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  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

ＦＳＰによる低価格戦略 
「ハイ・ロー」から「ＥＤＬＰ」へ、そして「ＦＳＰ」へ！ 

ＦＳＰの基礎シリーズ ③ 

「今さら訊けないＦＳＰ」 

「低価格競争に勝ち抜く知恵とは・・・？」 
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第１章：はじめに：「小売業の宿命？低価格競争」  

     小売業の歴史は低価格戦略による業態開発の歴史？ 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」  

     「ハイロー戦略」、「ＥＤＬＰ戦略」、「ＦＳＰ戦略」 

第３章：「日本におけるＦＳＰによる低価格戦略最前線」 

     チラシの集客効果、超目玉商品による低価格戦術をどのように克服したか 

第４章：「マーチャンダイジングの一考察」  

     低価格競争下での利益確保策は・・？ 

 【序 文】 

 １９９５年、NCR主催のFSPフォーラムの講演のために来日したブライアン・P・ウルフ氏は、「過去1〇 

年以上続いた日本の低価格競争は、更に今後、５年以上続くであろう」と自己の見通しを述べた。 

現在、氏の予言通り低価格競争は収まる気配がないばかりか、より厳しさを増している。 

小売業の低価格競争は世の中にとっても良い事は生まないと言われている。 

かって２０年以上前に英国で激烈な小売業同士の低価格競争が勃発した。各小売企業同士の生き残りを賭けた 

「チキンレース」の勃発は商品の低価格をもたらす一方で企業の体力を弱め、株式は低迷し、メーカーもまき 

困れて疲弊し、「勝者のいない競争」と忌み嫌われてしまったのである。 

当初低価格の出現に喜んだ消費者も小売企業が見るのは同業の競争相手、顧客である自分たちを見てくれてい 

る商売でない事に不満と不信感を抱くに至ったのである。 

その状況下において徹底した安売り志向のスーパーマーケットであったテスコ（英）は安売り競争の限界に直 

面し、顧客との関係を見直す中からクラブカードによるロイヤルティ・マーケティングに方向転換した。 

その結果、テスコは徹底した低価格を武器とするウォルマートに唯一対抗できるライバル企業として広く認知 

されているのである。顧客の購買データを基に巧妙な低価格戦略を編み出したのであるが、「ハイロー」、「 

ＥＤＬＰ」と言った低価格戦略に加え、「ＦＳＰ」による新たな低価格戦略を比較検討してみたい。 

小売企業が逃れる事のできない「低価格競争」を如何に乗り切っていくかの知恵を学んで頂きたい。 
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第１章 

はじめに：「小売業の宿命：低価格競争」 
（小売業の歴史は低価格戦略による業態開発の歴史？) 

１） 「続く低価格競争の背景」  

   ① 「小売の輪」理論：低価格戦略が小売業参入の武器 

   ② メーカーの慢性的生産過剰と競争の激化 

   ③ グローバル化の波と消費者意識の変化 

   ④ 日本のマーケットの変化  少子高齢化と世帯構造の変化 

   ⑤ 所得の２極分化  一億総中流マーケットの崩壊 

   ⑥ 米国スーパーマーケットのＦＳＰの挑戦 

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

小売業界における低価格競争は宿命ともいえます。 

小売業界へは低価格を武器にした新たな業態が誕生

し、参入してきます。 

百貨店もスーパーも過去には低価格戦略でした。 

日本においてはこれからも低価格競争のプレッシャー

は続くでしょう。低価格競争のバックグランドについて

考察してみましょう。 
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●店舗拡大 

●ﾗｲﾝﾛﾋﾞﾝｸﾞ 
●本部膨張 

●ﾌﾙｻｰﾋﾞｽ 

●高コスト 

●低価格の放棄 

経費増 

荒利追求 

●差別化 

●革新性 

●目新しさ 

類似業態参入 

同質化競争 

新規業態の 

参入 

●新興勢力の新規参入機会 

新興勢力 

低価格路線 

既存業態 

の駆逐 

●低コスト 

●低価格 

① 「小売の輪」理論：低価格戦略が小売業参入の武器 
 

  「Poorman needs Low-Price, Richman loves Low-Price」 

   （貧乏な者は低価格を必要とし、金持ちも低価格を好ましく思う） 

  の言葉にあるように、小売業界において「低価格」という要素は、経営戦略 

  上避けては通れない永遠のテーマなのである。 

  因みに１９５８年、マルコム・マクネイア教授はこうした小売業における低 

  価格競争の本質について、「小売の輪理論（Wheel of Retailing）」を発表した 

  が、今尚大きな説得力を持つ理論である。 

  曰く、小売業においてのマーケットへの参入は例外なく、ニッチな分野に低 

  価格訴求･低コストを武器とするのである。低価格に対して消費者の評価･支 

  持を得た新規参入企業は、その勢いを駆って扱い商品の拡大（ライン・ロビ 

  ング）・多店舗化･大型化の道を走り始める。 

  その結果として本部を含む管理･間接部門の膨張や設備投資等で経費が増大し、 

  低コストでの経営を行うための条件が崩れ、企業経営維持のためには荒利確 

  保が必須条件となり、従来の低価格戦略を放棄せざるを得なくなってしまう 

  のである。 

  更に当初の新規参入時の低価格を武器としたビジネス・モデルの強みも、競 

  合他社にすぐマネをされ、独走を阻まれ、同質化競争に引きずり込まれてし 

  まう。その結果として今度は新しい低価格を武器とした新興勢力の新規参入 

  を容易に許し、マーケットを明け渡す循環に入るというものである。 

  過去、日本でも歴史的に見て、百貨店もスーパーマーケットも低価格を武器 

  にして参入して今に至った歴史が有り、今現在もユニクロ、洋服の青山、ヤ 

  マダ電気等の新興勢力の勢いは、これからの業界の地図を完全に塗り替えて 

  しまうと予測されている。 

（１）続く低価格競争の背景 

１９９５年、NCR主催のFSPフォーラムの講演のために来日したブライアン 

・P・ウルフ氏は、「過去1〇年以上続いた日本の低価格競争は、更に今後、 

５年以上続くであろう」と自己の見通しを述べた。 

現在、氏の予言通り低価格競争は収まる気配がないばかりか、より厳しさを 

増している。過去から直面してきた「低価格競争」の背景について考察して 

見たい。 

1960年 

三 越 

大 丸 

髙島屋 

松坂屋 

東横百貨店 

伊勢丹 

阪急百貨店 

西武百貨店 

そごう 

松 屋 

1980年 

ダイエー 

イトーヨーカ堂 

西友ストアー 

ジャスコ 

三 越 

ニチイ 

大 丸 

髙島屋 

西武百貨店 

ユニー 

2001年 

イトーヨーカ堂 

イオン 

ダイエー 

髙島屋 

ユニー 

西 友 

三 越 

大 丸 

伊勢丹 

ヤマダ電機 

2008年 

ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲHD 

イオン 

ヤマダ電機 

三越伊勢丹HD 

ユニー 

Jﾌﾛﾝﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 
ダイエー 

髙島屋  

エディオン 

ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ 

百貨店 
量販店 

コンビニ 
専門店？ 

「小売の輪」理論 

日本の小売業Ｂｅｓｔ１０の推移 

第１章： はじめに：「小売業の宿命：低価格競争」 

１-０１ 
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② メーカーの慢性的過剰生産と競争の激化 
 

   １９８０年代後半のバブル期に、日本のメーカーは生産設備を最新のも 

  のに更新したところが多く、９０年代以降に入ってＩＴ技術の導入により、 

  生産効率は飛躍的に上がり、慢性的過剰生産状況になっていた。 

  更にそれに輪をかけるように円高による海外商品の流入、競争激化による 

  新製品の開発競争とそれに伴う商品寿命（ライフ・サイクル）の短縮化、 

  中国への工場移転による更なる低価格商品の流入が続いたのである。 

  バブル崩壊でリストラの嵐が吹き荒れる中で、先行き不安を感じる消費者 

  は、低価格志向を強めたのである。 

  ユニクロはフリースに代表されるようにシーズン始めに低価格で一気に売 

  り切る“茶筒型（集中豪雨型）”マーチャンダイジングを導入し、２００５年に 

  は松下電器が新型薄型ＴＶを大量に準備し、全世界一斉販売を立ち上げて 

  いる。グローバルな時代を迎え、全世界同時発表･同時発売によって一気 

  にマーケットを制覇してしまう戦略がとられ始めた。 

  更に技術革新、ファッション化の流れは絶えず新しい商品が誕生し、商品 

  のライフサイクルも半期、四半期単位での見直しが迫られ、スピードを重 

  視する経営は、大量の新商品をマーケットへ一気に投入する“Hit ＆ Run 

   ”を狙わざるを得ない。 

  大量に出現する新商品と、それによって突然陳腐化し、行き場所のなくな 

  った膨大な商品がマーケットに溢れかえる状況であり、低価格の趨勢は今 

  後も続くであろう。 

  特にＩＴ（情報通信技術）の革命による商品の普及速度は速く、携帯電話 

  の世帯（２人以上）の普及率は１９９３年の3.2%に対して２００３年に 

  は94.4%に達し、ＰＣの普及率も１９９０年代前半で約10%だったもの 

  が２０１０年には74.6%、インターネットの人口普及率も１９９７年当 

  時は9.2%だったものが２００９年には７８％に達している。（総務省） 

  その間、多くの技術革新による機器の開発、回線速度の向上と料金の劇的 

  低下が進み、メーカーのシェア争いによる新製品の一気大量投入、競合製 

  品の陳腐化戦略によって低価格化が一気に進んでいる。 

  その昔日本では国際比較の中で、光ケーブルに代表されるインフラの遅れ 

  と、（電話）回線料金の高コスト、政府の許認可制度が携帯やインターネ 

  ットの普及を阻害すると言われたが、今では世界比較においても低価格が 

  実現し、全くの杞憂に終わっている。 

   

出典：総務省統計 

第１章： はじめに：「小売業の宿命：低価格競争」 

１-０２ 



CopyRight Shijuku Terakoya 2011･05 Ｐａｇｅ： 

③ グローバル化の波と消費者意識の変化 
 

   １０年以上前から日本人の海外渡航者は年間１６００万人を超えている。 

  そこで気づくのが日本と海外の商品の価格差であり、日本人の持つ商品に 

  対する値頃感が国際基準（低価格）に近づいてきた。 

  更にＩＴ（情報通信技術）の進展は革命的に日本人の価格に対する意識をも 

  変化させてしまったのである。 

  過去、数十万円したＰＣが５万円を切り、百ドルＰＣの声が聞かれ始め、携 

  帯電話も昔のものはもっと重く、十万円以上で、ごく一部の人々のものだっ 

  たものが今では街角でゼロ円で配られる光景も珍しくなくなってきた。 

  「価格破壊」という言葉にあるように、経験を積み、情報を豊富に入手する 

  手段を持った消費者はプロと化し、製品購入に対してはどんなに値段を値切 

  っても得られる機能･性能という価値は変わらないという事に気づき始めた。 

  その結果、「機能･性能がよければ価格の高いのは当たり前」という供給側 

  の論理は崩れ、「待てばもっと性能の良い製品が安く手に入る」というよう 

  に価格決定権、購入決定のタイミングは完全に消費者側に移ったのである。 

  そういった消費者に合わせるように中国製品の流入、海外の圧倒的低価格を 

  武器とするパワーリテーラーの参入、日本国内における新興勢力の台頭が低 

  価格競争をリードし始めている。 

  国際的に見ても、Webを利用して商品並びに什器・消耗品等をオークション 

  で調達できる仕組みを持ったWWEとGNXが合体してその機能を発揮し始め 

  る一方で、世界中の商品の調達網を誇る日本の総合商社が、日本国内におけ 

  るはけ口の確保を目指し、小売業の垂直統合に動き始めている。 

  日本において比較的若い業態であるドラッグ業界、ホームセンター業界等の 

  Ｍ＆Ａや連携･合併の波が押し寄せているが、これも低価格競争で生き残る 

  ための仕入コストの低減を目指しての潮流の動きである。 
  

  右図は２０００年の秋の広州交易会（商品見本市）の商品の価格の一部であ 

  るが、思わず目を疑う金額であるが、ベトナム、タイ、東欧諸国からの低価 

  格の商品が日本に流入して低価格競争に拍車をかけている。 

  ユニクロ、青山、アオキ、ニトリ等のＳＰＡ（製造小売業）が海外で商品を 

  製造し、日本で低価格で販売できる仕組みを作り、多くの流通企業も海外製 

  品の調達に拍車をかけている。 

   

日本の流通業を襲う国際的低価格競争の波…・・ 

日本の商慣行 
世界一の物価高？ 

伊藤忠 

商社の参入 

丸 紅 
三菱商事 

住友商事 

三井物産 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化 

中国：世界の工場に 

WWRE TPP 

円高 

コストコ 

Ｗａｌｍａｒｔ HM 

テスコ 

外国勢力・ﾊﾟﾜｰﾘﾃｨﾗｰ進出 

トイざﾗｽ 

無印良品 

ダイソー 

ヤマダ電機 
ABCマート 

ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 

青 山 

新興勢力・ｶﾃｺﾞﾞﾘｰｷﾗｰ 

眼鏡市場 

２０００年秋の中国・広州交易会（商品見本市） 
ＦＯＢ（現地船積み引き渡し）価格 

商品とＦＯＢ価格（円） 

ア 

 

パ 

 

レ 

 

ル 

婦人ショーツ（綿１００％） 

紳士ブリーフ 

ブラとショーツのセット 

インナーＴｼｬﾂ 

デニムジーンズ（ﾕﾆｸﾛ仕様） 

形状安定チノパン 

ネクタイ 

形状安定ワイシャツ 

フリースジャケット 

ダウンジャケット（Old NAVY） 

合皮裏付ライダース（Walmart） 

ビニールレインコート 

２７ 

７１ 

１３７ 

８８ 

６８０ 

５０６ 

５５ 

９７９ 

２５３ 

１、６５０ 

５５０ 

２９ 

服  

 

 

飾 

帽子 

キャンバス・シューズ 

革・紳士靴 

ビーチサンダル 

トレッキング・シューズ 

デッキシューズ 

傘 

６０ 

１０２ 

４６２ 

５５ 

３０８ 

２０９ 

１２１ 

家 

電 

冷蔵庫（５０L) 

コーヒーメーカー 

アイロン台（７０×３０） 

５，８３０ 

３９６ 

１２２ 

日 

用 

品 

そ 

の 

他 

おしぼりタオル 

フェースタオル 

バスタオル 

木製ハンガー（IKEA) 

ヘアーブラシ 

ボールペン 

１２ 

２６ 

１４７ 

２０ 

１９ 

３ 

食 

 

 

品 

ワタリガニ（１Kg) 

味付け海苔・１枚 

トリフ（１Kg) 

竹の子（１８L) 

トマトペースト３Kg×６缶 

桜桃 ４２５ｇ缶 

４６８ 

１ 

２，７５０ 

９５０ 

１，１６６ 

３４ 

食 

器 

・ 

台 

所 

用 

品 

中華なべ 

フライパン 

お玉 

包丁 

マグカップ 

湯のみ 

サラダプレート 

飯茶碗 

スープ皿 

１５９ 

３５２ 

１０４ 

１１０ 

２７ 

２８ 

２７ 

４１ 

３６ 

商品とＦＯＢ価格（円） 

出典：販売革新2001･6・ＪＲＣ 
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④ 日本のマーケット変化： 少子高齢化の波と世帯構造の変化 

 

