して良いのか分からない 

●会員どころか社員すら自社のＦＳＰについての知識 

  も認識もなくて愕然 

●プロモーションをやっても会員の反応が今一つだ 

●ＦＳＰを今後一体どうすれば良いのか？正直にいって 

  困り果てている 

●トップから成果を早く出せといわれて困惑している 

●ポイントプログラムに関する問合せ・不満がチェッカー 

  に集中して大変 

成功企業 失敗企業 

出典： 2002･11  越後七平 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（２） 【日本のＦＳＰの評価と失敗の方程式】（～2002年）・・・・2002年のFSP FORUMから 

 

（塾） 「ウルフさん、今日は1日お疲れ様でした。ＦＳＰ実施企業の視察や、各企業ＦＳＰ担当の皆さんとのディスカッショ 

     ンでお疲れの事と思いますが、昨年、一昨年と比べて如何お感じになりましたか？」 

（ウ） 「まずお答えする前に、今回もこのような視察やミーティングの場を設けていただいた大竹さんを始め、今日来ていた 

     だいた日本のＦＳＰ実施企業の友人の方々に厚く御礼を申し上げます。 

     私の印象としましてはお世辞抜きに日本のＦＳＰ実施企業の幾つかが、世界レベルに達している事に驚いています」 

（塾） 「確か２年前に私に漏らされた本音としては、日本のＦＳＰの進むスピードが遅すぎるとのご指摘でしたが・・」 

（ウ） 「２年前はそう言った印象でした。しかしながら今回の印象は例えるならば夜と昼との違いと言ってもよいほど劇的に 

     進化していました。一種の感動すら覚えています」 

（塾） 「あの場ではCongratulations（おめでとう）とおっしゃったようですが・」 

（ウ） 「そうです。皆さんの大きな変革とＦＳＰの成功を聞いて、非常に嬉しく思い、祝福と言う意味でおめでとうございま 

     すと申し上げたのです。」 

（塾） 「ウルフさんに認められたと言う事で非常に嬉しいのですが、どのような点を高くご評価いただけたのでしょうか？」 

（ウ） 「先ず、今回の皆さんとのディスカッションの中で強く感じたのは、ＦＳＰの取組に対する自信というものでした。 

     以前、ポイント制に対しましては費用対効果及びプログラムの固定化と言う理由で、否定的な事を申し上げて来まし 

     たが１００円で１ポイントを２００円で１ポイントに還元率を変更したり、会員価格と組み合わせたりして多くの工 

     夫をされてました。 

     チラシを含めての費用の削減効果、荒利率が１～２％上昇したというお話を聞いてキチンとやっておられるという感 

     じを持ちました。会員向のＦＳＰプログラムも驚くくらい短期間で充実させています」 

（塾） 「具体的に印象に残った点では如何でしょうか？」 

（ウ） 「Ａ社さんは優良顧客の識別と品揃え・サービスの充実は商圏を拡大する効果を生みました。３０Ｋｍも遠くに会員の 

     方がいるなんて驚きです。シンプルですが素晴らしいＦＳＰであり、ドロシーレーン・マーケット、スーパークイン 

     と並んで世界のベスト３に入ると思います。 

     又、Ｏ社さんのスクラッチカードのＤＭも良い方法ですし、Ｘ社さんのお買上金額で翌月のポイントレートが３，５ 

     倍になる等の工夫は世界クラスのプログラムと言ってもよいでしょう。 

     Ｓ社さんのポイントレートの引き下げは、まさに私の言ってきたコストの変動化という基本原則そのものです。」 

（塾） 「ウルフさんの指摘され続けてきたポイントカードの欠点を克服できたと言う事でしょうか？」 

（ウ） 「そうです。ポイントは費用の発生の先送りや、貯めるという楽しさはあっても、プログラムの固定化や還元レートの 

     エスカレーション等、財務的に問題があると指摘してきました。反対の立場だったと言っても良いでしょう。 

     しかしながら色々と工夫されたり、会員価格制と組み合わせたりしてベストな形ができてきたようです。」 

（塾） 「今回、情報交換会で集まられた企業はＦＳＰの成功組と言っても良いでしょう。しかしながら私の考えですと日本の 

     ＦＳＰ実施企業のおよそ９割以上の企業が失敗か、又は成功の実感を持てないでいると思います」 

（ウ） 「前回もここでディスカッションしたポイントカードの問題ですか？」 

（塾） 「そうです。日本のポイントカードのルーツはスタンプカードという仕組でした。一定金額毎にスタンプ（印）を押し 

     て貰ってカードがフルになったら特典（景品・クーポン券）と交換できるという古典的な販促ツールでした。 

     今のポイントカードの多くはＰＯＳの登場でそのスタンプが電子的に処理されるようになっただけで、販促の域を出 

     ていません。逆にディスカウントの先送りで蓄積されたポイントが、隠れ債務化等の財務的な問題点として噴出して 

     いるのが実情です」 

（ウ） 「ポイントプログラムだけとってみれば、表面的にはＦＳＰと見分けがつきませんからね。 

     ２倍、３倍等続けていれば財務的に破綻するのは時間の問題となるでしょう」 

（塾） 「欧米でもＦＳＰに挑戦して成功に到っていない企業も多いと思いますが、ウルフさんのコンサルタントとしてのご経 

     験から『ＦＳＰの失敗の方程式』ともいえる原因についてどうお考えですか？」 

（ウ） 「私は原因として大きく２つあると思います。 

       １番目は『トップマネジメントのコミットメント不足』, 

       ２番目は『社員に対する正当な評価制度の不備』挙げられるでしょう」 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