 【少子高齢化の波】 

   日本における少子高齢化の波は世界に類を見ないスピードで訪れている。 

  「高齢化社会」とは６５歳以上の高齢者の人口比が７％超をいい１９７０ 

  年度調査で到達した。「高齢社会」とは同１４％超で１９９５年度調査で 

  突破している。更にその上の「超高齢社会」とは同２１％超をさし、２０ 

  ０７年に到達し、その後２０１５年には２６％、２０５０年には３６％弱 

  になると推計されている。 

  ６５歳以上の高齢者は２０１３年に３０００万人に達しその５年後には３ 

  ４００万人を超える。それに対して生産年齢人口といわれる１５～６４歳 

  までの人口は１９９５年の８７１７万人をピークに２０３０年では７００ 

  ０万人、２０５０年では５０００万人を切り、日本の総人口の５３％とな 

  ると予測されている。この事は日本のＧＤＰの減少、社会保険制度の限界 

  消費性向の変化等多くの問題を抱えており、低価格に対するプレッシャー 

  にも繋がっていこう。1450兆円の個人金融資産の約6割（900兆円程度） 

  は、60歳以上のシニア世代が握っているが、消費支出は右図のように減少 

  傾向を示している。 

 

 【世帯構造の変化】 

    少子高齢化の進展と共に問題として浮上してきたのが世帯構造の変化 

   である。過去、日本の標準世帯モデルは夫婦に子供２人の４人家族であ 

   り、多くの統計資料・論理組立の基礎となっていた。しかしながら実態 

   は大きく異なり、２００３年のデータでは４人家族の世帯は約１８％で 

   あり１人、２人世帯が５０％を超え、更に増加傾向にあったのである。 

   少子高齢化の波の中で世帯を構成する年代も５０歳以上で６０％を超え 

   る状況になっていた。その結果ＮＨＫの「今日の料理」は２００９年、 

   ３月末をもってレシピを４人分から２人分に変更せざるを得なくなった。 

   このような世帯構造の変化は必然的に消費行動にも影響し、コンビニ業 

   界の成長も個に対応した業態として支持されたからであろうし、スーパ 

   ーでも食材よりも惣菜に力を入れざるを得なくなってきている。 

   かってユニット・プライスという事で肉や魚等大量パックや、バンドル 

   セール等で参入した大型ディスカウンターも何時しか姿を消したが、世 

   帯構造の変化によるものであろう。 

     

日本の少子高齢化の波 

日本の世帯構成の変化 

~29歳 
8.9% 

30~39歳 
14.5% 

40~49歳 
15.9% 

50~59歳 
22.0% 

70~歳 
19.0% 

60~69歳 
19.6% 

一人世帯 
23.3% 

二人世帯 
27.1% 

三人世帯 
19.5% 

四人世帯 
18.2% 

五人世帯 
6.7% 

６人以上世帯 
5.1% 

世帯構成人員数 世帯構成人員数 

資料：総理府・統計情報部 

｢平成１５年国民生活基礎調査」 

６０歳代の消費支出減少 
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 【世帯年収の低下】：生活防衛による低価格プレッシャー 
 

   ９０年初頭のバブル崩壊以来、「失われた１０年」以降の日本経済は低迷 

  し、円高やデフレ、高齢社会の到来による世帯収入も伸び悩んでいる。 

  １９９８年と２００８年で比較すると年収４００万円未満の下流層の構成比 

  は35.8%から46.5%へと１０ポイント以上増え、年収４００万円～８００万 

  円未満の中流層は34.7%から32.1%と３％弱減少し、年収８００万円以上の 

  上流層は29.5%から21.5%へと８ポイントも減少している。 

  更に年収２００万円以下の階層で見てゆくと右図のように２００６年に１０ 

  ００万人を超えて増え続けている。 

  その原因として正規社員と非正規社員の問題が挙げられよう。非正規社員の 

  比率は１９９０年には20%であったが、２０１０年（10～12月）では34.6% 

  に激増している。即ち日本の正規社員数３３５４人に対して、１７９７万人 

  の非正規社員数がいる事になる。９５年から２００５年までの間に正規社員 

  が４０５万人減少し、非正規社員が６３２万人増加したといわれる。 

  又さらに正規社員の年間所得も３５歳代の年収が１０年前に比べて２００万 

  円減少しているというデータもある。少子化は非婚が原因かもしれない。 

  他に２５０万人以上いると言われるニート・フリーター問題も存在する。 

 

 【二極分化】 
 

    一億総中流家庭と言われた日本も米国の不況時代同様に中流層が下流と 

   上流に分化しつつある。上記のように２００万円未満の貧困層の増大と、 

   中流層の減少について述べてきたが、実は１０００万円超世帯も増えてい 

   るという。 

   押しなべて言うと日本の世帯の所得は徐々に減少し、更に税金や社会保障 

   のための支出が増加、２００５年度では貯蓄ゼロの世帯が全世帯の２５％ 

   に達し現在では３０％超との予測もでている。 

   その結果２０１０年度の調査でも高齢者世帯、子供のいる世帯の６割近く 

   が生活が苦しいと回答している。 

   二極分化する日本の中流層の購買行動も確実に転換点を迎えているが、 

   低価格に対する志向は強まると思われる。 

   又、今回のつなみ被害を伴った東日本大震災によって、「自粛｣に代表され 

   る消費節約の心理的影響は今後の日本の流通業に対しても、非常に大きな 

   足跡を残すと思われる。 

    

     

年間所得２００万円未満１０００万人超 

出典：資料：ＨＰ 

1500万～ 

800万～ 

 1499万 

400万～ 

  799万 

200万～ 

  399万 

200万未満 

新ボリューム・マーケット 

一億総中流マーケット 
 

ＧＭＳの得意分野・マスマーケティング 

平均的ニーズに対応・大量販売 

 

所 

得 

・ 
階 

層 

の 

二 

極 

分 

化 

新アッパー・マーケット 
 

コモディティ・マーケット 
 

徹底した合理性･低価格 

巨大流通資本の競合 

ライフスタイル・マーケット 
 

価値観･生活スタイル・趣味･嗜好 

個々人のニーズへの対応 
二極化 

低価格志向 プレミアム・プライス商品 

出典・参考：販売革新２００９・２ 

大変苦しい 

やや苦しい 

普  通 

ややゆとり 

    大変ゆとり 

全世帯 

高齢者世帯 

児童のいる世帯 

所得層の二極分化：一億総中流の崩壊 
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第２章 

「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 
（ハイロー戦略・EDLP戦略・FSP戦略) 

１） 「小売業の生き残り策・差別化戦略とは？」  

   ① 差別化戦略のキーワード：「信頼される店つくり」 

   ② 差別化戦略の手法 （One Best, One Better、 Three Average) 

２） 「小売業の価格価値訴求：３つの低価格戦略」 

   ① ３つの低価格戦略 

３） 「ハイロー戦略の特徴」 

   ① ハイロー戦略とは・・？ 

   ② ハイロー戦略の抱える問題点 

   ③ チラシの効果 

   ④ チラシとポイントによるセールの効率比較 

   ⑤ チェリーピッカー（バーゲンハンター）の跳梁 

   ⑥ チラシ方式の店舗コスト 水ぶくれの要員 

   ⑦ 何故、チラシが止められないのか？ バイヤーの数字つくり用？ 

４） 「ＥＤＬＰ戦略の特徴」 

   ① ＥＤＬＰ戦略とは・・・？ 

   ② ＥＤＬＰ戦略を支えるＥＤＬＣ 

   ③ 徹底した作業の標準化とは・・？ 

５） 「ＦＳＰ戦略の特徴」 

   ① ＦＳＰの低価格戦略とは・・・？ 

   ② 米国小売業の多重価格と低価格プロモーション 

   ③ ポイントによる低価格のあいまい化 

   ④ ユークロップス（米）に学ぶ低価格戦略 

   ⑤ ドロシーレーン・マーケット（米）に学ぶ低価格戦略 

   ⑥ テスコ（英)に学ぶ低価格戦略 

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

低価格競争が避けられないものであるならば、 

その中で勝ち残るシナリオである低価格戦略が必要と

なります。 

小売業に於ける低価格戦略は３つあります。 

それらの特徴を理解する必要があります。 

更に低価格戦略はローコスト・オペレーション無くして

は実現不能という事も胆に銘じてください 
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１）：「小売業の生き残り策：差別化戦略」とは？ 

殆どの小売業は同業の競争相手に負けまいと、戦術レベルでは相手の新しいや 

り方を追随してマネ、同じ土俵での戦いを繰り広げるケースが少なくない。 

しかしながらそれによって陥る「同質化競争」の本質は 

   ① 競合店と同じ事をしないと・・・負ける 

   ② 競合店と同じ事をしても・・・・勝てない 

   ③ 競合店と差別化を行う事で・・・勝てる    である。 

更にこの「差別化」は顧客の視点での差別化でないと意味がない。 

米国の小売業の差別化戦略について考察してみたい。 

① 差別化戦略のキーワード：「信頼」される店つくり 

米国のある消費者調査によると利用する店舗の選択要因は「信頼」が８１％、 

小売業の経営者が１位にあげた「低価格」は１９％であったという。 

消費者が「信頼｣を構成する要素（＝顧客にとっての価値）とは 

    ① 「商品価値」・・・・・品質・品揃え・欠品なし 

    ② 「利便性価値」・・・・立地・営業時間・ｸｲｯｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ・駐車場・他 

    ③ 「サービス価値」・・・接客・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ力・満足保証・配達 

    ④ 「雰囲気価値」・・・・クリンネス、整理整頓・フレンドリー・五感訴求 

    ⑤ 「価格価値」・・・・・値頃感・正確な値付け･見易さ 

である。 

顧客を失う最大の原因も価格や競合店ではなく、従業員の無関心な態度が６０ 

％以上も占めると言った結果が出ている。 

② 差別化戦略の手法：（One Best、One Better、Three Average) 

消費者の望む上記の５つの価値全てにわたって競合他社の凌駕することは経営 

的に不可能とされている。そこで差別化戦略としてどの価値を際立たせるかが 

重要となり、企業の特徴として消費者に認知される事を狙うのである。 

それが「One Best、One Better、Three Average」の原則の採用である。 

   「One Best」・・・１つの価値では業界で圧倒的な強さを持つ 

   「One Better」・・・１つの価値ではライバルの上を行く 

   「Three Average」･他の３つの価値では業界標準を維持する 

これによって経営リソースの集中投入、効率化を図りつつ自社のポジショニング 

を明確にするのである。さもなくば日本のＧＭＳのように「何でもあるが買いた 

いものがない」と言った事態に陥る事のなろう。 
出典：セールス心理学・松村清著・商業界 

One Better Ｔｈｒｅｅ Average 企 業 名 One Best 

ウォルマート 
価格価値 

（EDLP) 

商品価値 
（１０万ｱｲﾃﾑ) 

利便性価値、雰囲気価値 

サービス価値（ｸﾞﾘｰﾀｰ、１０ﾌｨｰﾄﾙｰﾙ） 

ホームデポ 
商品価値 

（品質・品揃え) 
価格価値 

利便性価値、サービス価値 

雰囲気価値 

ウォルグリーン 
商品価値 

（専門性) 

利便性価値 
（24H、配達、立地） 

サービス価値、雰囲気価値 

価格価値 

ホールフーズ 
商品価値 

（高品質管理基準) 

雰囲気価値 
（ロハス・医食同源） 

サービス価値、利便性価値 

価格価値 

ノードストローム 
サービス価値 

（接客) 

雰囲気価値 
（ﾋﾟｱﾉ演奏等） 

商品価値、利便性価値 

価格価値 

スチューレオナード 
雰囲気価値 

（ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ？) 
サービス価値 

商品価値（８００ｱｲﾃﾑ）、 

利便性価値、価格価値 

One Best、One Better、Three Average戦略 

顧客が店舗を去る要因は？ 

ﾏｲﾝﾄﾞ･ｼｪｱの希薄化 競合店に移った要因 

特に理由無し 

６８％ 

１４％ 

９％ 

９％ 

ｻｰﾋﾞｽが 

非常に悪い 

４５％ ﾊﾟｰｿﾅﾙ・ 

ｱﾃﾝｼｮﾝ不足 

２０％ 

より良い 

商品 

１５％ 

１５％ 

より安い 

商品 

競合との戦い 

顧客の引越し 

苦情が正しく処理 

されなかったから 
＜調査：ﾛｯｸﾌｪﾗｰ協会＞ 

＜調査：ﾌｫｰﾗﾑ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ＞ 

小売業が顧客を失う理由とは・・・・？ 

出典：「売上げと利益を運ぶﾛｲﾔﾙｶｽﾄﾏｰ」  松村 清  著 （商業界） 
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２）：「小売業の価格価値訴求：３つの低価格戦略」  

   小売業の差別化戦略の一つである低価格戦略（価格価値）は「マクネイアの小 

   売の輪」の理論で延べた如く、消費者にとって最も分かりやすく、且つ魅力的 

  な戦略である。「あの店の価格は高い！」と言った消費者の風評やイメージが 

  広まると来店客数が減少すると言った小売業にとって致命的なものとなること 

  もある。One Bestの戦略はウォルマートがいる為に取れないにしても、One 

  Better、又はThree Averageをキープしない限り消費者の支持は得られないで 

  あろう。小売業の経営者が最も頭を痛める戦略の一つが競合相手との「低価格 

  戦略」であり、様々な戦い方が考え出されてきた。 

 

①３つの低価格戦略 

   小売業の基本的な低価格戦略は３つに集約される。 

     １）「ハイ・ロー戦略」 

     ２）「ＥＤＬＰ戦略」（Every Day Low Price） 

     ３）「ＦＳＰ戦略」である。 

   他に「イールド（歩留まり）戦略」がある。 

  これは飛行機やホテル等の固定費が大きい業態での手法で、需要予測を基に 

  最適なタイミング･価格で適切な顧客層に商品・サービスを販売し、利益を 

  最大化する手法である。 

  例えば過去の航空業界では飛行機１機飛ばすのに満席でも半数以下の客数で 

  もほぼ同じコストが掛かっていた。その結果正規運賃客の搭乗率が６０～７ 

  ０％でも採算がとれるようにして残り３０～４０％分は団体旅行やマイレー 

  ジ利用客用にディスカウントして販売することで搭乗率を上げ、売上･利益 

  の上積みを図ってきたのである。 

  その後正規運賃を負担させられてきたビジネス界に配慮し、搭乗率ではなく、 

  １便当りの売上高に基準を設けて需要予測を駆使して２ケ月前からの予約で 

  割引等するやり方に変化してきている。 

  流通業界でもアパレル産業を中心に生産した商品の販売予測を基に建値消化 

  率を決めて価格設定し、季節末には思い切った処分価格にするやり方をとっ 

  ていた。固定費の高い業界での損益分岐点を基準にした価格戦略である。 

 

  ＜最近のＬＣＣ（格安航空会社）では予約制度で前になるほど低価格を設定し、当日に近づく 

     ほど価格は段階的に高く設定して、結果的に満席にする手法がとられている。 

     日本国内の航空会社の国内線も「前割」等でそのやり方を取り入れ始めた。＞ 

小売業の３つの低価格戦略 

出典：寺子屋 

正規運賃搭乗客：70% 超ディスカウント運賃：３０% 

航空会社のイールド戦略 
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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 
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① ハイロー戦略とは・・・？ 
 

  「ハイロー」とは一定期間に商品の価格を上下させて販売し、集客を目的とす 

 る伝統的戦略である。チラシや新聞等を利用し、広告としてある一定期間、ある 

 商品を値下して「目玉商品（特売商品）」として消費者に訴求する。 

 店頭における通常価格を「ハイ（High)」、広告掲載の目玉商品価格を「ロー（Low 

 )」としてその価格差の大きさを「価格価値｣として訴える手法である。 

 時には競合対策上、インパクトをあたえるために仕入れ価格を下回る出血値引商 

 品をチラシ広告に掲載したりするが、それに釣られて来店した消費者がプロパー 

 商品（広告以外の通常価格商品）も同時に購入してくれる事を前提にしている。 

 