                  ＜前ページより続く＞ 

 

（塾） 「トップマネジメントのコミットメント、約束･宣言とういう意味ですか?」 

（ウ） 「そうですね。企業組織が大きくなればなるほど変化（変革）に対しての抵抗は大きくなります。前回もお話しました 

     が人間変化を前にすると誰でも戸惑い、迷い、悩むものです。基本的に変えたくないのが本音です。 

     トップとして経営の変革ですからしっかりと決意を示す一方で、ＦＳＰ移行に伴う変化の影響や、組織･社員の心理的 

     抵抗を最小限に抑える策をしっかりと講じなければなりません。 

     そのためには事あるたびに全社員に向けて、ＦＳＰの取組が如何に重要な企業課題であるか、全社員の参加が必須で 

     あるかをメッセージとして発し続ける必要があります。 

     優良顧客をリテイン（保持）するためにはＣＳ，即ち『顧客満足』が必須条件となります。 

     不満を抱いた顧客は黙って競合他店に流出してしまいます。『顧客満足』とは顧客の期待に対する企業からのコミット 

     メント（約束・宣言）であり、トップマネジメントのコミットメントが現場の社員を通じてお客様に伝わるのですから、 

     トップの継続した熱意と忍耐が必要となるのです。リーダーシップと言われるものの発揮です」 

（塾） 「そういえば素晴らしいＦＳＰをやっておられる企業に共通するのは、店を見ても一人の意思で動いていると感じる事が 

     多いと言う事です。トップのメッセージがハッキリしていると言う事でしょうか？」 

（ウ） 「そうですね。ドロシーレーン・マーケットのノーマン・メインさん、スーパークインのファーガル・クインさん、日 

     本でもA社さん、Ｏ社さん、Ｙ社さん等のトップの皆さんのメッセージそのものが企業の理念･哲学となって、社員の 

     1人1人の日常の行動のベースになっているんだと思います」 

（塾） 「２番目の社員に対する正当な評価制度の不備と言うのはどう言う事でしょうか？」 

（ウ） 「過去からスーパーマーケットのマネジメントは商品中心であり、社員の評価も担当商品の売上･在庫･利益率・ロス等 

     の数値で行われてきました。 

     しかしながら企業の売上・利益をもたらしてくれているのは実際にはお客様です。ですから従来の商品主体の評価制度 

     だけでなく、顧客という新しい経営のメジャメントを導入し、評価制度として定着させるべきです。 

     商品のロスの管理も非常に重要な評価の指標ですが、年間１万ドル以上購入してくれているベストカストマーのロスト 

    （流出）の方がはるかに企業経営にとってダメージが大きいはずです。 

     単年度ではなく、来年以降10年分、20年分の売上・利益に換算すれば簡単にご理解いただけるでしょう。 

     優良顧客を増やす事は企業の『優良資産』を増やす事とイコールなのですから、優良顧客の獲得･維持･拡大、そして流 

     出に対しては企業トップにとって重要なマネジメント項目ですし、現場のラインである店長の査定・評価の仕組の中に 

     組み込むことが必要なのです。」 

 

 

 

 

 ＦＳＰ成功･失敗の方程式 

 「トップ、社員、ベンダーを含めＦＳＰの本質の理解不足のままスタート！」 

*導入動機の曖昧さ……競合店がやったから・、海外成功事例、販促手段 

*トップの担当者への「丸投げ」……勉強不足、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ不在、人事異動 

*決定のプロセスの誤り……経営改革問題、戦略問題、組織、プロセス 

*ＦＳＰ＝販促手段という錯誤……スグの効果・結果を現場に要求 

*ポイントカード＝ＦＳＰという錯誤……３倍、５倍の泥沼 

*ポイントカード＝値引という錯誤……隠れ不良債務化 

*顧客ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの認識不足……顧客情報の重要性の認識 

*ＦＳＰ導入がｺﾞｰﾙという錯誤……ＦＳＰのスタート台、顧客満足競争 

*データ・情報活用論議……仮説・実行・検証ｻｲｸﾙの不勉強 

 「ＦＳＰ失敗の方程式」 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（３） 【日本のＦＳＰの評価と成功の方程式ー①】（～2002年）・・・・2002年のFSP FORUMから 

 