  日本の流通業におけるマーケティングの主導権はメーカー、卸が実質的に握っ 

 ていた。そのためマス・マーケティング時代の４P（価格、販促、製品開発、流 

 通チャネル）は全てメーカー、卸がコントロールし、ハイロー戦略もその手のひ 

 らの上で行われてきたといっても良い。結果的にスーパーを含む小売業側は同質 

 化競争の中でメーカーの製品の販売代理業を担ってきたと言っても良い。 

 

② ハイロー戦略の抱える問題点 
 

   過去５０年以上に渡って行われ、今尚スーパーのプロモーションの主流の 

  座に居座っている手法である。８０年代までの「モノ不足」の時代には神通 

  力を発揮し、開店前から消費者が列をなした事もあったが、モノ余り、オー 

  バーストアの時代の中で多くの問題点に直面している。 

     目玉商品の不在・・・・昔のインスタントコーヒー、砂糖、ティッシュ 

       店のオペレーション負担大・・・品出し、陳列、値付け、ポップ、PLUセット、他 

       顧客の不満・クレーム・・・・品切れ、価格違い、混雑 

       チラシのコスト・・・・・出血目玉商品、編集･印刷･配達 

       売残りの在庫・・・・・倉庫、本部、値札付け替え、ロス 

       店舗の人員・・・・・・・セールにあわせた水ぶくれ人員、業務の標準化を阻害 

       バイヤーの業務・・・・業務の７０％以上が打ち合わせ、会議、交渉 

       チェリーピッカーの跳梁・・・・出血目玉商品、荒利率の低下     

 

 

「ハイロー戦略」 

出典：寺子屋 

不可 

主導権 

ハイ・ロー戦略 備   考 

目玉商品で来店勧誘 

× 限定種類     

× 短期        

× あ り        

 ×通常価格／値下価格 

 × 多数         

  × 負担大        

大 

× 
メーカー 

顧客勧誘・集客 

目玉商品数 

期  間 

品 切 れ 

価格設定 

本部ﾊﾞｲﾔｰ 

店舗の作業 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｺｽﾄ 

固定客化 

現在では目玉商品不足 

 限定種類（数１０アイテム）  

（２~３日間） 

  あり・ 先着○名・1人１個等の制約     

通常価格／値下価格 

業務の70~80％企画・会議・交渉 

品出・陳列・値付・レジ混雑 

PLU価格のセット 

人件費・ﾁﾗｼ・間接費・他 

価格･数量･提案はメーカー 

３）：「ハイロー戦略」の特徴 

チラシのコスト 

ﾁｪﾘｰﾋﾟｯｶｰ 

目玉商品不在 

店のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

ｺｽﾄ大 

売れ残り在庫 

価格違い 

ﾊﾞｲﾔｰの70%？ 

ハイロー戦略の問題点 

要するに一言で言えば・・ 

高コスト／不透明 

前近代的販促手法だな・・・ 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 
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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） 

 

③ チラシの効果 
 

  「ハイロー戦略」で一番の問題点はチラシ配布費用とその効果測定の難しさに 

  ある。右図はある調査結果であるがチラシを見て来店した顧客は６％であり、 

  見ないで来店した顧客は６０％であった。更にチラシは見たが見なくても来店 

  したと回答した顧客が３４％も居たのである。 

  Ｏ社（山梨）での来店客調査でもチラシを見ないで来店した顧客は６５％を超 

  えるという結果が出たため、セール（特売）の通知をチラシから費用対効果の 

  高いターゲットを絞り込んだＤＭに切り替えたのである。 

  又、Ｍ社（埼玉）では経営上の要請によって月に１０回以上出していたチラシ 

  を週一にしたが、半年間客数、売上は変わらなかったという。 

  同様のことはＳ社（栃木）においても立証されている。 

  Ａ社（山梨）はブライアン・Ｐ・ウルフ氏の「来店客の会員数が５０％超えた 

  段階でチラシは不要となる」の言葉通り５５％の段階で実施したが、翌年デー 

  タとの比較で見ても客数、売上は逆に増大すると言った結果が出ていた。 

  デシル１~５までの会員で８５％以上の売上を占めており、これら会員はチラシ 

  を見なくても来店してくれるため、チラシ経費を会員に還元するプログラムに 

  投入してロイヤルティを高める戦略に変更している。 

  チラシの効果は「来店客を増やす」、「売上を増大させる」の２つの目的がある 

  以上、来店者数、売上金額の経費率を算出して効率を見る必要がある。 

 

④ チラシとポイントによるセールの効率比較 

   右図はある企業の店舗で行ったシュミレーション結果である。 

  チラシとポイントによる２日間のセールであるが、双方共に通常日に比べて売 

  上高は８％アップするという。チラシ配布の場合、チラシ作成と配布に費用が 

  かかり、且つ競合対策上掲載した出血値引商品が荒利率を低下させる。 

  その結果試算すると１３万円の赤字に陥る。 

  それに対して事前に店頭等で告知しているポイント３倍セールは、0.5%還元と 

  して荒利は１０万円以上確保でき、発行したポイントも以降の来店と購買の呼 

  び水効果を生む事が期待できる。 

  実際に上記Ｍ社、Ｓ社では荒利率のアップが見られ、Ｙ社（東京）では２％も 

  アップしたとの報告がある。 

 

 （但し後述するが、チラシに商品の写真を掲載する事でメーカー、卸よりこの企業では数万円の販促協力金 

   を提供してもらっており、このような隠れた商慣習がチラシの効果・効率等を不透明にしている）  

 

 

 

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 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 
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持ち帰られるレシート 

(Source: http://www.spikyinc.com/geo/img/receipt.pdf) 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 

 

⑤ 広告入りレシートの一考察 
 

   米国においてはメーカーがスポンサーとなってレシート裏面にプロモーショ 

  ンを印刷する方法があり、一時期日本のコンビニにおいても実施された。 

  レシートは購入者の持帰り率が高く、メーカーによる広告入りレシートの提供 

  は小売業側の消耗品コストの削減に直結し、双方にメリットが存在した。 

  しかしながら日本においては下記理由で今一歩普及が進んでいない 

      ①面積が小さいので広告量が限られる。 

 （チラシの代替とは考え難く、キャンペーンなどの期間限定企画で一つの 

              インパクトとして用いられる） 

      ②費用対効果が悪い。 

      ③発注後２週間以上かかる （チラシは２，３日） 

  チラシのメリットである 

      ①勝手に情報がやってくる、 

      ②簡単に比較できる、 

      ③誰でも簡単に使える、 

  といった3つの要素のうち、広告入りレシートは③しか満たしていない。 

  日本ではリターン（返品）ポリシーがアメリカほど進んでいないのでアメリカ 

  のように裏面にリターンポリシーが記載されることは少ない。 

  偽造防止としてアメリカではロゴをレシートにいれるが、日本ではレシート偽 

  造問題でアメリカほど大きな問題になっておらず、アメリカほどレシートにロ 

  ゴをいれるまでに至っていない。 

 

  しかしながらインパクトの強い内容（海外旅行やクルージング、5000円プレゼ 

  ントなど）はコスト安のレシート広告でも反響は大きい。 

  競合と似たキャンペーンが重なると、広告効果は期待できないので、効果を見込 

  むにはキャンペーン内容も競合と差別化すべきとされる 

  ファーストフードでは新商品・注目商品の告知・宣伝をすると効果があり、又、 

  レシートと広告に関連が強いものは効果が期待できるとされる。 

 （ex. 映画とピザ、外食とスイーツ、薬と水、居酒屋とバー、CMや他媒 

            体とのタイアップなど） 

 

 

Yes 
71.7% 

No 
28.3% Yes 

55.1% 

No 
44.9% 

Yes 
64.9% 

No 
35.1% 

Yes 
82.4% 

No 
17.6% 

Yes 
83.9% 

No 
16.1% 

スーパーマーケット 

ドラッグストア 
コンビニエンスストア 外食・ファーストフード 

百 貨 店 専 門 店 

http://www.spikyinc.com/geo/img/receipt.pdf
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⑤ チェリーピッカー（バーゲンハンター）の跳梁 
 

   現代の消費者は買い物客として多くの経験・知識・情報を有し、中にはチェリ 

   ーピッカーと呼ばれるバーゲンハンターも多く誕生して存在するのである。 

  左図はある企業のセール時の客層分析であるが、チラシによって店内は賑わい、 

  一見売上が上がっているように見えてもチェリーピッカーの売上貢献度は低く、 

  利益貢献度を分析すれば赤字の顧客となる。 

  ある右図の円グラフのようにある中堅スーパーでの分析では、仕入原価を割った 

  出血目玉商品・１品のみを購入した顧客は３４％にのぼり、店舗が期待するプロ 

  パー（定番）商品の併買客は３７％に過ぎなかったと言う結果が出ている。 

  更に右図はある大手量販店のデータであるが、「健康卵（Ｌサイズ）」お１人様 

  １点限りのチラシを打ったが、後にデータ分析した結果チェリーピッカーが何度も 

  レジに並んで購入していたのである。勿論レジ番号は違う所を通っている。 

  中には乳幼児の分も１人としてのカウントを要求して見事にＧｅｔする。 

  その後のこの企業の分析では出血目玉商品のみを購入した顧客数の比率は全来店 

  客数の約１８％を占めると言った結果が出たのである。チラシによる来店客数の 

  増加の数値の中にはこのように１人で何回も並ぶ顧客が居るために、それらをチ 

  ラシ効果による数値として鵜呑みするのは危険であろう。 

  出血値引商品はまさに企業の利益を流出させる行為であり、コントロールする必 

  要がある為、該当商品の販売には先のお一人様１点限りとか、先着１０００名様 

  とか、５００個限定等の制約をつけるがそれら商品を持ち去っていくのは早朝か 

  ら来店するチェリーピッカーである。優良顧客が来店する午後、夕方には広告商品 

  は跡形も無く、不信感を持たれ、店長は「何時来てもチラシの特売商品品切れ」と 

  言ったクレームを受けるのである。 

  又、ある企業の店長は、何時も頻繁に、早くから店に顔を見せる顧客を自店の優 

  良顧客だと思い込んでいた。しかしながら後に配られた店舗の優良顧客ベスト２ 

  ００人のリストには名前が無く、チェリーピッカーだった事が判明したと言う笑え 

  ないエピソードもあるのである。 

  ウルフ氏はこのようなデシル９，１０の顧客は「Move-UP」、さもなくば「Get 

  Out」（退場）させるべきだと唱え、ＦＳＰで有名なドロシーレーン・マーケッ 

  トのトップは「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いる。 

   だから私どもでは上位３０％以外のお客様には全く特典は差上げません」と宣言して 

  いる。 

 

 

 

 

 

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 

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 

顧客の売上・利益の貢献度 

チェリーピッカーの跳梁 

新 モ デ ル 

資料提供：ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ 

旧 モ デ ル 

少 

多 

顧客の 

企業貢献度 

顧客への 

サービス度 

低 

高 

顧客の 

企業貢献度 

顧客への 

サービス度 

多 

少 低 

高 
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赤字の垂れ流し：水ぶくれの人件費 

⑥ チラシ方式の店舗コスト・・・・水ぶくれの要員確保？ 
 

   売上の低迷、競合の激化による打開策としてはスーパー業界では即チラシの話 

  に行き着いてしまう。過去にはセールの期間もほぼ３日以上だったものが、２日 

  となり、週２回と別途月２回で月間１０～１２回のチラシを打つ企業も多い。 

  このチラシによるセール対応のために店舗に於ける作業負担は想像以上に大きく 

  なってきている。 

      ①セール前の作業  

         セール商品の品受け、品出し、陳列、値札変更、スポッター、ＰＯＰ 

         セール商品のセール価格（ＰＬＵ）のセット、確認 

      ②セール当日 

         セール商品の補充作業 

         ＰＯＳレジ登録作業、顧客の誘導、バスケット・カートの整理 

         顧客対応・・売場案内、クレーム処理（品切れ、価格違い、混雑） 

      ③セール後 

         在庫の整理・・・店頭、後方在庫、本部返却、値札変更、PLU変更 

         売場整理・・・ＰＯＰ、スポッター 

  これらの作業のためには通常体制の人員の他に、セール対応のパート、アルバイ 

  トの増員を行う。しかしながらある店長は「セール時の前後に合わせて作業増加 

   対応のために都度パートの投入をしなければならないが、人集めのテマヒマからいって 

   結果的には恒常的にその人員を抱え込まざるを得ない。いわゆる常時水ぶくれの状態 

   であり、私の店では３人以上は減らせる」と実情を述解した。 

 

⑦ 何故、チラシを止められないのか・・？バイヤーの数字つくり？ 
 

   ある量販店の役員は「チラシを止めても客数は落ちないと思う」と本音ともつ 

  かぬ事を述べたが、その企業ではチラシは逆に増加傾向にある。 

  ＦＳＰ実施企業でも会員の購買率が８０％を超えた頃にチラシの費用削減の提 

  案がＦＳＰ担当者より上げられるが実現が困難なケースが多かった。 

  過去のやり方を変えるには反対が多いが、「チラシをなくしてモシ売上が落ちたら 

   だれが責任を取るのか？」、とか「一旦チラシを止めて来店客数が減ったら元に 

   戻すのに大変だそうだ」といった余り根拠の無い大きな声に制止される。 

  「兎に角やってみよう」というトップのリーダーシップが必要となる場面である 

  が、オーナートップでないと難しそうである。チラシがなくなって困るのは 

  実はバイヤーではないだろうか？メーカーはあの手この手で自社製品のシェア 

  アップの企画を持ち込み、チラシ掲載時や月間チラシ掲載回数等で値引及びリ 

  ベートで好条件を持ち込んでくるのである。チラシなくしては目標荒利率の達 

  成はできない？ 更にチラシはメーカーの販社にとっても営業活動の証拠書類 

  となる？等の別の理由が存在しているようである。        

 

 

 

 

 

 

「セール時に合わせた人員体制を取らざるを得ないのが実情？」 

「ハイロー戦略」実施企業の深い悩み 

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・・・） 

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 

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 

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・・・ 

チラシ費用：年間３～４０００円を世帯に配る？ 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 

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
回数が拡大・・・ 
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① ＥＤＬＰ戦略とは・・・？ 

   ウォルマートに代表されるパワー・リテイラー（巨大小売業）が商品を特売 

  価格で毎日販売する戦略である。（Every Day Low Price) 

  その特徴としては 

       ①毎日が売り出し価格・・・「ハイロー戦略」の広告費用の廃止 

       ②徹底した標準化によるオペレーションコストのダウン 

       ③小さな本部、少ないバイヤー 

       ④低価格保証 “どの競合店よりも安いと言う保証” 

       ⑤メーカーとの密なコラボレーション (需要予測・商品開発・物流・他）   

       ⑥ITを駆使してのローコスト・オペレーション（衛星通信、DWH、） 

  があげられるが、何と言っても４０００億ドル（２０１０年度）を超える世界 

  最大の小売業としてのバイイングパワーが圧倒的な低価格を実現するのである。 

 

② ＥＤＬＰ戦略を支えるＥＤＬＣ 

   ウォルマートの低価格戦略はその巨大な規模だけではなく、ローコストのオ 

  ペレーションの飽くなき追求から生まれてきた。 

  創業以来右図のように経費の削減だけでなく、荒利率の低減に努力してきた歴 

  史がある。ＥＤＬＰはまさにＥＤＬＣ（Every Day Low Cost)への挑戦の 

  中から生まれてくる。 

  通常、小売業は利益確保のために荒利率の向上を目指すが、荒利率のアップと 

  商品価格の設定の間には反比例、即ち消費者の利益と相反する桃が存在する。 

  それ故に、荒利率に対して、目標数値を持っての荒利率の低減へのチャレンジ 

  はユニークであり、その実現のための経費率を下げる努力には妥協の無い厳し 

  さが求められてくるのは当然であろう。 

  小さな本部で少ないバイヤーはメーカーと協働で商品開発、需要予測、受発注 

  、ロジスティックスをまわし、衛星を用いたリテール・リンクの通信網が全世 

  界の店舗及びメーカーとのコミュニケーションをサポートし、本部に収集され 

  た夥しい量のデータは世界最大規模のデータウェアハウスで蓄積され、情報に 

  加工されて提供される。 

  最先端を行くＩＴによる高度なシステムがＥＤＬＣを支えているのである。 

   

 

「ＥＤＬＰ戦略」 

出典：寺子屋 

②「ＥＤＬＰ戦略」の特徴 

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 

「ＥＤＬＰ戦略を支えたＥＤＬＣ」 

ＥＤＬＰ戦略 

何時でも低価格の魅力 

○ 基本的に全商品  

○ 長  期       

△ なし 

○ 通常価格=特売価格 

○ 少 数        

○ 負担小        

 ○ 小 

 △ 
Ｗａｌｍａｒｔ 

備  考 

常時特売価格 

全商品  

年間 

ﾚｲﾝ･ﾁｹｯﾄ（品切れ補償）  

特売価格・価格保証 

ﾒｰｶｰとのＣＰＦＲ 

発注サイクル・陳列等標準化 

 ＥＤＬＣ 

 △ 
コラボレーション 

項 目 

顧客勧誘 

目玉商品数  

期 間     

品切れ 

価格設定 

本部バイヤー 

店舗の作業 

 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ･ｺｽﾄ 

 固定客化 
主導権 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 
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店舗 

売上分析 

部門 

作業単位 

売上 

構成比 

短いサイクルでの作業 週間単位での作業 ４週サイクルでの作業 

10% 30% 40% 20% 

毎日売れる 

5000ｱｲﾃﾑ 

毎週売れる 

15000ｱｲﾃﾑ 

毎月売れる 

20000ｱｲﾃﾑ 

月間一個未満 

10000ｱｲﾃﾑ 

10% 30% 40% 20% 

毎日売れる 

100ｱｲﾃﾑ 

毎週売れる 

300ｱｲﾃﾑ 

毎月売れる 

400ｱｲﾃﾑ 

月間一個未満 

200ｱｲﾃﾑ 

約 60～70% 約 10% 約 20% 
数 

％ 

フェース数＆在庫数増加対策 品目の改廃 フェース数調整対策 対策作業 

作業サイクル 

③ 徹底した作業の標準化とは・・・？ 
 

   ウォルマートの3000坪で5万アイテムを扱うディスカウントストア・フォ 

  ーマットにおいては 

       ① 5万ｱｲﾃﾑの内、毎日売れるｱｲﾃﾑは上位10%の5000ｱｲﾃﾑ 

       ② 毎週一個以上売れるｱｲﾃﾑは、毎日売れるｱｲﾃﾑを含んで上位40％の 

          20,000ｱｲﾃﾑ 

       ③ 毎月一個以上売れるｱｲﾃﾑは、毎週売れるｱｲﾃﾑを含んで上位80%の 

         40,000ｱｲﾃﾑ 

       ④ 最下位の10,000ｱｲﾃﾑは月一個か、それ未満の売れ数 

  という分析があったそうである。 

  それをもとに下記の単品管理の作業プロセスを作り上げた。 

    ① 最上位5000ｱｲﾃﾑ（約100ｱｲﾃﾑ／各部門）に関しては毎日売場で発注管理、 

         棚の陳列管理、在庫数の確認、フェース数の増の検討を実施 

      ② ①を除き、週間で一個売れている15,000ｱｲﾃﾑ（約300ｱｲﾃﾑ／各部門）は 

         週間単位の作業サイクルを設定する 

      ③ ①、②を除き、毎月一個売れる20,000ｱｲﾃﾑ（約400ｱｲﾃﾑ／各部門）は、 

         月一回の作業サイクルを設定する 

      ④ 月一個未満の最下位の10,000ｱｲﾃﾑ（約200ｱｲﾃﾑ／各部門）は、品目改廃、 

         フェース数の調整、カテゴリーの再検討、ユニットの再検討を実施する。 

出典･参考：「利益経営の技術と精神」（商業界） 

徹底した店舗の作業の標準化 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 
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① ＦＳＰの低価格戦略とは・・？ 
 

 

   １９００年代の初め、ウォルマートの「ＥＤＬＰ戦略」や全国チェーンの低 

  価格攻勢の中で、米国の地域の中小スーパーがそれらに対抗するために生み出 

  したのが「ＦＳＰ戦略」であり、これ自体も低価格戦略の一面を有するのである。 

  即ち、企業の売上・利益の７５％以上の貢献をしてくれている上位３０％の優 

  良顧客のみに低価格を提供していこうというものである。 

      ①「ハイロー戦略」の高コスト・オペレーションから脱皮 

      ② 識別した上位顧客にのみ、限定された商品をディスカウントする 

      ③ 会員限定・アイテム限定・期間限定の「ＥＤＬＰ戦略」である 

      ④ 基本的に優良顧客とはＤＭやＫＩＯＳＫによるクーポン発行等による 

        パーソナル･コミュニケーションをとる （ステルス・マーケティング） 

  因みにＦＳＰ会員への勧誘には低価格戦略が盛り込まれている。 

    「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ドンドン大きくなって 

       行く事を確認して下さい」（ユークロップス） 

      「我々は上位３０％に入らない顧客には何もするつもりはありません」 

        （ドロシーレーン・マーケット） 

③ 「ＦＳＰの低価格戦略」 

項  目 

顧客勧誘 

目玉商品 

期 間 

品切れ 

価格設定  

   本部バイヤー     

   店舗の作業    

 オペレーションコスト  

固定客化 

主導権 

ＦＳＰ戦略 

ＦＳＰの仕組み 

△ 限定 

△ 中期 

△ なし  

△  

   △      

   △      

 △   

○ 
小売業/メーカー協業 

ＦＳＰ戦略 

ＦＳＰ・プログラム 

100~1000アイテム 

１~３ケ月・６ケ月 

品切れ時代替品orクーポン  

ランク別特別価格orクーポン 

比較的少数 

販促・分析・企画・ﾒｰｶｰとの連携 

     チラシによるセールなし      

木目細かな作業計画可 

店舗でｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ小 

◎ 
小売業/メーカー協業 

② 米国の多重価格及び低価格プロモーション 
 

   米国に於けるＦＳＰ会員にたいする特典は会員価格であり、中には会員・ 

  非会員の価格表示のみならず、会員別、又はその日の購買金額別に設定し、 

  「沢山買えば沢山値引ますよ（ＭＶＰカード）」・・・といったものが多い。 

  左の写真のように「クレージープライス」といった思い切った価格表示や、 

  “Buy One、Get Two Free!”「１個購入したらもう１個は無料です」 

  と言った形を変えた低価格による販売方法が売場で展開される。 

  数品目についての「クレージープライス」商品をチラシ等で告知する事で、低 

  価格を訴え、顧客を店舗に勧誘するのである。 

  ウォルマートの「ＥＤＬＰ戦略」に対して、たった数品目であっても「安い」 

  といったイメージを訴求でき、場合によってはウォルマートは全てが安いわ 

  けではないといった消費者へのネガチブ・キャンペーンともなる。 

  短期間の覚悟の上での出血値引によるゲリラ戦術ともいえよう。 

  

「ＦＳＰ戦略」 

ＦＳＰ実施企業の低価格訴求 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 
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③ ポイントによる低価格のあいまい化戦術 
 

 

   過去からの伝統的な経済学では人間の購買行動を科学的・合理的である事を 

  前提に、「商品を比較・吟味して１円でも安い商品を購入しようとする判断が 

  働く」としてきた。しかしながら最近の「行動経済学」では、人間の購買行動 

  は「気まぐれで感情的に、非合理な判断もしてしまう」といった現実の我々の行動 

  に焦点を当てているそうである。 

  私の同僚でも「マイレージがつくから・」、「ポイントがつくから」と言った 

  理由で出張先のホテルや航空会社を選ぶ。そこには価格や時間帯やサービスと 

  かいった要素が入らない、低価格競争とは別の次元が現出する。 

  筆者は最近ＰＣを買い換えたが、散々迷って１２万円のものを選択した。する 

  と係員は無線ＬＡＮのモデムとウィルスチェックソフトのセットにする事で更 

  に値引く事ができるとの事で購入価格は１１万円以下に下がった。 

  その契約に変更していると別の店員（メーカー派遣？）が高速のインターネッ 

  ト接続の契約を薦めて来たのである。このPCは仕事上インターネットにつなが 

  ないと告げても、半年間無料で１ケ月以降に解約すればいいので、今契約すれ 

  ばＰＣを１万円値引く事が可能との事であった。早速契約をやり直すと１０万 

  円を切る金額になった。５年間保証及び支払がクレジットだとポイントは数％ 

  下がるとの事で現金で購入。結果的に約１万ポイントを考慮すると９万円 

  チョットで１０数万のＰＣ＋αをGetしたことになる。目的としたPC本体の価 

  格が混沌となり、ポイントを絡めた低価格のあいまい化を実感させられる出来 

  事であった。 

 

  

●チラシ表示 
「298,000円、更に 

 お安くします」 

10%＋7% ﾎﾟｲﾝﾄ提供 

●店頭表示 

「258,000円、更に 

 お安くします」 

17% ﾎﾟｲﾝﾄ提供 

●実 売 
「215,000円で・・・」 

 

17% ﾎﾟｲﾝﾄ提供 

実質 

247,340円 

実質 

214,140円 

（ﾁﾗｼ比15%安） 

実質 

178,450円 

（ﾁﾗｼ比28%

安） 

ソニー３２型液晶テレビ 

「ブラビア」（KDL-32V1000） 

●チラシ表示 
「472,600円、 

 更にお安くします」 

10%  ﾎﾟｲﾝﾄ提供 

●店頭表示 

「398,000円」 

 

20% ﾎﾟｲﾝﾄ提供 

●実 売 
「現金化ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞの 

 お支払いなら」 

22% ﾎﾟｲﾝﾄ提供 

実質 

425,340円 

実質 

318,400円 

（ﾁﾗｼ比25%安） 

実質 

310,440円 

（ﾁﾗｼ比27%安） 

松下４２型プラズマテレビ 

「ビエラ」（TH-42PX500） 

参考･引用「読売新聞｣2005･12･22 

【例】ポイントによる低価格のあいまい化・値引率と還元率の考察 

   １０万円の液晶ＴＶを２０％ポイント還元で購入すると２万円分のポイント 

  がつく。１０万円のＴＶと将来購入する２万円分の商品をあわせて、１２万円 

  分の商品を１０万円で購入した事になり、値引率は16.7%となる。 

  もし、１０万円の商品を16.7%値引くと８万３３００円となる。 

  切れよく１７％の値引の８万３０００円と、１０万円でポイント２０%といわ 

  れたら多くの人はポイントの方を選ぶかもしれない。１７％よりも２０％の方 

  がお得感があるのかもしれない。 

  因みに還元されたポイントで後日ＰＣの場合はプリンターやデジカメ、薄型Ｔ 

  Ｖの場合にはＤＶＤレコーダーやＴＶ台等が購入の一部に充当される事が多く、 

  「呼び水効果」という事を考えると売る側の立場からしてポイントのほうがそ 

  の場限りで終わる値引よりも効果的であろう。 

家電量販店の低価格のあいまい化 

ポイント２０％還元と、値引１７％ 

の条件では、ポイントの方が得に 

思えるんですが・・・ 

第２章：「小売業３つの低価格戦略とその特徴」 
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④ ユークロップスに学ぶ低価格戦略： 
 

【電子クーポンの誕生】 
 

   ＦＳＰの先駆け企業としてその代表はユークロップスであろう。バージニ 

  ア州・リッチモンドを拠点に２５店舗を展開する地方中堅スーパーである。 

  １９８０年代後半に入り、同社もウォルマートや全国チェーンの進出による 

  低価格競争の脅威に晒されていた。１９８７年、シティーコープ社傘下のス 

  トアテック社のＦＳＰアプリケーションを試験導入し、半年後には「ＵＶＣ 

   カード」（Ukrop’s Valued Customer Card)と名付けたＦＳＰをスター 

  トさせた。ＦＳＰの多くのプログラムの中で同社が始めたのは「Instant 

  Saving」と称した電子クーポンであった。仕組みは左図の通りである。 

     ① メーカーがユークロップスに品目別の低価格プロモーションを提案 

     ② ユークロップスでは約１００品目を選び、競合店よりの低価格を設定 

     ③ 月１回、上位６０％のＵＶＣ会員にＤＭ「Great News」を郵送 

     ④ 会員が来店し、カードの裏面のバーコードをスキャン 

     ⑤ 該当商品をスキャンする事で会員ごとに自動値引処理を行う 

     ⑥ 一ヶ月間の販売データとクーポンデータ、手数料データをメーカーに送付 

  この仕組みは実績数値に基づくリベートを可能とし、ユークロップス、メー 

  カー、UVC会員の３社にとってメリットのある仕掛けであり、競合店対策 

  も可能とした。 

Ukrop`s Value Customer 

Electronic Coupons List 

①メーカーの提案 

②扱いアイテムの決定 

③Monthly Newsletter 

Internet 

④顧客ＩＤコードのスキャン ⑤スキャン時割引成立 

 1.27 

  .59 

 2.99 

- .50 

  .63 

  .67 

  .69 

 2.78 

-1.00 

 2.73 

-1.50 

 9.35 

10.00 

  .65 

 

BARBASOL BNS 

IMPERIAL MAR 

KRAFT MIRACLE WHIP 

ADV. REWARDS 

CHOC MILK 

MCC BROWN GRVY 

B-HEINZ SWT REL 

NABISCO FRTS WBITES 

ADV. REWARDS 

KRAFT CHEESE SNGLS 

ADV. REWARDS 

TAX .37 BAL 

CASH 

CHANGE 

** Pick n’Save *** 

THE LOW PRICE LEADER EVERY DAY 

Michael Smith 4631501880 

* Pick ‘n Save Customer * * 

You saved 3.00 today by using the 

Pick ‘n Save Rewards Card 

⑥販売実績情報 

 請求書（クーポン+手数料） 

Ukrop`s 
Valued Customer 

顧客ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

【ベビークラブの誕生】 
 

   更に電子クーポンは発展し，ＵＢＣ（Ukrops Baby Club)に発展した。 

  ０～２歳までの乳幼児を持つ会員は参加でき、パンパースやジョンソン＆ 

  ジョンソン等のベビー用品メーカーがスポンサーとなって、年４回、会員向 

  けの情報誌や製品情報が届けられる。ＵＢＣ会員はＵＢＣマークの付いたス 

  ポンサーの商品を電子クーポンの仕組みで低価格での購入が可能となるばか 

  りでなく、１００ﾄﾞﾙに買上金額累計が達した時には１０ﾄﾞﾙのキャッシュ 

  バックが受けられる特典がつく。その特典は勿論スポンサーであるメーカー 

  の負担となるが、ユークロップスの乳幼児のある顧客の組織化によって販売 

  の予測も精度の高いものとなり、従来のチラシ等に用いていた販促費をＵＢ 

  Ｃ会員に対して投入が可能となったのである。このようなサブクラブは他に 

  ワインクラブ、ペットクラブ、キッズクラブ、 等多く設立可能となり、メーカーと 

  の連携を密にして販売の増を狙える仕組みとなった。 

  勿論、ユークロップスにとっては地域の優良顧客に対する強力な低価格戦略 

  実現の仕組みになっている。 

Ukrop`s 

Valued Customer 

UBC News 
（４回／年） 

Gerber 
Jonson ＆ Jonson 

Beech-Nut 

Pampers 

Q-Tips 

Vaseline 

Snuggle 
Drypers Diaspers 

All laundry  

  etergent & Dove 

Ukrop`s Sponors （メーカー） 

“Baby Buck” 
$10／$100 

ＵＢＣ商品 

ユークロップスのＩｎｓｔａｎｔ Ｓａｖｉｎｇ（電子クーポン） 

ＵＢＣ （ユークロップス・ベビー・クラブ） 

クーポン表示 
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⑤ ドロシーレーンマーケットに学ぶ低価格戦略 
 