（塾） 「では、逆に『ＦＳＰ成功の方程式』と言えるものはありますか？」 

（ウ） 「失敗の方程式の裏返しになりますが、昨年のＦＳＰ ＦＯＲＵＭで出した『ＦＳＰ成功の６つのキーワード』を見て 

     いただければ良いでしょう 

         ①『コミットメント』（約束・宣言） 

            顧客に対して、自分の企業としてこうありたいという理念・哲学の発信です。ＦＳＰの「魂」です。 

         ②『差別化』（会員／非会員、会員間、競合他社） 

            自社の歩視ショニングの明確化で、同質化競争に巻き込まれないためにも必須です。 

         ③『単純化』（シンプル） 

            性別、年代別を超えた分かりやすさが必要です。企業都合の複雑化は不親切で不信、不満の温床です。 

         ④『柔軟性』（固定化・陳腐化・既得権化の排除） 

            経費、プログラムの固定化はＸ。顧客は飽き易いですから絶えず関心を引く努力が必要です。 

         ⑤『情報活用』（顧客データベースの活用） 

            顧客の購買データは宝の山です。顧客を理解する事でビジネスの間口･奥行きが無限に広がります 

         ⑥『報奨・特典』（魅力あるリワード） 

            顧客に喜ばれる事が必須です。非日常的・思いがけない・ワクワク・どきどき・驚きがキーです              

（塾） 「日本のＦＳＰ実施企業に対して、この６つの中で今後特に気をつけた方が良いと言うものがありますか？」 

（ウ） 「あえて選ぶとすれば『柔軟性』と『情報活用』でしょう。 

     まず『柔軟性』ですが、ＦＳＰプログラムの固定化は会員にとっては特典の既得権化となり、効果の消滅だけでなく 

     費用の高値固定化を招き、財務的にも好ましくありません。 

     日本のポイントカードで「５００ポイントで５００円のクーポン券と交換」というプログラムを１０年以上もやって 

     いる企業もあると聞きましたが、全く費用の垂れ流しです。プログラムを明日止めてしまっても影響はないでしょう。 

     会員に対しては絶えず新しいＦＳＰプログラムを提供する事によって刺激し、関心を引き続ける必要があります。 

     絶えず知恵を絞ってＦＳＰプログラムを作り出して行く事が、会員の来店・購買誘引の成功のキーとなります」 

（塾） 「ドロシーレーン・マーケットのメイン氏も、我々のＦＳＰ成功の秘訣はベーブルースのようにバットを振り続ける事 

     だとおっしゃっていましたね？試行錯誤の連続の中にホームランという成功の果実が存在すると言う事でしょうか？」 

（ウ） 「そう。ベーブルースはホームランも沢山打ったがそれ以上に三振も山ほどしたわけですが、誰も三振を覚えていません。 

     バットを振り続けたように絶えず新しいＦＳＰプログラムを考え、実施していく姿勢が、顧客の期待を生むのです。 

     会員の意識・期待・ニーズは昨日･今日で変わっていくものですから、今日のプログラムの成功が、又来年の成功を保証 

     しないと言う事を理解しなければなりません。結果を怖がっていてはホームランは打てません。三振も次のホームラン 

     を打つためのステップとして考えるべきでしょう。事実、ＦＳＰのプログラムも色々と工夫しても、打率としては２～ 

     ３割行けば良いのではないでしょうか？ 粘り強く『成功するまでやり続ける』。これが唯一の成功の方程式です。」 

（塾） 「では次に『情報活用』と言う事では、どのような点に注意すべきなのでしょうか？」 

（ウ） 「ＦＳＰの第二幕は他の競争相手からは見えない情報活用の優劣が企業格差を生むと言う事です。 

     前回話題にしました『ロイヤルティ・マーケティング』という『優良顧客の争奪戦』に勝つためには、顧客データベー 

     スの情報活用が重要なのです。例えば今、どんな小さな漁船でもレーダーと魚群探知機を装備していますよね。 

     もしそれらの装備を持たないで漁場で競争したら果して勝てるでしょうか？ 答は勿論『Ｎｏ！』だと言うでしょう。 

     今回お目にかかった企業の方々はその点十分にご理解されて、顧客情報を利用して、上位顧客に傾斜させたプログラム 

     を実施されていました。素晴らしい事です。今後とも続けて欲しいと思います」 

（塾） 「『情報活用』という面で日本の小売業ではマーケティング部門がありませんでしたし、今でも殆どの企業には存在しませ 

     ん。今のバイヤー部門ではムリがありますし、今後組織・運用でどのように取り組んだら良いのでしょうか？ 

（ウ） 「アメリカでも１０年前、小売業の中にはマーケティング部門はありませんでした。ようやく最近広告等でやるようにな 

     ってきてるようですが…。マーケティングの組織があっても無くても問題はありません。本当にベストカストマーを増 

     やす事に企業として焦点が当っていれば良いのです。兼務でもＦＳＰ担当者が1人でもよいのです。 

     あくまで企業としてＦＳＰでどこまで目指すか？目的は何か？ を決定してから徐々に組織・プロセスを拡充していけ 

     ば良いことですから・・。『情報活用』の経験・知識を蓄積することで、本当に必要な役割・組織・機能等が見えてき 

     ますので、その時点で検討しても決して遅くはありません。早すぎると空回りする場合いもありますから・・・」 

 ＦＳＰ成功･失敗の方程式 

Ｆ：Ｐａｇｅ ０５ 



出典：ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ 

２００１年３月ＮＣＲＦＯＲＵＭ 

 

Ⅰ・コミットメント 
（約束・宣言） 

トップ&全社員参加 

企業理念・自立行動  

 Ⅱ・差 別 化 
（会員／非会員） 

会員内・企業間 

 

Ⅲ・単 純 化 
（分かり易い事） 

誰でも理解できる 

 

 

Ⅵ・報奨・特典 
（魅力あるリワード） 

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ性・喜客 

 

 

Ⅳ・柔 軟 性 
（既得権のワナ） 

経費・プログラムの固定化 

陳腐化を避ける 

 

 

Ⅴ・情報活用 
（仮説・実行・検証） 

顧客ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸ 

 

ＦＳＰ 
成功の鍵 

「FSP成功の方程式：６つのキーワード」 

 ＦＳＰ成功･失敗の方程式 

「情報が無限の価値を生む」 

勘と経験だけではダメな時代に！ 

今日、日本のどんな小さな漁船にも「レーダー」と 

       「魚群探知機」が標準として装備されているという。 

しかしながら、日本の小売業の多くは、 

        それに当たる装備なしでビジネスを行っている？ 

Ｆ：Ｐａｇｅ ０６ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（４） 【日本のＦＳＰの評価と成功の方程式ー②】（～２０１１年）・・・・「危機感から生まれたトップのリーダーシップ」 

 

（ウ） 「日本の『ＦＳＰ失敗・成功の方程式』を考えて来ましたが、成功の要件としてトップの『リーダーシップ』の発揮 

     の有無が出てきましたが、大竹さんはそれに付いてどう考えられますか？」 

（塾） 「私も社内研修で『リーダーシップ』のコースを実施してますのでＦＳＰに関しても絶えずつなげて考えてきました。 

     私の定義では『マネジメント』は過去の企業の成功体験を踏襲し、与えられた職位・職務・権限・リソース等の中で、 

     与えられた目標を達成する事としています。即ち現状の中で効率・効果の追求が課せられるわけです。 

     それに対して『リーダーシップ』は変化する新たな経営環境の中で新たな目標・課題を見つけ出し、それに到達する 

     ための機能・役割を担える人を集めてチームを作り、挑戦するものとしています。 

     前者は安定成長時代の成功体験をベースにした『企業成長の担い手』であり、後者は今のような政治・経済・技術の 

     大きな変動の時代の『改革の担い手』としています。 

     日本の『改善』は前者でグローバル経済の中で苦戦していますが、アップルのジョウブさんは後者で、世界の人々の 

     ライフスタイルを『革命』的に変えるビジネスモデルに企業を『変革』しました」   

（ウ） 「なるほど。マーケティング戦略のところで触れましたようにＦＳＰは従来、売上高、商品といったモノサシで行って 

     きたスーパーマーケットの経営に『顧客』といったモノサシを導入する、一種の経営革新ですね。 

     ＦＳＰは顧客の接点としての現場も大切ですが、経営の重要課題としてトップが目的を明確化し、組織化し、仕組み 

     を作り、教育・訓練をし、評価制度まで踏み込まなければならないでしょう。 

     その『リーダーシップ』の機能・役割として何が一番大切と考えていますか？」 

（塾） 「私の研修コースでは『ビジョン』、『コーチング』、『カウンセリング』の３つとしていますが、何よりも『ビジョン 

     』、ぶれない方針・指針・ゴールを指し示すことが最重要な事としています。リーダーの影響力は１０～３０％といわ 

     れてますが、その『ビジョン』に共鳴したフォロアーが７０～９０％をこなしてくれると言われています。 

     日本での政財界を含めてぶれない『ビジョン』を示せないことがリーダー不在といった言葉になって出ています」 

（ウ） 「以前議論しました欧米の狩猟民族と日本の農耕民族との違いで、突出したリーダーは出にくいのですか？」 

（塾） 「確かに日本の企業においてトップが号令を掛けてもその通り動かないケースも多くあります。 

     トップの指示や役員会での決定事項が現場の都合で先延ばしされたり、遂には無かったことになるケースもありますし 

     サラリーマンのトップとしてはその任期、就任経緯、人脈、社内組織の力学等で、大きな『改革』といった『リーダー 

     シップ』は取りずらい面があると思います。『出る杭は打たれる』、『殿、ご乱心』と言う言葉もあります」 

（ウ） 「でもＯ社さんやＩ社さん、Ａ社さん等のＦＳＰで卓越した成功を収めている企業ではトップの『リーダーシップ』が明 

     確ですが・・・どうしてでしょう？」 

（塾） 「それは強烈なトップの危機意識が生んだ『覚悟』の有無の違いだと思います。ＦＳＰ成功企業のトップに共通するのは 

     全国チェーンの攻勢による企業存亡の淵に立たされ、ＦＳＰ以外に生き残る道はないと思い極めた事です。 

     そのためブレる事もありませんし先頭に立って鼓舞し、組織的にも専任部署を設けたりして継続性も担保しています。 

     その様な強烈な危機感を持たない企業では、日本の横並び方式で、競争相手もやったから我々もやらなくては・・とい 

     った動機が主でしょうから、『ビジョン』も明確でなく、定期的な企業のトップや担当者の人事異動によってますます 

     ＦＳＰに対する理解、取り組みが形骸化して迷走する事態に陥っています」 

（ウ） 「なるほど。日本的な定期的人事異動ですか・・・。企業での経験・知見の蓄積が出来ませんね」 

（塾） 「積み木崩しです。特にＦＳＰは継続的な試行錯誤の積み重ねの中でスパイラルに成長しますから、時間の経過と共に 

     そのレベルでは大きな差が付く訳です。Ｏ社のライフスタイル分析の話なんて遠い宇宙の話に聞こえるでしょうし、 

     自社でそのレベルまでどの様に到達するかなんて皆目創造すら出来ないかもしれません」 

（ウ） 「どうしても現場レベルの目に見える技術論、表層的な販促に目を奪われがちで、本質論から外れがちですね」 

（塾） 「その様なことは江戸時代に将軍の剣術指南をした『柳生道場訓』でもいましめられていました。 

     『理（こわり）より入るは上達早し、技（わざ）より入るは上達遅し』と言う言葉です」 

（ウ） 「なるほど。ＦＳＰの導入（？）は単なるＰＯＳや顧客データベース等の導入とは本質的に異なります。 

     ＦＳＰは本来、お客様との関係を再度定義し直し、企業理念･哲学を明確にし、『ビジョン』に則ったものであり、 

     他の出来上がったものを導入するものではなく、企業独自に開発・創造してゆくべきものです。 

     各企業の理念・哲学・『ビジョン』が異なる以上、ＦＳＰは１０社行えば１０通りの異なるＦＳＰが誕生し、独自の 

     成長の道を歩むのです。そういった意味で私は世界中のＦＳＰ実施企業を訪問することが好きですし、私にとって勉 

     強の材料として非常に刺激となっています」 

           