【ドロシーレーンの法則】 

   ＦＳＰで世界的に有名な米国のドロシーレーン・マーケットでは、ウォル 

  マートや全国チェーンの低価格競争に晒されながらも、独自の戦略を展開し 

  ている。スーパーマーケットは「価格が高い」といった風評やイメージに 

  よって多くの顧客を失いかねない危うさを有する。 

  ウォルマートのように全ての商品に対しての低価格はムリにしても、顧客の 

  値頃感に対してフィットした価格設定が求められてくる。 

  それが「ドロシーレーンの法則」といわれるものがある 

      ① １００品目中、１８％の商品を安くしたら８５％の顧客が「安い｣と思う 

      ② １００品目中、３０％の商品を安くしたら９５％の顧客が「安い」と思う 

      ③ １００品目中、４８％の商品を安くしたら殆どの顧客が「安い」と思う 

  といった商品の値段の引下げ率による「心理的な安さ｣を訴求する価格設定 

  を行うのである。即ち、チラシによる少数の特定商品の価格を大きく引き下 

  げるよりも、平均的に一定の割合の商品を少しづつ引き下げる方が顧客は安 

  いと感じるという。 

  そのための従業員の教育としては下記が実施される。 

    ① 品目別の売価設定のノウハウを徹底的に訓練する 

      ② ３ケ月に１回、品目ごとに実際の値入率を検証してみる 

      ③ 荒利率１２～１７％の商品と、２８～３２％の商品を計画的に混在させる 

 
【ステルス・マーケティング】 

   ドロシーレーン・マーケットに限らず、多くのＦＳＰ実施企業ではチラシ 

  に代えてＤＭ等によって優良顧客に特典を告知する。チラシだと直ぐに競合 

  店に追随されるだけでなく、大手小売業のチラシと並べて比較されると、自 

  店の商品が高いといった不利な情報発信をしてしまって余り良いことはない 

  ドロシーレーン･マーケットでは、優良顧客は絶対に他に流さないといった決 

  意の元で、ＤＭを効果的に利用している。競合相手の目に触れぬプロモー 

  ションであり、「ステルス・マーケティング」と称されている。 

  右の写真は上位会員向けに郵送される情報誌であるが、会員をランク付けし、 

  同一商品であっても上位優良顧客はFree（無料）となっている。優良顧客は 

  絶対に流出させないと言った同社の意気込みが現れていると言っても良いで 

  あろう。 

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。 

約１０００アイテムに会員価格実施：電子クーポン 

会員ランク別ＤＭ：右の上位顧客には無料クーポン 
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⑥ テスコ（英）に学ぶ低価格戦略 

   英国小売業で圧倒的Ｎｏ１企業であるテスコは、１９９５年以前までは「商 

  品を山積みせよ！安く売れ！」といった低価格を武器としたスーパーマーケット 

  であった。激化する低価格競争の限界を感じたテスコは同年に「テスコ・クララブ 

   カード」を発行し、ＦＳＰ（同社ではロイヤルティ・プログラム）をスタートさ 

  せ、現在ではウォルマートに対抗できる唯一の企業と称されるまでに成長した。 

 

【顧客の分析による低価格戦略】 
 

   クラブカードの１６００万人の会員をライフスタイルを中心に徹底的に分析し、 

  その購買行動を元に低価格戦略を打ち出している。その分析の中である店舗に 

  おける低価格にこだわる顧客は１６％であり、他には健康志向やグルメ志向と 

  いった顧客の方が大勢を占めていた事が判明した。競合店対策で低価格商品に 

  拘り過ぎると他の層の顧客ニーズに対応できない事が判明したのである。 

  そこでテスコはＰＢ商品を低価格向け「Value」、NB品質で２，３割低価の 

  「TESCO」、高品質の「Finest」、健康志向の「オーガニック」、「ヘルシー 

   」等に分けて開発し、店舗ごとに顧客のニーズに合わせた品揃えを実現して 

  いる。更にバナナ等、価格に関係なく売れる商品も多い事が判明し、無駄な値 

  引やプロモーションを劇的に削減することで荒利率の向上を実現した。 

  バジェット、ボリューム、プレミアムの「松・竹・梅」という顧客の購買行動 

  に合わせた品揃えが同社の強みの源泉であろう。 
 

【低価格競争・低価格のイメージの醸成】 
 

   ある時期、消費者調査でテスコは価格が高いというイメージを持たれている 

  事が判明した。調査を進めたテスコでは低価格志向の顧客の意見が主なもので 

  あり、それらの顧客が頻繁に買物をする７０アイテム（キーアイテム）に関して 

  はライバル社に対して低価格ＰＢ「Value」で攻撃的な低価格の設定と大量陳 

  列、販促を実施し、低価格のイメージ作りに成功した。 

  まさに「最低のコストでプライスリーダーになる」といった戦略を推し進めたので 

  ある。更にホームページには「TESCO PRICE CHECK」（英国版価格ドッ 

  トコム？）を儲け、競合他店との詳細な商品の価格比較を行っている。 

  自社の商品の価格をも開示するわけで通常小売業では行われる事がなかった。 

  「（低価格商品のみを目的で来店する）チェリーピッカーの売上比は非常に少ない。 

    データがあれば価格開示してもリスクは少ないし、低価格のイメージを訴求できる。 

    それよりも店内の６％の商品で４０％以上の売上を占める事から商品アイテムを絞 

    り込んで顧客をひきつけることの方がコスト的に重要である」と主張する。 

 

 

高所得層 

中所得層 

低所得
層 

低価格志向 
（１６％） 

ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾅﾙ 
（１６％） 

主流客 
（２４％） 

便利志向 
（９％） 

健康志向 
（１７％） 

グルメ志向 
（１８％） 

（顧客構成比） 

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 

テスコの顧客分析とPB戦略 

競合他店との価格比較 

競合他店との価格比較（英国版価格ドットコム） 
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 【品揃えと低価格戦術の見直し】 
 

   テスコは１５部門、約４５０００アイテムの商品を見直しを行った。 

  その結果６％のアイテムが約４０％の売上を占める事が判明した。 

  これは前述ウォルマートでは１０％の５０００アイテムが売上の６０～７０％を 

  占めるといった事例に類似する。 

  テスコではこれらを主要商品に位置づけ、低価格志向とそれ以外の健康志向や、 

  グルメ志向と言った顧客との購買構成比の比較を実施した。その結果として左図 

  のように仮にバターという商品ラインを見てみよう。低価格志向の顧客はＮＢブ 

  ランドＡＢ，ＰＢブランどのFinestの購入も殆ど無く、Valueの構成比が高い。 

  主流客はNBブランドC、PBブランドのFinestの購入は無く、Tescoの構成比が高 

  い。従って低価格志向の顧客はNBブランドCとValueを競争に勝てる価格に設定 

  することで他のアイテムの価格を無理に下げる事はない。便利志向、主流客に対 

  してはTescoアイテムのクーポンを送ることでPB商品への誘導を図り、ムダな値 

  引を訴求する必要は無くなる。主流客は朝食でTescoのバターを用い、菓子・料 

  理作りでValueを使うかもしれない。低価格志向客は朝食にValueを用いるかもし 

  れない。顧客のライフスタイル、シーンから来るニーズを考えれば無駄な値引や 

  プロモーションは削減でき、テスコでは年間８００回以上行っていたプロモーシ 

  ョンを１３０回に、週単位で１２００アイテムの値引商品の設定を３００アイテ 

  ムに絞込み、数億ポンドの増益につなげている。 

  日本の場合、右図のようにデシルで３～５のグループにして検証すれば良い。 

  実データからはデシル１～３までの優良顧客と７～１０までの浮動客・チェリー 

  ピッカーの購買商品の比較から多くの示唆が得られるであろう。上位顧客への 

  会員価格の採用やチラシ商品の見直しで荒利率を向上させたユーザーも存在する 

               

 【徹底したコスト削減】 
 

      テスコの低価格戦略は上記の工夫の他に企業として徹底したローコスト・オペレー 

    ションの継続的実施にある。オペレーションの改革のためのキーワードは【Better, 

    Simple, Cheaper】が常に要求される。その改革のためには数値目標、方法等を 

    明確にしたスコアリング・ポイントが用いられ、従業員の採用も理数系の大学卒を 

    とって科学的なアプローチを行っている。 因みにチェックアウトのスピードを客当り 

    １秒短縮すれば、グループ全体で５０億円近い利益増となるとして、セルフレジの導 

    入を推進し、全世界で推計３千数百台も稼動している。 

    低価格戦争に勝ち抜くためにはローコスト・オペレーションの不断の努力が必要で 

    ある事をウォルマート同様にテスコも知悉している。 

      

 

第４章： 「マーチャンダイジングの一考察」 

商品別／客層別マトリックス 

日本での商品別／デシル別マトリックス 

低価格志向 健康志向 便利志向 主流客 グルメ客 ブランド／ＬＳ 

- ○ ○ ○ ○ ＮＢブランドＡ 

- - △ △ - ＮＢブランドＢ 

○ - - - - ＮＢブランドＣ 

- △ - - ◎ ＰＢ：Ｆｉｎｅｓｔ 

△ △ ◎ ◎ △ ＰＢ：Ｔｅｓｃｏ 

◎ - △ △ - ＰＢ：Ｖａｌｕｅ 

例；バター 

デシル１～２ デシル３～４ デシル５～６ デシル７～８ デシル９～ ブランド／ＬＳ 

- - - - - ＮＢブランドＡ 

- - - - - ＮＢブランドＢ 

- - - - - ＮＢブランドＣ 

- - - - - ＰＢブランド 

２-１４ 

テスコのローコスト・オペレーション 

セルフレジ 

カセット式陳列ケース 
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第３章 

「日本におけるＦＳＰによる低価格戦略最前線」 
（チラシの集客効果、超目玉の低価格戦術をどのように克服したか？) 

１） 「チラシに代わる顧客の来店頻度の向上策」  

   ① 月間イベントカレンダー 

   ② 曜日別プロモーション 

   ③ ポイント３倍、５倍のプロモーション 

   ④ 店内掲示板の利用・・・会員への情報提供 

   ⑤ 店内ハンドビラ 

   ⑥ ポイント券サービスデイ 

   ⑦ ご来店ゲーム（ＫＩＯＳＫ） 

   ⑧ お買物ビンゴゲーム 

   ⑨ 店長プレゼント 

   ⑩ 福引・現金還元セール 

   ⑪ 雨の日感謝シール  

   ⑫ 各種クーポン券 

   ⑬ ダイレクトメール 

   ⑭ お誕生日プレゼント 

   ⑮ 純水・マイナスイオン水 

   ⑯ 地域団体への寄付 

   ⑰ その他 来店促進のためのプログラム 

２）「日本のＦＳＰ実施企業における低価格戦略」 

   ① 会員価格 

   ② ショックプライス 

   ③ 特別ポイント加算商品 

   ④ 特別ポイントアップ （部門） 

   ⑤ クーポン券 （価格値引、購入割引） 

   ⑥ クーポン券 （ポイント付与） 

   ⑦ 中元・歳暮期のプロモーション 

   ⑧ ビックリ目玉商品  

   ⑨ その他プロモーション：インストア・プロモーションの強化 

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

日本ではＮＢメーカーが強く、価格設定やプロモーショ

ン等で主導権を握られています。 

そのため、小売企業は深刻な同質化競争の中での 

戦いを余儀なくされ、低価格戦略も長期的な差別化 

戦略とはなりにくい特質を持っています。 

チラシに代わって如何に顧客の来店頻度と売上を上

げるかがＦＳＰの最大の課題でしょう 
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① 月間イベントカレンダー 
 

   ＦＳＰ実施企業では月間のセール、イベントを月間カレンダーとして店内に 

  置いて自由に顧客が持帰る事ができるようにしている。「ハイロー戦略」の時 

  代であれば競合店にも筒抜けという事で絶対に許されなかった事であろう。 

  しかしながらＦＳＰの精神は顧客の立場に立って物事を考えることであり、決 

  して競合相手を見ながらビジネスを進めることではない。 

  例えば優良顧客が日曜日に冷凍食品を３割引で購入したとしよう。ところが火 

  曜日にきたら５割引をやっていた。その顧客の気持ちとしては「２０年来贔屓 

  にしてるのに何で火曜日の事を教えてくれなかったのよ」といった悔しさと不 

  信感を抱くであろう。事前に月間カレンダーで顧客にこのようなイベントを告 

  知する事で不利益を生じさせる事無く、気持ちよく来店してもらう事に目的が 

  ある。顧客も冷蔵庫等に貼ってポイント５倍の日には米やビール等の高額商品 

  を購入する事で多くのポイントを獲得しようと計画的購買を行うことになる。 

１） チラシに代わる顧客の来店頻度の向上策 
月間イベントカレンダー 

曜日別販促プロモーション 

【チラシに代わる集客効果】 

   「ハイロー戦略」のチラシの効果は記述したとおり「集客効果」と「売上増 

  効果」を狙うものである。ＦＳＰの実施に伴い、チラシに代わり、又はチラシ 

  を用いての「集客」が行われ、様々な工夫が編み出されているが、ＦＳＰ最前 

  線に於ける実態について考察してみよう。 

② 曜日別プロモーション 
 

   主婦の生活サイクルは週単位、即ち曜日を基準に回っていると言う。事実、 

  ゴミの日、習い事、スポーツサークル等曜日単位である事が多い。 

  そのため、店舗でも曜日別に鮮魚、精肉、青果等の部門単位でポイント５倍等 

  のキャンペーンを行うのである。主婦はその日の夕飯のメニューをスーパーの 

  店頭で決めるという割合が８０％以上と言うデータがある。「土曜日はお肉の 

  日・ポイント５倍」という販促は来店した主婦に説得力あるメッセージとなる。 

  地域のスーパーでは顧客は家族で土・日は家族で行楽か郊外のショッピングセ 

  ンターに流れる事を見越し、「金曜日中に週末のお買物を済ませましょう」と 

  買物金額に応じたポイントを提供するといったキャンペーンを行い､成果を上 

  げている 
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③ ポイント３倍、５倍のプロモーション 
 
 

   ＦＳＰでのポイントの３倍、５倍というプロモーションも集客効果が高い。 

  定期的に５・１５・２５と言った５の付く日や特定曜日に行うほかに、チラシ 

  と連動して不定期に実施するケースもある。 

  当日は店内、屋外にのぼりや垂れ幕、ポスター等を使って大々的に訴求する。 

  その効果の大きさからＬ社（大阪）では土日の午前中のみポイントを５倍とし 

  て、比較的来店客数の少ない時間帯に来店を誘導するような事も実施している。 

   

ポイント３倍・５倍プロモーション 

店内掲示板の利用 ④ 店内掲示板の利用・・・会員への情報提供 
 

 