      

 ＦＳＰ成功･失敗の方程式 

Ｆ：Ｐａｇｅ ０７ 



FSP検導入検討の要件とステップとは・・・？ 

＊長期的企業経営のバックボーン 

＊顧客との関係、スタンスの明示 

＊企業哲学・理念の実現の方向性 

     （中・短期経営計画） 

＊企業としての課題の明示 

＊経営リソース投入の決断 

    （人、物、金、時間） 

＊差別化戦略の明確化 

＊経営リソースの再配置 

    （人、物、金、時間）－広告宣伝費等 

＊開発体制、通常運用組織 

＊人材の投入、配置、育成 

    （マーケティウング担当部門） 

＊戦術的パワーアップ（本部/店） 

＊企業課題実現に向けての仕組作り 

        ＊フレキシブル 

        ＊オープン・将来的方向性合致 

        ＊情報提供（顧客／社員） 

企業の哲学・理念 

の明確化・再定義 

経営目標・経営課題 

の明確化 

戦 略 的 決 断 

組織・体制作り 

人材の投入・配置 

ステップ・① 

ステップ・② 

ステップ・③ 

ステップ・④ 

＊企業課題実現に向けた 

       業績評価制度の準備 

＊ 同  ・ 意識変革 

＊運用教育・訓練の実施 

人事・評価制度 

教育・訓練 

ステップ・⑤ 

ステップ・⑥ 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、ｿﾌﾄｳｪｱ、ﾈｯﾄﾜｰｸ、ＬＡＮ、ＰＣ，ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ、DB 

システム（インフラ作り・仕組作り・運用作り） 

推 進 法 活  動   内   容 

経営改革・ＢＰＲ 
 

（業務改革） 

 
＜組織の発想転換＞ 

＊全社的な取組み 

      －部門をまたがる 

＊企業理念､経営目標､戦略の見直し 

      －企業体質･文化･風土の刷新 

新たな業務プロセス、仕組み作り 

ﾄｯﾌﾟ主導 
 

ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ 

業 務 改 善 
 

（職場単位ＱＣ） 

 
＜経営理念の日々の実践＞ 

 

＊部･店舗・部門単位の取組み 

       －店長･部長･ﾏﾈｰｼﾞｬｰが主体性発揮 

＊企業理念､戦略実現の為の行動 

       －現場第一線の意識改革と実践 

＊社内ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝの強化 

       －情報･経験の共有、認知･賞賛･報奨 

ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌ 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 

日常の運動 
 

 ＦＳＰ成功･失敗の方程式 

ＦＳＰは『顧客』視点での全社的取り組みのＢＰＲ 

満足のゆく「顧客サービス」は・・規則、ﾏﾆｭｱﾙ、命令・指示によっては生まれない！ 

         企業理念・哲学・精神をﾍﾞｰｽに、お客様との接点にいる社員によって創造される。 

出典：寺子屋 

出典：寺子屋 

Ｆ：Ｐａｇｅ ０８ 



Ｉ am ｓｔｉｌｌ Ｌｅａｒｎｉｎｇ 
             （ミケランジェロ） 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

I am ｓｔｉｌｌ learning （ミケランジェロ） 
（飽くなき探究心を持って・・・） 

① 【飲みながらの談論ー①】（～2005） 

     「ＦＳＰ伝道師のボヤキ・・」 

② 【飲みながらの談論ー②】（～2011) 

     「飽くなき探究心を・・・・」 

③ 【飲みながらの談論ー③】（～2011) 

     「東北大震災で感じた事とは・・・」 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（１） 【2人の飲みながらの会話ー②】（～２００５年）・・・・「ＦＳＰの伝道師のボヤキ・・・」 

 

 