   月間カレンダーでは大まかなセール、イベントの告知であり、詳細について 

  は店頭の大型掲示板を用いるケースが多い。週単位のプロモーションを具体的 

  に告知するのが目的であるが、通常チラシを出している企業ではチラシそのも 

  のを店頭に張り出すケースが多いが、Ａ社（山梨）では左の写真のように高齢 

  者向けに大型の掲示板を用いて告知している。 

  店には来たけれど、お買い得情報を見逃して後で後悔する消費者は意外と多い 

  そうである。顧客の立場に立った掲示板・ポスター・ポップの工夫がもっと求 

  められる。 

  現在では手作りであるが、今後はディジタル・サイネージ等を用いて、週単位 

  だけではなく、当日及び時間帯での情報提供がスムーズになる事が期待される 
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⑤ 店内ハンドビラ 
 
 

   会員顧客に対する週単位、又は２-３日単位のプロモーションの告知に「ハン 

  ドビラ」を用いる方が効果的であろう。 

  会員の売上高の比率が８０％～９０％になっているのに拘わらず、何故かコス 

  トの高い新聞の折込チラシを使うのか理解に苦しむケースが多い。 

  折角優良顧客の大部分が週に何度も来店してくれているのだから、チラシの代 

  わりに「ハンドビラ」を持帰って読んでもらえば良いのである。 

  新聞折込のチラシのように大判、カラー写真入りのようにコストはかけず、単 

  色のＡ４版、Ｂ５版の安い紙質のもので十分である。 

  当初はバスケットに入れても、顧客がなれるに従ってサッカー台の所から自分 

  で持帰り、配っていた時のように一人に何枚も行く事はなくなるという。 

   

店内ハンドビラ 

ポイント券サービスデー 

⑥ ポイント券サービスデー 
 

 

   ポイント制の場合、その多くが５００ポイント、１０００ポイントでそれぞ 

  れ５００円分、１０００円分のポイント券と称するクーポン券を発行する。 

  そのクーポン券で買物は勿論の事、景品交換やバス旅行、観劇といった特典を 

  付与するケースが多い。その中でも人気があるのが定期的にポイント券が割り 

  増しで使えるプロモーションである。 

  左図のようにＩ社（東京）では日時を限定して５００ポイント券は１０％アッ 

  プの５５０円分の買物に充当できる。割引ではなく、割増のほうが何か得をし 

  たような感覚になるようで人気が高いと言う。 

  Ａ社（山梨）でも年末に１０００ポイント券を過去には５０％アップの１５０ 

  ０円の買物に使えるプロモーションを行っていたが、客数、売上共に２倍以上 

  となり、混雑から後年２０％アップに改定したがそれでも同様の事が起きてい 

  るそうである。 
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⑦ ご来店ゲーム （ＫＩＯＳＫ） 
 
 

   主婦にとってのスーパーマーケットに買物に行く行為は主婦の日常のビジネ 

  スであり、献立や商品の価格、選択等に悩む余り楽しいものではないと言う。 

  それら主婦だけでなく、子供、高齢者の区別無く喜んでもらえているのが「ご 

  来店ゲーム」である。ＦＳＰのカードを１日１回限りでＫＩＯＳＫでスキャン 

  するとルーレットやアミダクジのゲームでポイントが獲得できるのである。 

  １０ポイント獲得して大喜びしたり、１ポイントでがっかりして、又明日頑張 

  ろうと誓ったりする風景が繰り広げられる。 

  子供にとっても人気があり、買物に行く時には迷わず来店という事になる。 

  勿論、顧客ランク別にポイントを出す事も、特定日に多くのポイントを出す事 

  もプログラムで自在にでき、顧客の関心を常時ひきつけておく事が可能となる 

   

ご来店ゲーム 

お買物ビンゴゲーム ⑧ お買物ビンゴゲーム 
 

   会員の来店を促すためのエンターテイメントとして「ビンゴゲーム」がある。 

  通常用紙には５×５の日付が予め印刷されており、来店して一定金額以上（１ 

  ０００円）のお客にはその日付に印を押す。来店頻度が多ければ多いほどビン 

  ゴの列が完成する確率が上がり、中には毎日来店する会員も出るほどである。 

  １回あたりの購入金額の設定で客単価は上がり、月末に近くなるにつれてビン 

  ゴ成立の列が増えることで売上金額も上昇傾向を示す。 

  縦・横・斜めの列の数によってポイント、乃至は割引クーポン券等の獲得が増 

  え続ける仕組みである。月の途中に「ラッキーデイ」なるものを設け、その日 

  に来店･購入した会員顧客にはボーナスとして好きな枠にもう１個印を押す救 

  済策を施し、会員のモチベーションを上げる工夫を凝らす場合もある。 

  運・不運が左右する福引とは異なり、自らの行動・努力で多くのポイントを 

  ゲットできる部分が主婦の支持を受けている。 
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安心と信頼の店 

Ａコープ白根店 

営業時間  AM 9:30-PM 9:00 

0001-0008              98年12月13日 

ﾀﾝﾄｳ  ；  ｶﾈﾏﾙト 

番号  ；  661000268 

､0052     ﾕｷ  ｷﾞﾕｳﾆｳ１L        １８８ 

､0098      ﾀﾏｺﾞ L                      １００ 

､0073     ﾎﾀﾃｸﾝｾｲ                  １８８ 

､0031     ﾏﾀﾞｺ （ｼｮｳ）               ３８５ 

､0033     ｷﾞﾝｻｹｱﾏｼﾞｵ3          ３９８ 

､0012     ﾗｯｶｾｲ                       ４８０ 

､0033     ﾆｶﾞｲ 70                １、９８０ 

､0011     ｼｲﾀｹﾊﾟｯｸ                  ２９６ 

           （2個  ×  単148） 

小  計                              ￥４、０１５ 

課税計          ４、０１５ 

外  税  ５％                               ２０１ 

     ８点／ 合  計      ￥４、２１６ 
  

現  金                               ￥４、３００ 

釣  銭                                       ￥８４ 

 

2013     0136                        4:42PM 

⑩ 福引・現金還元セール 
 

  小売業の定番である「福引」やワクワク・ドキドキ感をプラスしたのが不定期に実 

 施する「現金還元セール」がある。 

 キャンペーン期間中、レシート番号やコンピューターのランダムな抽選プログラムを用い、 

 当選者に景品を提供したり、お買上げ金額がロハになって、支払った現金がソックリ戻っ 

 てくると言うイベントである。 

 現金還元セールも１００人に１人といった条件設定をした場合、費用としては売上金額の 

 １％相当であり、インパクトのあるプログラムの割には販促経費としての支出は低く、商 

 品の原価で考えればさら に低くなる計算となる。 

 実際に店頭ではいきなり数千円の購入客が当って喜ぶ一方で、その店のスタッフの顔が妙 

 に引きつったり、折角当ったのに４００円の購入金額で複雑な顔をする会員顧客が出たり 

 して悲喜こもごもで盛り上がる。 

 ポイント１０％還元をやるよりは効果・効率とも良くなるであろう。 

 右図はA社（山梨）でレシートの取引番号の３桁での仕組みであり、発表は翌日移行で会 

 員は再来店を余儀なくされる仕掛けとなっている。 

Ａ社（山梨） 

福引・現金還元セール 

⑨ 店長プレゼント 
 
 

   Ｉ社（大阪）では優良会員の育成・囲い込み手段として「店長プレゼント」 

  を実施している。その店舗で月間購買金額が４万円とか５万円に達した優良会 

  員に対して、季節の果物や地方の名産品をプレゼントするのである。 

  翌月月初に会員番号が掲示され、該当する会員に対して店長が直接お礼の言葉 

  とともにプレゼントを手渡すのである。 

  勿論レシートにもポイント累計の他にその月のお買上累計金額が表示される。 

  （ＮＣＲ実用新案） 

  月末に近づくにつれて、会員は目標金額達成のために翌月分の買物を前倒しし 

  てでも来店して買物をするという。 

   

   

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） 
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⑪ 雨の日感謝シール 
 

  雨の日など客足は落ちるため、足元の悪い中来店してくれた会員顧客に感謝を 

 形にしたのが「雨の日感謝シール」である。 

 雨の日に来店した会員に渡し、翌日以降来店した時に購入した商品に貼る事によ 

 って該当商品に値引やポイントが付けられるのである。 

 顧客にとって後日の買物で自分の好きな商品の上に貼るだけで値引やポイントの 

 特典を得られる痛快さがあり、特に値引の場合には価格の高い商品に貼ってしま 

 う傾向があるという。 

 １００円の商品で１０円の値引、１０００円の商品で１００円の値引、その差額 

 ９０円の値引の方がお得感が強いと感じるのであろうか？ 

 スーパー側の術中にはまっているともいえる。 

雨の日感謝シール 

M社（山梨） 

各種クーポン券 

 

 

 

⑫ 各種クーポン券 
 

  ＦＳＰの最大の強みとして顧客特性を分析する事でその顧客に合わせたクーポ 

 ン券を提供できることであろう。 

 優良顧客に対しては月、半期、年間のお買上ランク別にお買物クーポンの発行も 

 でき、顧客の日常の買物特性の合わせた商品の値引クーポンの発行も可能となる 

 来店を促進するクーポンとしては部門単位の値引クーポンや全店での買上金額に 

 対する割引クーポンが有効となる。 

 チラシに代えて顧客ターゲットを絞り込んだダイレクトメールのほうが効率の良 

 い事はメーカーも熟知しており、クーポンＤＭを協働で作成、送付する事も一般 

 化しつつある。 

 その他クーポン発行も顧客のセグメンテーションに合わせてＫＩＯＳＫやレシー 

 トで行う方法も定着しつつある。 

 効果的なクーポン券は来店を促す手段としても認知されてきた。 

 

C社（秋田） Ｓ社（栃木） 

Ｙ社（東京） 
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⑬ ダイレクトメール 
 

   ＦＳＰの顧客の買上情報を分析する事でライフスタイル、嗜好、購買行動等 

  がある程度見えてくる。チラシのように不特定多数の消費者を相手にする場合 

  総花的に焦点のぼけたメッセージになりやすいが、ＦＳＰ会員に対してはター 

  ゲットを絞り込んだアプローチ（提案）が可能となる。 

  全体的なセールも優良顧客へのＤＭの反応率は想像以上に高いものがある。 

  又、商品カテゴリーで例えば日本酒のキャンペーンにしても、過去のデータの 

  中からＤＭ送付先を絞り込む事でリスポンスの高いプロモーションが実現でき 

  る。更に通常の食用油から健康オイルへのカテゴリースィッチや、新製品の紹 

  介、口紅を購入した会員へのファンデーションのクーポン送付による関連販売 

  追加販売等のプロモーション等、多くの場面で効果的に利用可能となる。 

  特に多くの商品はごく一部のヘビーユーザーによって購入されている事につい 

  てはメーカーも認識しつつあり、効果の見えないチラシに代わり、メーカーと 

  連携したＤＭによる来店購買のプロモーションが増えている。 

ダイレクトメール 

誕生日プレゼント 

 

 

 

⑭ 誕生日プレゼント 
 

   スーパーの来店客の大部分が女性であり、主婦が多い。その主婦の誕生日を 

  忘れている世の亭主は非常に多いと思われる。 

  カード申込時に記入してもらった誕生日を活かさない手は無く、幾つかの企業 

  では誕生日にあわせてＤＭでお祝いとプレゼントの提供をオファーする。 

  主婦のビジネスとして通っている店からこのようなお祝いをされる事によって 

  店に対する親近感、ロイヤルティは高まるであろう。 

  ＤＭ以外では店頭のＫＩＯＳＫでカードをスキャンしたと同時に誕生祝いのメ 

  ッセージと共にハッピーバースディの音楽が鳴り、プレゼントの引換券が発行 

  されると言った仕組みを設けている企業もある。 

  カウンターでお誕生日カードとクッキー程度のものが店員より「おめでとうご 

  ざいます」の言葉と一緒に手渡されるのがミソである。 

  他にポイントを進呈と言うやり方を取っているケースもある。 

  因みにＳ百貨店では誕生月であれば、店舗で１０００円以上の買物のたびに何 

  度でも２００ポイントＧｅｔできる仕組みが動いている。 

Ｏ社（山梨） 

Ｓ社（栃木） Ａ社（愛知） 
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⑮ 純水・マイナスイオン水 
 

   健康志向、グルメ志向によって何時しか日本でもペットボトルの水が商品と 

  して販売されるようになってきた。その流れの中で１０数年前からスーパーに 

  顧客誘因の手段として登場したのが純水・マイナスイオン水である。 

  容器はポイントとの交換か、会員価格で専用の物を購入、来店して機械にポイ 

  ントカードを挿入する事で純水・マイナスイオン水が出てくるのである。 

  利用者はこの水で入れたコーヒー・紅茶、そして米や料理は水道水とは比べ物 

  にならないと言った理由で来店し、生活の中で何時しか習慣化してしまった。 

  ＦＳＰ会員のみの特典として来店効果が高く、ランニング費用も人手が掛から 

  ず、低コストであるのが魅力である。 

純水・マイナスイオン水 

Ａ社（山梨） 
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⑮ 地域団体への寄付 
 

   １９９０年代以降世界ではＣＳＲ（企業の社会的責任）について議論が盛り 

  上がってきている。企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与え 

  る影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー（利害関係者：消費者、投資 

  家等、及び社会全体）からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。  

  即ち地域の企業として経済活動についての説明責任があり、地域住民の信頼を 

  勝ち得ないと持続的な経営が難しくなってきている。 

  Ａ社（山梨）では１０数年前より会員の買上金額の0.5%を積み上げ、希望す 

  る地域の団体、具体的には小学校、保育園、婦人会、少年野球チーム等に寄付 

  し、その活動を支援してきた。年間2百数十万円にものぼるが、会員も自分た 

  ちの日常の買物が地域のそれら団体の円滑な運営に繋がるという事で積極的に 

  協力（会員加入・購買）する。 

  カナダにおいてもＩＧＡ社は「学校にパソコンを送ろう」と言うキャンペーン 

  を行っていた。又、英国のテスコも同様のプログラムの他に日本のベルマーク 

  に似た仕組みで学校の備品充実に協力をしているし、更に地域の少年・少女の 

  サッカーチームに無償でコーチを派遣するプログラムも展開している。 

   地域の人々とのコミュニティ活動を行う事によって心理的距離感は埋められ 

  る効果が大であろう。 

 

純水・マイナスイオン水 

Ｓ社（山梨） 

ＩＧＡ社（カナダ） 

テスコ社（英） 

３-０８ 
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お茶の接待 

Ａ社（山梨） 

 

 

 

⑯ その他来店促進のためのプログラム 

  ＊ お茶の接待 （開店前のお茶の接待） 

  ＊ ボーナスポイント （当日・月間・半期） 

  ＊ 還元率アップ （前月度の買上実績で翌月の還元率アップ） 

  ＊ 離反客用ＤＭ （特典・アンケート） 

  ＊ タウンメール 

  ＊ 各種ポイント特典 （観劇・旅行・景品・イベント・他） 

  ＊ キャッシュバック  

  ＊ 中元・歳暮 

  ＊ 各種イベント 

  ＊ 景品交換 

  ＊ エコポイント 

  ＊ その他  プログラム  

第３章：「日本におけるＦＳＰによる低価格戦略最前線」 

Ｌ社（大阪） 

ボーナスポイント 

Ｙ社（東京） 

景品交換 イベント 

Ｓ社（山梨） 

キャッシュバック 

エコバック＆エコポイント 

Ｉ社（東京） 
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２） 日本のＦＳＰ実施企業における低価格戦略 

【基本的な考え方】 

   「ハイロー戦略」では顔の見えない消費者全てを対象とするため価値の訴求は 

  価格価値、即ち超目玉商品をチラシに掲載しての低価格に偏ってきた。 

  それに対してＦＳＰ戦略ではユークロップスやテスコで学んだ如く、全ての顧客 

  が低価格のみを求めているわけではなく、健康志向、グルメ志向、便利志向等の 

  価格以外の価値を求めている顧客対応を目指す。それら個々の顧客の潜在化する 

  ニーズの掘り起こしをしつつ、競合他店の「ハイロー」、「ＥＤＬＰ」の低価格 

  攻勢に対抗する仕組みを如何に工夫するか・・各企業の知恵の戦いを考察しよう。 

 

① 会員（特別）価格 
 

   ＦＳＰで最も即効性があり、効果的なものは会員（特別）価格であろう。 

  一定期間（週・月）２００～１０００アイテムの商品を会員向けの特別低価格 

  を設定し、提供する方法である。プライスカードには通常価格と会員価格を表 

  示すが後者の数字が目立つようになっている。会員価格はＰＯＳで登録時に自 

  動値引処理される。これにより非会員は特典を得ようと会員に申し込む率が高 

  くなるといわれる。会員価格は通常価格に対して当初は３０％以上の値引が適 

  用されてきたが、現在では１５～２０％でも十分訴求効果があるとされている。 

 

② ショックプライス 
 

   特定アイテムを、特定期間、出血値引価格で提供するＦＳＰ版の「ＥＤＬＰ」 

  戦略である。約数十から１００アイテム程度を特別低価格で設定し、数ヶ月間 

  会員のみに対して販売する。例えば仕入れ価格１５０円程度の白砂糖１Ｋｇを 

  ８９円にして販売するのであるが、ある店舗では１日に１００個、ポイント５ 

  倍日には２００個とコンスタントに出るため、出血値引は計画し、コントロー 

  ルされているという。勿論チラシは出していないのでチェリーピッカーの跳梁 

  はなく、会員は砂糖購入のためにチラシを見る事無く、安心してこの店舗で購 

  入してくれるという。又、Ａ社（山梨）ではさらに大根・キャベツ等の野菜５ 

  品目については１９８円以下での販売を会員に宣言し、野菜価格高騰の折にも 

  その約束を守った。売り手の都合ではなく、お客様の値頃感に合わせて価格を 

  設定すべきとのトップの考え方が反映している。チラシを止めての計画的出血 

  値引であるが、ショックプライス商品全体の荒利額は年間数百万円確保してい 

  る。 

   

 

会員特別価格 

ショックプライス 

Ｉ社（大阪） 

Ｍ社（埼玉） 

Ｍ社（福岡） Ｙ社（東京） 

Ｍ社（静岡） 

Ａ社（山梨） 

３-１１ 
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特別ポイント加算商品 

特別ポイントアップ（部門） 

第３章：「日本におけるＦＳＰによる低価格戦略最前線」 

 

③ 特別ポイント加算商品 
 

   家電量販店のように直接的な値引ではなく、購入時に商品に特別ポイントを 

  付与するやりかたである。低価格をあいまいにするだけでなく、後の購買の呼 

  び水効果となる。価格よりもポイントに反応する商品群がある。高額商品では 

  ビール・発泡酒、米等の購入時、価格よりも１００，２００ポイント進呈の方 

  が反応が良く、低額商品では納豆、豆腐と言った日配系の商品が良いとされる。 

  因みにＹ社（東京）ではＡ社の通常価格１００円の納豆を９０円にしても販売 

  数量は１５％程度のアップに過ぎないが、価格を９８円にして１０ポイント付 

  与すると、販売数量は倍増すると言う。ポイント還元率0.5%の場合、２０００ 

  円の買物で１０ポイントの獲得であり、納豆１個の獲得ポイントはそれに匹敵 

  するという事で1人複数個購入する傾向があるという。 

 

 

 

 

④ 特別ポイントアップ（部門） 
 

   購入金額に対して３倍、５倍とするよりも、部門ごとに曜日を決めてポイント 

  アップしたほうが良い場合がある。一版食品の殆どがＮＢ商品という事で消費者 

  も価格の比較が容易であるが、青果、精肉、鮮魚、惣菜等の商品は見た目での判 

  断であり、価格の高い安いは容易に分からないのである。 

  例えば左図の４００円の寿司を１０％の値引きとポイント１０倍という２つの販 

  促を考えてみよう。前者は４０円の値引、後者は還元率0.5%として２０円分のポ 

  イント付与となる。 

  このような商品については値引（マイナス）よりもポイントの加算（プラス）の 

  訴求の方が効果的といえよう。 

  冷静に部門の商品単価を考えると大した数値にはならないが、それぞれの部門が 

  特売と言った売場の賑わいを演出し、ポイント５倍、１０倍といった景気の良い 

  数字が活気をもたらすのかもしれない。 

   

 

Ｙ社（東京） 

Ｏ社（東京） 

Ｎ社（広島） 
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⑤ クーポン券（価格値引・購入割引） 
 

   会員の購買履歴の分析の中からその会員が何時も購入するものについては値引 

  が有効な事も多い。特に入学・入園、出産・育児の時期等ではものいりで家計か 

  ら現金が多く流出する。その場合にはポイントよりも値引クーポンが歓迎されよ 

  う。優良会員ほどクーポンの利用率が高いと言った傾向もあり、「報いるべき顧 

   客に報いる」（ブライアン・ウルフ）の言葉通り、上位顧客に特典を傾斜させ 

  てより多く購入してもらうやり方が効果的であろう。 

  Ｉ社ではランク別に割引率を設定し、上位会員になるほど割引率は高くなる。 

  クーポンはＤＭ、店頭のＫＩＯＳＫ、ＰＯＳレシート、ＰＣ、携帯等の媒体を用 

  いて、個々の会員に付与する。 

   

 

 

 

 

 

 

⑥ クーポン券（ポイント付与） 
 

   値引の代わりにポイントを付与するクーポン券である。 

  会員の分析によってセグメント（分類）し、各々のグループに対してメーカーと 

  連携してクーポンを送付するやり方が取られる。 

  クーポンは同様にＤＭ、店頭のＫＩＯＳＫ、ＰＯＳレシート、ＰＣ、携帯等の 

  媒体が用いられる。   

 

クーポン券（価格値引・購入割引） 

Ｉ社（大阪） 

Ｓ社（栃木） 

Ｏ社（山梨） 

クーポン券（ポイント付与） 

Ｓ社（山梨） 

Ｙ社（東京）、Ｉ社（大阪）、他 

Ｓ社（山梨） 

第３章：「日本におけるＦＳＰによる低価格戦略最前線」 
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⑦ 中元・歳暮期のプロモーション 
 

   スーパーマーケットでも近隣の顧客のニーズに応えて中元・歳暮の取扱いを 

  する企業も増えてきた。だんだん商戦が時期的に前倒し傾向にあり、早期受注 

  による値引・割引競争も激しくなってきた。単純な割引ではなく、ポイントで 

  プロモーションを行うのも一つの手であろう。 

   

 

 

 

 

⑧ ビックリ目玉商品  
 

   ＦＳＰの実施によってチラシの廃止・削減によって販促費や出血値引は削減 

  できるが、逆にそこで浮いた経費を「ビックリ目玉商品」に投入するのである。 

  具体的には何の告知もせずに、店内の目立つ場所に出血目玉商品を山積みする 

  のである。当日来店した会員はビックリして購入し、「今日は運が良かった」 

  と大満足して帰るのである。告知された特典よりも思いがけない特典を提供さ 

  れる方が喜びも感動も大きい。丁度道端で５００円硬貨を拾ったイメージか？ 

  例えばＯ社（東京）では左の参考写真のように、カップヌードルを山積みし、 

  出血値引価格で終日販売を継続するのである。勿論お一人様６個等の制限を設 

  けるが、その低価格にビックリすると同時に他の顧客と競って購入行動に走り 

  売場は活気付くのである。このような興奮する体験をした会員は、後日又何か 

  このような事をやっているのでは・？といった期待を持つ。と同時に、人間得 

  したことよりも損をする事の方が嫌いだそうである。店に行かないと何か損を 

  した気持ちになって、顧客の来店を促進すると言う。 

  丁度「ご来店ゲーム」同様にポイントをｇｅｔして得をしたというよりも、店 

  に行かないという事はポイントを獲得するチャンスをムザムザ諦めるという事 

  であり、損した気分になるのである。 

  「ビックリ目玉商品」はショックプライスの一日版であり、時々やる事に意味 

  がある。 

   

 

中元・歳暮期のプロモーション 

Ｉ社（大阪） Ｙ社（東京 

イメージ写真 

第３章：「日本におけるＦＳＰによる低価格戦略最前線」 
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⑨ その他プロモーション：インストア・プロモーションの強化 

  

  日本のＦＳＰは基本的に会員価格やポイントのプログラムによって会員の来店 

 を促すと同時に購買行動を促進する。効率・効果の評価しにくいチラシに代わっ 

 て来店した顧客に対するプロモーション、即ち、「インストアプロモーション」がよ 

 り重要となってくる。 

 ポスターやＰＯＰ、のぼり、ＫＩＯＳＫ等によって来店した顧客に対して的確に 

 情報を伝える努力が求められる。 

 忙しい主婦の立場に立った、短時間でお得な買物をしていただくための工夫が必 

 要なのである。 

 よくレジの所にチラシが貼ってあって精算中の顧客がそれを見て、登録途中にも 

 拘わらず、中断して売場に戻って商品を取ってくる場面に良く出くわす。後ろに 

 並んだ顧客に恐縮しながら走って買物をする顧客を見るにつけ、店側の告知の努 

 力不足と不親切な対応に怒りすら覚える。 

 

 Ａ社（山梨）では前日のＴＶの料理番組や当日の「花丸マーケット｣等の番組で 

 紹介された商品は、売場パートの方々がほぼリアルタイムでＰＯＰを作成し、 

 売場の該当商品のところに掲示して、顧客へのきめ細かな情報提供を行っている 

  更に左の写真の店内ポスターもパートの方々の作成であり、主婦の目線での情 

 報提供を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員価格とポイント２倍のあわせ技 

会員特別価格のポスター 

第３章：「日本におけるＦＳＰによる低価格戦略最前線」 

特別ポイント付与のポスター 

会員特別割引 

野菜価格の凍結宣言 

ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸとﾎﾟｲﾝﾄ１０倍のあわせ技 

会員特別価格商品の店頭展示 

納豆ﾎﾟｲﾝﾄ１０ポイント 

鮮魚 

ポイント５倍 

店内ポスター 
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第４章 

「マーチャンダイジングの一考察」 
（低価格競争の中での利益の確保策は・・・？) 

１）「マーチャンダイジングの一考察」  

   ① プライスゾーンの一考察 

   ② テスコ（英）のＰＢ戦略の一考察 

   ③ マクドナルドの低価格戦略の一考察 

   ④ マーチャンダイジング・ミックス（荒利ミックス）の見直し 

   

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

低価格競争は企業の体力を消耗させます。 

しかしながら、その中でも利益を確保していかなければ

生き残る事ができません。 

過去、そして現在の利益を確保するためのマーチャン

ダイジングの基本に立ち返って考察してみましょう。 
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（１） マーチャンダイジングの基本：「松・竹・梅の品揃え」 

 ① プライスゾーンの一考察 
 

    「品揃え」＝「価格揃え」と言う言葉があるようにマーチャンダイジング 

    戦略の中で、価格戦略は重要な部分を占める。 

    基本は左図のように価格帯を３つに分ける事にある。 

    右図のように 

         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 

             ハイクォリティ、オリジナリティ、パイロット、ハイファッション 

             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。 

     特に低価格ゾーンはそれら低価格志向の顧客への対応の他に、低価格といっ 

   たイメージを訴求する商品でもある。 

   要は低価格商品群で安さを訴求し、顧客を店舗に呼び込み、高価格商品群で 

   高品質・店格や他店との違いを訴求し、ボリュームゾーンといわれる主力商 

   品群の品質・価格の妥当性を印象付けるのである。 

   例えば街の飲食店に入ったときの事を考えて見よう。寿司にしても、鰻にし 

   てもメニューには「並・上・特上」、「松・竹・梅」等の３種類があり、殆 

   どの人が中間の価格帯のものを注文するようになっている。 

   百貨店のスーツにしてもトヨタ・日産の車にしても「松・竹・梅」の品揃え 

   を行い、低価格車と高級車の中間の主力車種というものを量販している。 

   再度売場の商品を見直し、プライスゾーンと品揃えの整理をすべきであろう。 

   プライスゾーンが整理されていない品揃えは徒に顧客の購買時の混乱を招く 

   だけである。 

 

第４章： 「マーチャンダイジングの一考察」 

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 

商品のプライスゾーンの基本パターン 

カツ丼の出前お願いします。 

竹を２つ・・・・・ 

そう、カツ重じゃないよ 

４-０１ 
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 ② テスコ（英）のＰＢ戦略の一考察 
 

 【ＰＢ商品は松・竹・梅の価格揃え】 
 

   第２章の「テスコに学ぶ低価格戦略」で学んだようにＰＢ商品は見事に「松 

   ・竹・梅」の構造になっている。そのためＰＢ商品の比率は５５％を超え、 

   ６０％近くを占めるとも言われている。 

         Ａ：主力中心商品群・・・・「ＴＥＳＣＯ」 

             一般的、万人向、基礎的商品群、 売上、利益の中心、ＮＢ商品と同品質 

             ボリューム・ゾーン、売り筋、１１０００ｱｲﾃﾑ以上、売上高７０億ポンド以上 
 

         Ｂ：高価格商品群・・・・・「Ｆｉｎｅｓｔ」 

             ハイクォリティ、オリジナリティ、グルメ、 他店との差別化、 

             マーク＆スペンサーと同品質、店格向上商品ゾーン、見せ筋 

             ２３００ｱｲﾃﾑ以上、売上高１０億ポンド以上 
 

         Ｃ：低価格商品群・・・・「Ｖａｌｕｅ」 

             低価格、客寄せ、実用品 

             バジェットゾーン、ＡＳＤＡ、ＡＬＤＩ（独）の低価格ＰＢに対抗 

               

 

 【日本のＰＢ戦略との比較】 
 

      ＮＢ商品のブランド力の強い日本におけるＰＢ商品の開発は、その殆どがＮＢ 

   商品と同品質で、低価格を狙ったものが多い。 

   日本の小売業も過去から何度かＰＢ商品にチャレンジして来た歴史を持つが、 

   いずれも低価格競争の商材の調達と言った側面が強い。 

   その結果、ＰＢ商品で盛り上がった２００９年時期においても大手小売業各社 

   ＰＢ商品の売上比率１０％を超えるのに四苦八苦しているのが実情である。 

   ＮＢ商品メーカーがＰＢ商品つぶしのために行う戦略は、小売業のストアブラ 

   ンドよりも強いＮＢブランド力を背景に、新商品投入によるＰＢ商品の陳腐化 

   と低価格化による価格優位性の消去であろう。商品のライフサイクルの早さに 

   は日本の小売業の商品開発力、商材の調達力、販売力をもってしてＮＢメーカ 

   ーの前には歯が立たないのが実情であろう。 

   商品ライフサイクルが終わり、廃番になったＰＢ商品は返品・交換といった事 

   も出来ず、リスクの大きいものとなっている。 

   当面、低価格競争下での限られた低価格商品群の開発か、メーカー持込の擬似 

   ＰＢ商品が細々と出回る事となろう。 
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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 

顧客ニーズ 

フォーカス 

バリュー 

（低価格） 

品質フォーカス 

セブン 

プレミアム 

トップバリュ 

ＣＧＣ 

グッドアイ 

グリーンＱ 

プレミアム 

コープ商品 

ＣＧＣ 

低価格 

手ごろ
価格 

利便性 

消費者意見 

安全性 

環境に配慮 

健康間 

味･品質 

機能性 

産地･素材・製法 

Finest 

TESCO 

オーガニック 

ヘルシー 

フリーズオン 

Value 

ＳＥＩＪＯ 

ＩＳＨＩＩ 

日本の大手小売業とテスコのＰＢ商品の比較 

出典：ＣｈａｉｎＳｔｏｒｅＡｇｅ２００９・２・１５ 
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③ マクドナルドのハンバーガーの低価格戦略の一考察 