（塾） 「ウルフさんを師として日本における伝道師を始めて、７年になりましたがまだまだ道半ばで力不足を感じています」   

（ウ） 「そんなになりましたか・・。しかし今回のＦＳＰ ＦＯＲＵＭでは150人以上の参加者があり、頑張ってこられた成果 

     と私は思っています。それにしても前回のＦＯＲＵＭから３，４年間が空きましたね」 

（塾） 「ええ。ポイントカード＝ＦＳＰといった間違った考え方が増えたり、第二、第三のステップに進める企業が少なかった 

     事で、ＦＳＰに対するマーケットの関心がどんどん希薄になってきたことがあります。 

     私自身の反省でもあるのですが、第二、第三のステップを訴えて、現状のポイントカードからステップアップすべきと 

     の主張を繰り返してもダメでした。日本の小売業界では具体的なサクセス・ストーリー無くしては説得はムリでした。」 

（ウ） 「論理的な説得が通じないのですか？」 

（塾） 「理屈としては理解しても、成功事例を示さないと納得してくれないのです。事実１９９９年頃にはＦＳＰの説明だけで 

     なく、成功事例視察と言うことでＡ社さんへは年間５０社以上が押しかけた事があります。 

     中にはＭ社さんのように店長・本部スタッフ等大型貸切バス３台で押しかけた企業もありましたが、視察した企業の殆 

     どがＦＳＰをスタートしました。見て納得した結果でしょう」 

（ウ） 「まさに日本の多くの企業が押し寄せたドロシーレーン・マーケットのようですね・・・」 

（塾） 「『日本人は耳から聞いたものよりも、自分の目で見たものを信じる』と言う言葉がありますが、その通りでした。 

     しかしながら第二、第三ステップで成功を積み上げているユーザー企業の成功事例としての紹介や、視察ということで 

     は限界があります。ステルスが命の顧客情報の活用法は詳細に公表は出来ません。 

     又、企業間で『守秘義務契約』が交わされていますので、軽々しくお話できないといったもどかしさを感じてきました。 

     多くの日本のＦＳＰ実施企業も、第二、第三ステップへの移行は必須と理解はしていても、具体的にどうしてよいか 

     分からない・・。ＮＣＲからも成功事例等の話がこない・・・といった閉塞感に似たものがありました」 

（ウ） 「よく分かります。 

     世界中でＣＲＭに挑んだ９０％の企業が失敗・頓挫しているといった統計もありますが、成功している企業は徹底的に 

     ステルスしますから、成功事例・成功体験を共有して世の中のＣＲＭの底上げをする事が出来ない状況ですね。 

     徹底した秘密のバリアーを張っているテスコ社はその良い事例でしょう」 

（塾） 「マーケットのその様な要求や閉塞感を何とかしたいということで、今回のＦＳＰ ＦＯＲＵＭにはＩ社さんとＯ社さん 

     に無理を言ってお願いし、パネラーということで現状をお話していただいたのです。 

     考えてみれば両社さんにとってはメリットはまるでないものですから、申し訳ないような気もします。 

     ウルフさんにも無理言ってテスコ社の話しをして頂きましたが・」 

（ウ） 「両社共に事前に訪問に連れて行っていただいて、私自身にとっても非常に勉強になりました。 

     今回のパネル・ディスカッションも素晴らしかったと思います。 

     参加者の方々が聴きたいテーマに対して、実務を担当している方のお話は非常に興味深く、説得力がありました。 

     ＦＳＰで足踏みされていた企業の方々も、第二、第三のステップに向けての刺激を受けたでしょう」 

（塾） 「そう言って頂ければ本望です。実は私も再来年（２００７年）に定年を迎えます。 

     ＦＳＰに関して遣り残した感があり、最後の卒業制作として今回のＦＯＲＵＭを企画しました。 

     勿論、予算はゼロでしたからその辺から駆けずり回り、多くの人たちの協力を取り付ける事ができました」 

（ウ） 「なるほど。卒業制作ね。大竹さんの卒業後の事が心配ですね。 

     今回もＩ社さん、Ｏ社さんの成功事例を聞いて、多くの企業が視察に押し寄せるといった事が起きますね・・・？」 

（塾） 「私も心配するところです。Ｏ社さんやＩ社さんに視察が押し寄せて業務に支障が出なければ良いのですが・・」 

（ウ） 「そんなに心配することはありません。 

     視察が多いと言う事はＦＳＰで成功されている事の何よりの証明です。 

     社内だけだと成功の実感は得にくいのですが、他企業の視察やマスコミへの掲載は正当な評価として自信になりますし 

     何よりも社内に向けての強力な宣伝効果を持ち、ＦＳＰは更に成長させる事が出来るでしょう。 

     ドロシーレーン・マーケットを見ればよく分かるでしょう」 

           

      

 飽くなき探究心を持って・・ 

雑：Ｐａｇｅ ０１ 



ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（２） 【2人の飲みながらの会話ー②】（２０１１年）・・・・「飽くなき探究心を・・・」 

 