 

   今から１５年前、マクドナルドのハンバーガーは１個２１０円であった。 

  その後‘９１年には１９０円、‘９４年にはある期間、１００円で販売量を大幅 

  に伸ばした事がある。 

  更に‘９５年には定価１３０円、’９６年には８０円、‘９８年には６５円と変 

  遷を続けてきた。その後‘０２年には定価８０円とし、その年の８月に限って５ 

  ９円という価格を打ち出した。現在では１００円マックとして落ち着いている。 

  このようにダイナミックに値引きを繰り返してきた、同社の価格戦略の一端を考 

  察してみよう。 

 

   左図の通りハンバーガーの変動費、即ち原材料費は一個当たり57.5円と推定 

  され、そのコストの殆どが社員･アルバイトの人件費、店舗家賃、広告宣伝費な 

  どの固定費といわれるものが占めていたのである。 

  販売数量を伸ばす事で一個あたりの原材料費の変動費、57.5円は殆ど変らなく 

  ても、人件費等の固定費の比率は圧縮されてくるのである。 

  ‘９１年に一個190円に値下げした時には販売数量はあまり伸びず、固定費が圧 

  縮されなかったため、一個当たりの固定費197･1円として、7.1円の赤字という 

  結果が推定されたのである。 

  しかしながら、‘９４年に半額以下の100円という価格付けによって、販売数量 

  が１８倍に激増したため、一個当たりの固定費が7･8円まで圧縮され、営業利益 

  を34.7円に上昇させた。 

  一般的にいって、このように「コストに占める固定費の割合が高い商品」は、値下 

  げによって販売数量を伸ばす事によって利益を増やす事が出来るのである。 

  逆に言えば、値下げによって数量が延ばせない場合は一気に赤字につながり、小 

  売業のように変動費率が７０～８０％を占める業態では、価格を10％下げたら売 

   上を約２倍にしないと引き合わないといわれる所以である。 

 

  後参考になるのはマーチャンダイジング・ミックスであろう。 

  ハンバーガーとポテトフライ、コーヒー、コーラとのセット商品は後者が確実に 

  粗利益をもたらしてくれている。（次ページ） 
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原材料費 

57.7円 

社員人件費 

40.7円 
店舗 

賃貸料 

21.0円 
広告宣伝費 

11.3円 

販売管理費 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ・販促費 

 

66.6円 210円 

バーガー 

営業利益 

12.9円 

100円 

バーガー 

原材料費 

57.7円 

社員人件費 

2.3円 

店舗賃貸料 

1.2円 

広告宣伝費 

0.6円 

販売管理費 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ・販促費 

3.7円 

営業利益 

34.7円 

① マクドナルドのハンバーガーの値引き戦略 
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④ マーチャンダイジング・ミックス（荒利ミックス）の見直し 

 

   売上の伸ばしにくい昨今、「粗利益を向上させるには仕入価格を下げるか、商品 

   個々の単価を上げるか、売変を少なくするか･･････」と固定的に考えがちであ 

  る。しかし乍ら商品構成に着目し、利幅の高い商品構成を高めるだけで、同じ売 

  上でも粗利益の向上は可能である。 

  左図は牛乳の売上構成比と荒利率であるが、店頭での陳列を見直し、売上の構成 

  比を変化させるだけでもカテゴリー全体の荒利率を上げる事ができる。 

 

  特に昨今では家庭内に於ける「買い置き在庫」が減少傾向にあるとの分析もある。 

  即ち、特売日にラップやカレー粉等を余計に購入して買い置きしておく余裕の減 

  少からか、都度購入する傾向が強まり、且つ安さだけのＰＢ商品よりもＮＢ商品 

  への回帰が進んでいると言った分析である。 

  その場合、消費者の購買金額にも「値頃感」が現れ、決して最低価格でのみ購買 

  するといった事は無い事も明らかになったと言われる。 

  そういった意味では再度現在の商品の見直しを行い、適正価格対応や競合店との 

  差別化のために投入した商品の吟味が必要となる。多分水ぶくれ状態であろう。 

  再度プライスゾーンを整理し、デシル別の顧客の購入商品を把握し、荒利ミック 

  スを行って､死に筋商品のカットがテーマとなる。 

  カテゴリーでの幅の広すぎる品揃えとプライスラインの存在は、返って顧客の混 

  乱を招き、店としてのメッセージが届かなくなる結果を生む。 

 

  又、関連商品との組み合わせで荒利の確保も目指すべきである。家電量販店はＰ 

  Ｃやプリンター等低荒利率で販売するが、メモリーやインク等の周辺のグッズで 

  荒利を稼ぐ。マクドナルドはハンバーガーの荒利は低くとも、フライドポテト、 

  コーラ、コーヒー等とのセット、併売で荒利を確保する。吉野家の牛丼も米国牛 

  の使用で原価率は４０％に近く、純利も８円との分析があってすき家や松屋の低 

  価格競争で苦戦を余儀なくされているが、１個５０円の卵（原価１〇円？）が荒 

  利を稼いでいると言われる。 

  スーパーにおいてもサンマ１匹７０～１００円で販売するよりも、刺身にする事 

  で２９８円で販売した方が荒利は稼げるし、缶ビールも６缶１パック１０９０円 

  よりも１缶１９８円で販売した方がはるかに荒利は稼げる。又醤油も冷蔵庫保管 

  用の小パックのほうが荒利率も高い。 

  少子高齢化、少人数世帯の増加によってまとめ買いから、都度購買に移っている 

  今、効率追求よりも効果的な販売方法の見直しが、荒利ミックスを含めて求めら 

  れてきている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章： 「マーチャンダイジングの一考察」 

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 

死に筋 

牛乳カテゴリーのマーチャンダイジング・ミックス 
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第４章： 「マーチャンダイジングの一考察」 

４-０５ 

⑤ 「１物１価の法則」神話の崩壊 
 

   過去の日本では大量生産・大量販売の世の中の仕組みの中で製品の価格の決定 

  権はメーカーが握り、「定価」・「メーカー希望価格」という名目で全国一律に 

  統制していた。メーカー、小売業は消費者への公平性という事で「１物１価」が 

  金科玉条となり、富士山頂やホテルの自動販売機の缶ビールの価格が何故高いの 

  かが真面目に議論されていた時代があったのである。 

  しかしながらモノ余り、オーバーストアの時代に入り、殆どの商品は「オープン 

   価格」に移行し、いわゆる「価格破壊」という言葉が闊歩し、今尚それは続く。 

  その結果世の中では「１物多価」となり、さらにデフレで価格低下が続く中で、 

  メーカー、小売業、消費者の多くは当惑しているのが実情である。 

  しかしながら世界的に見て「１物多価」の状況が普通であり、定価に代表される 

  「１物１価」は日本だけの特殊なものだったのである。 

  過去、欧米では「価格戦略」は小売経営に於ける最も重要なものと言われてきた 

  が、ようやく日本も「１物多価」の経営戦略としての取組みが要求されてきた。 

  過去からやってきたものもあるが、下記３つの検討と整理が要求されてきている。 

 

    ① グループ別価格設定 

      多くの企業がメーカーと協議し、閉鎖されたグループに対して期間限定で特別 

       価格・値引を適用し「１物１価」の原則をすり抜けてきた。 

       値上げが続くディズニーランドも法人割引や県民の日、地域割引を用いている 

       ＦＳＰは顧客を色んな角度でグループ化し、価格設定を合理的に行える手法で 

       あり、ステルス・マーケティングで容易に「１物多価」戦略を推進できる。 

       「沢山買った人には沢山報いる」といった公正さが当たり前になってきている。 
 

     ② 自己選択型価格設定 

       通常の街中のローソンでは缶コーヒーは１２０円、１００円ローソンでは１０ 

       ５円、ナチュラルローソンではホットコーヒーを１６０円で提供する。 

       このように普通のお客、低価格志向のお客、グルメ志向のお客に選択肢を与え 

       ている。すき家も牛丼をミニ（330円)、並（380円）、1.5盛（480円）、大盛 

       （480円）、特盛（580円）、メガ盛（710円）と自由に選べるように価格設定 

       している。 
 

     ③ 個人別完全価格設定 

       マクドナルドでは地域別のハンバーガーの価格設定を宣言し、都市圏では値上 

       げし、地方では値下して「１物多価」を逸早く実施に移している。更にケータ 

       イクーポンで２０００万人弱の会員を集め（2010年度）た。電子マネーと専用 

       アプリをダウンロードした携帯電話に個々にクーポン情報を流す。 

       天候や時間帯で鮮魚店が価格をダイナミックに変更して売上を上げるように、店 

       の閑散時間での来店促進やもう一品の追加等、フレキシブルに運用できる。 

 

価格設定 説  明 事  例 

グループ別 

価格設定 

性別、年代別、会員別、組織別 

購入ロット別、購入実績別、 

懸賞、優待、他 

レディースランチ 

シルバー価格（映画館・バス） 

FSP、マイレージ 

職域、法人、共同購入、地域 

自己選択型 

価格設定 

複数の価格を用意して消費者に 

選択させる 
ローソンの店舗展開 

個人別・完全 

価格設定 
個々の顧客別に価格設定 

マックの携帯クーポン 

FSPの優良顧客 

参考：PRESIDENT2011･5･16 

マクドナルドのハンバーガーのクーポン戦略 

もし、もう1個追加分が３０％値引なら・・・ 

定 

 

価 

原材料 

コスト 

労働 

コスト 

設備 

コスト 

利益 

+ 
クーポン 

価格 原材料 

コスト 

利益 

クーポン 

価格 

追加利益 

＊牛丼チェーンでの卵、ミソ汁、サラダ等のクーポンも追加利益の獲得に有効である 

「１物多価」の価格設定方法 
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第４章： 「マーチャンダイジングの一考察」 

４-０６ 

⑥ プライスライン分析･値頃感を掴もう 
 

   多くの情報に接している現代の消費者は物を購入する場合、自分の「値頃感」 

  を持つ。最近の表現方法では「リーズナブルな価格」であろうか？ 

  最低価格だけを求めて動き回る消費者はそんなにいるわけではなく、自身の持つ 

  「値頃感」に合致すれば購入するのである。 

  例えば我が家では麺類を多く食するが麺つゆはＹ社の「Ｋつゆ」である。 

  スーパーの店頭では400円以上の事もあるが大体が358円位であろうか？ 

  売出しがあると298円、258円、238円、時にはお一人様１点とか、先着100本限 

  りとかで198円という最低値となる。結構消費するので198円の時には自転車で 

  遠くまで行ってるようであるが、近隣の店では238円、258円の時に購入し、そ 

  れ以外では絶対に購入しない。時々店頭で358円を超える価格を見かけるが、売 

  る事を放棄しているとしか思えないのである。 

  又、メーカー自体も「値頃感」の実態を正確には把握していないケースが多い。 

  商品別、デシル別にプライスライン（プライスポイント）を定期的に行って、「 

  値頃感」を把握し、中長期のリーズナブルな価格の設定と、会員別クーポンによ 

  るお得感の提供を行うべきではないだろうか？ 

プライスライン（プライスポイント）分析 

⑦ 顧客の特性を考えて品揃え、価格戦略を練ろう 
 

   顧客の購買行動は何も低価格のみではない事を再三述べてきた。 

  グルメ等の優良顧客にとっては、度を外れた低価格の訴求は返って不愉快な感じ 

  を与える事になるかもしれない。 

  顧客特性に合わせた品揃え、価格設定、店頭でのプロモーション等を研究・充実 

  させていく必要があろう。 

  店舗の立地条件で当然顧客のライフスタイル等も変化し、購入商品も変化する。 

  競合店の低価格だけに目を奪われる事無く、顧客をシッカリと見据えた経営が重 

  要である。 

  左図のように餃子という商品一つをとっても顧客のニーズは異なり、他に出来合 

  いの惣菜の小パックや、大人数家族向け大パック商品、近隣の飲食店の業務用の 

  ニーズもあるかもしれない。にんにく抜きや大豆アレルギーの希望もあるかもし 

  れないが、個々の顧客に対応する姿勢に顧客はロイヤルティを抱く。 

Ｙ社麺つゆ（１ｌ）   期間  年 月 日～ 年 月 日 

デシル 

１～３ 

デシル 

３～７ 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

デシル 

８～１０ 

- 

- 

- 

- 

- 

プライス／ＬＳ 

２９８円 

２５８円 

２３８円 

１９８円 

３５８円 

構成比 

     5     10     15     20 
ＴＯＴＡＬ 

- 

- 

- 

- 

- 

構成比 

- 

- 

- 

- 

- 

＊１９８円の時、デシル８～１０に数量・構成比が集中したらチェリーピッカーが活躍！ 

＊ 〃      デシル１～３に数量・構成比が低い場合には売り切れ･品切れの可能性 

●「餃子」を購入するにも購買の動機・行動が異なる 

餃子は宇都宮に限
る！本場だから・・ 

ブランド志向 

グルメ志向 

鹿児島黒豚入りが 

一番美味い！ 

低価格志向 

安い中国製でもい
いんじゃない？ 

共稼ぎだから冷凍か
チルドが便利ネ 

便利志向 

時間節約志向 

私ダイエット中。 

野菜の多いのが・・ 

健康志向 

私は手作りよ。料理 

教室に行ってるワ 

料理愛好 

志向 

マッタ！ 

花嫁修業中！ 

ベジタリアン？ 

忙しいの！ 

食費に費用を 

かけたくないの！ 

がんこ派？ 

薀蓄派？ 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://cart-imgs-2.fc2.com/user_img/p/panda0724/1_1_09.jpg&imgrefurl=http://mall.fc2.com/item/panda0724/1/%25F1%25AD%25BB%25D2&h=400&w=600&sz=58&tbnid=BY2B-z6OF-usEM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3D%25E9%25A4%2583%25E5%25AD%2590%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E9%A4%83%E5%AD%90&hl=ja&usg=__Pkt8afrQ5Uz9Ujc5Cp9vBHmgmDY=&sa=X&ei=aRrKTeGQFIq_0AHi-vnPBw&ved=0CE8Q9QEwBA
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マーケットが広がらない原因 
• 面積が小さいので広告量が限られる。 

 （チラシの代替とは考え難く、キャンペーンなどの期間限定企画で一つのインパクトとして用いられる） 

• 費用対効果が悪い。 

• チラシは発注後2~3日で完成するが、広告入りレシートは完成するまでに2週間程度がかかる。 

• チラシのメリットである①勝手に情報がやってくる、②簡単に比較できる、③誰でも簡単に使える、3つの要素
のうち、広告入りレシートは③しか満たしていない。 

• 日本ではリターンポリシーがアメリカほど進んでいないのでアメリカのように裏面にリターンポリシーが記載さ
れることは少ない。 

• 偽造防止としてアメリカではロゴをレシートにいれるが、日本ではレシート偽造問題でアメリカほど大きな問題
になっておらず、アメリカほどレシートにロゴをいれるまでに至っていない。 
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広告効果の成功事例の分析 
• インパクトの強い内容（海外旅行やクルージング、5000円プレゼントなど）はコスト安のレシート広告でも反響は大きい。 

• 競合と似たキャンペーンが重なると、広告効果は期待できないので、効果を見込むにはキャンペーン内容も競合と差別化すべ
き。 

• FFでは新商品・注目商品の告知・宣伝をすると効果がある。 

• レシートと広告に関連が強いものは効果が期待できる。 

 （ex. 映画とピザ、外食とスイーツ、薬と水、居酒屋とバー、CMや他媒体とのタイアップなど） 
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