（塾） 「今回、ウルフさんのご好意でＦＳＰ ＦＯＲＵＭも成功し、参加者の皆さんも非常に満足されていました」   

（ウ） 「それは良かったですね。 

     大竹さんとも２００７年の『Scoring Points』の翻訳本の推薦文を書いて以来の再会でした。 

     その間、私のＰＣが壊れてメールのやり取りが出来なくなって音信不通状態で困っていました。 

     しかしながら、今回はその間の永いブランクを全く感じさせない友情とご親切に接し、非常に喜んでいます。 

     又、今回、Ａ社さんとＯ社さんの視察をアレンジしていただき、私にとって非常に刺激的でした」 

（塾） 「ウルフさんをこれで３回お連れした事になります。 

     両社さんともにウルフさんのご指導でＦＳＰを推進してきましたので、来ていただいてご自分たちのやっている事を 

     ご報告する事が喜びであると言っても良いでしょう」 

（ウ） 「そうですね。訪問するたびに非常な進歩を遂げられていますが、その裏にある多くの挑戦に対して敬意を表します。 

     世界的に見ても、ＦＳＰとしてはトップレベルで、多くの事を学ばせていただきました」 

（塾） 「来日の都度、ウルフさんをユーザー企業の視察にお連れしていますが、ウルフさんの『探究心』にはいつも驚かされ 

     ています。ご自分が納得行くまで質問し、資料を分析し、写真を撮り・・・時間がいつも足りないほどです」 

（ウ） 「それだけ私にとって刺激的なものが多いのです。時間を忘れてしまうのは申し訳ないのですが・・」 

（塾） 「２０００年に来日された時、ウルフさんからＦＳＰに関しての『ブラック・ベルト（黒帯）』を頂きましたが、 

     日本の先進的ＦＳＰユーザーを紹介出来ることは、私の密かな誇りでもあり、自慢でもありました」 

（ウ） 「大竹さんはもう『ブラック・ベルト』ではありません。 

     大竹さんから得られる日本のＦＳＰ企業の詳細な動向や、日本小売業界が直面する問題等、私にとっては先生でもあ 

     ります。私は大竹さんを共にＦＳＰを研究する仲間・同士と思っています」 

（塾） 「その様に言っていただいて恐縮です。ウルフさんに日本の実情を少しでもよく理解いただければ、より有益なアドバ 

     イスを日本のＦＳＰユーザーが得られると思っています。 

     それだけにこのような談論でもウルフさんの質問が多くて、私が話している時間が長いように思います」 

（ウ） 「私も大竹さんより１歳年上の６４歳になりました。若くはありませんがＦＳＰに関しては学ぶ姿勢は崩さないように 

     していくつもりです。大竹さんもその様にしてください」 

（塾） 「はい。私も日本にＦＳＰの伝道師としてやってきましたが、小売企業の生き残りを左右するマーケティング戦略であり 

     、我々の言葉を信じてＦＳＰで努力を継続している企業がある以上、勝手に降りれないと思っています」 

（ウ） 「大竹さんにお土産を持ってきました。プレートです。『I am still learning』（ミケランジェロ）と彫られてい 

     ます。ＦＳＰに関する飽くなき探究を生涯続けていくといった私の座右の銘とも言えるものです」 

（塾） 「有難うございます。実は『ＮＣＲには卒業が無い！』と言ったように我が社にも学習を継続する伝統があります。 

     又、日本の幕末期の昌平校の校長でもあり、当時の日本人の思想をリードした儒学者の佐藤一斎もこのように言って 

     います。 

     『少（わか）くして学べば壮にしてなすことあり。壮にして学べば老いず。老にして学べば朽ち図』です」 

（ウ） 「良い言葉ですね。年齢に関係なく、お互いに学習を継続してゆきましょう」 

           

      

 飽くなき探究心を持って・・ 
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ブライアン・P・ウルフ氏との対談 

（３） 【2人の飲みながらの会話ー③】（２０１１年）・・・・「東北大震災で感じた事とは・・・」 

 

（ウ） 「今回の東日本の大震災、特につなみによる災害をニュースで見るたびに心が痛みました。 

     しかしながらあのような大災害にあいながらも、被災地の方々はもとより、東京のビジネスマンの方々も帰宅困難な 

     状況下にあって、パニックや社会的混乱も無く、整然と行動していたのには感銘しました。 

     大竹さんは当日どうされていたのですか？」 

（塾） 「当然交通網は混乱するものとして会社に泊まりこむ事を早くから決めていました。 

     歩いて帰ると３０Ｋｍ位ですから６～７時間で自信もありましたが、還暦を越えた身ですので『老人の分別』で翌日 

     帰宅しても良いとの判断をしました。携帯は繋がらなかったのですが何とか家内とも連絡をつける事が出来ました」 

（ウ） 「それは大変でしたね。私の出身地のニュージーランドも日本同様に火山も多く、地震も多い国です。 

     ご存知の通り、つい最近も大きな地震がおきて、日本人留学生の方々が亡くなったといった不幸な事故がありました。 

     この大震災で家族の方々や、お知り合いで被災した方はいらっしゃったのですか？」 

（塾） 「家内の実家が盛岡で、９０歳近い義父が1人住まいしています。 

     地震で停電となり、寒さもまだ厳しい時期でしたので心配しましたがお蔭様で無事でした。  

     それから東北地区には昔から仕事関係で顧客や知人が多いのですが、本人は無事であっても、ご家族や周囲の方々が 

     被災されたケースが多く、当時の話を聞くと非常に心が痛みます」 

（ウ） 「そうですか。お義父さんは良かったですね。多くの被災された方にお悔やみ申し上げます。 

     私が感動しましたのは、被災地の方々に支援物資が届けられても、我先に取り合いすることも無く、整然と列を作っ 

     て受け取るだけでなく、お年寄りの方を優先したり、お互いに助け合う姿を見たことです。 

     米国ではこのような地震やハリケーンが来襲して被災した場合、人々は救援物資に我先に押し寄せて激しい奪い合い、 

     取り合いが発生するでしょう。それこそ老人・子供と言った弱者には行き渡らないでしょう。 

     又、一部の人々は救済に対する不満の声を上げ、暴徒と化して街に火を放ち、混乱の中で商店等を壊し、略奪行為に 

     走って被災地の治安は悪くなった状況を何度もニュースで見せられてきました。 

     今回の奇跡的情景ともいえる、日本人のこのような態度はどこから来るのでしょうか？」 

（塾） 「阪神大震災のときも同様に、国際社会からその様な評価を受けた事があります。 

     私も日本人として、このような状況下で同様の行動が取れるのか？と反芻しつつ、その答えを未だに探しています。 

     私見ですが、日本人としての『農耕民族的気質』が色濃く残っているのかなと思っています。 

     日本はご存知のように地震や台風と言った自然災害の多い国です。更に加えて今回の東北地区は過去、冷害や津波等 

     に襲われ、悲惨な目に何度もあっています。その都度、持ち前の真面目で粘り強さを発揮して復興してきましたが、 

     地域における助け合いと協力が無しには出来なかった事でしょう。ＤＮＡと言っても良いかもしれません」 

（ウ） 「なるほど。厳しい自然条件の下で、農林漁業を継続させるためには、地域の人々が協力し合っていかなければならな 

     い環境だったのですね」 

（塾） 「ウルフさん。日本にはこのような良いことわざと言ってよいか、フレーズがあります。 

     『奪い合えば足りないが、分け合えば余る』といったものです」      

（ウ） 「ほう、非常に素晴らしい言葉ですね。忘れないうちにメモしましょう。感動しました 

     自分のメリットだけを追いかけて、周りのことを顧慮しない現代の人々に対する啓示のような言葉です」 

（塾） 「２０００年以降のグローバルな金融資本主義の広がりで、経営者がボーナスで数十億円もの報酬を得たりしています 

     が『奪い合えば足りず』のとおり、貧富の格差が広がってきています。 

     今回被災された方々は経済的には非常に厳しい局面に立たされていますが、『心』まで貧しくなっていません」 

（ウ） 「きっと多くの共感を抱いた人たちが復興の手助けに駆けつけるでしょう」 

（塾） 「実はこのお酒、津波で流された日本酒メーカーのお酒で被災前の在庫です。もうこのお酒は飲めないものとあきらめ 

     ていましたが、被災していなかった地区の日本酒メーカーが自社の酒蔵の一部を提供して酒造りの継続を手伝ってい 

     るそうです。日本酒メーカーはそれぞれ独自の酵母を代々受け継ぎ、杜氏が技術を引き継いで日本酒を造りますが、 

     あの災害の中で自社の酵母を確保したそうです。水は異なるかもしれませんが、出来たら真っ先に飲みたいですね」 

（ウ） 「私も日本酒は好きです。多くの自然災害に遭うといった歴史を繰り返す中で、代々守られてきた酵母を使った日本酒 

     は、多くの人々の想いがこもって、格別なものでしょう。 

     次に来日した時に、白子のポン酢を肴に、ぜひ飲んでみたいですね」 
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出典：ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ 

２００１年３月ＮＣＲＦＯＲＵＭ 

 

Ⅰ・コミットメント 
（約束・宣言） 

トップ&全社員参加 

企業理念・自立行動  

 Ⅱ・差 別 化 
（会員／非会員） 

会員内・企業間 

 

Ⅲ・単 純 化 
（分かり易い事） 

誰でも理解できる 

 

 

Ⅵ・報奨・特典 
（魅力あるリワード） 

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ性・喜客 

 

 

Ⅳ・柔 軟 性 
（既得権のワナ） 

経費・プログラムの固定化 

陳腐化を避ける 

 

 

Ⅴ・情報活用 
（仮説・実行・検証） 

顧客ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸ 

 

ＦＳＰ 
成功の鍵 

「FSP成功の方程式：６つのキーワード」 

第５章：「ＦＳＰ成功の方程式」 

Page:４７ 

 ＦＳＰ成功･失敗の方程式 

キーワード 

①ステルス・マーケティング 
    → 他社、他人に知られない 

②お得意様特別の特典 
    → あなたに特別 

③メーカー協賛（費用の低減） 
    → メーカーが協賛しやすいプロモーション 

④MD＋FSP 

    → MDと直結した顧客ｵﾌｧｰの実現 

クーポン券 会員特別価格 POINTの付加 

周囲のお客様にわからない 

豊富なバリエーション 

毎日店に来る楽しみ・感動を演出 

会員がその場で得した気持ちになる 

ローコストな告知手段がある 
 （Web,KIOSK、携帯の活用） 

チェッカーに負担がかからない 

効果検証がすぐに行える 会員の生の声（モニター会員） 

社員が仕組や会員特典を理解 競合他店との差別化が明確 

「FSP成功ための検討項目例」 



ブライアン・P・ウルフ氏の座右の銘 

“I am still learning” （ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛ） 

NCRの創業者 J・H・パターソンの言霊 

“NCRには卒業は無い”  

塾頭の現在の座右の銘 

佐藤一斎の「三学戒」（言志四録） 

    “少苦して学べば壮にしてなす事あり”  

    “壮にして学べば老いず” 

    “老にして学べば朽ちず” 

佐藤 一斎（さとういっさい）：儒学者 

安永元年（1772）～安政６年（1859） 

幕末の激動期に幕府の昌平坂学問所（昌平こう）の総長となり、 

その門下生には佐久間象山，山田方谷，渡辺崋山らがいた。 

これら幕末から明治維新にかけて新しい日本を作っていった指 

導者たちに多大な影響を与えたのである。 

1844年～1922 

ＮＣＲの創業者。セールスマン教育に道を開き、
「近代セールスの父】と称される 

ミケランジェロ・プオナローティ 

（1844年～1922） 

イタリア盛期ルネッサンス期の彫刻家、画家、 

建築家、詩人・・・「万能人」 

（写真はウルフ氏より寄贈されたプレート） 

人間は生涯かけて学習を・・・・ 


