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小売りビジネスのパラダイムシフト（前編）
―百貨店が「小売りの王様」の座から滑り落ちた理由―

1 百貨店ビジネスの基本は、限定された売場面積の売上効率を最大限に上げることである。返品制度、売り

逃し防止等もその考え方に基づいている。また、百貨店の強みはその立地と信用・信頼であり、百貨店は

常に取引先を選別できる有利な立場にあった。

2 ラグジュアリーブランドは、階層社会を前提に、限定された優良顧客に単価の高い商品を継続的に購入し

てもらうビジネスを展開している。顧客管理、リッチでゆったりとした売場環境、プロの販売員等が重要

な要素となっている。

3 都心はターミナル立地が有利であり、JRグループの躍進が目立つ。地方都市や郊外では、ロードサイドの

大型専門店、家族が休日の一日を過ごせる複合型大型商業施設が顧客を集めている。過去は一等立地だっ

たが、百貨店の立地環境は相対的に低下している。

4 ユニクロ、ファストファッション、ラグジュアリーブランド等は、世界の生産拠点と、世界の主要都市の

ショップをダイレクトにつないでいる。ダイレクトな商品調達は世界的傾向であり、問屋経由の小売業態

そのものが過去のものになりつつある。
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百貨店ビジネスは月坪の効率追求

小売の王様と言われた百貨店の業績が低迷を続け
ている。その百貨店を事例に、今後の小売業の成功
モデルについて考察したい。
まず、百貨店全盛時代の取引システムを整理して

みよう。今でこそ、百貨店は高級品の販売というイ
メージが定着しているが、かつては大衆向けの商品
を大量に販売する小売業態として機能していた。そ
して、現在でも百貨店運営の根本にはその思想が生
きている。
百貨店ビジネスで最も重視される指標は、単位面

積あたりの売上、一カ月あたりの坪効率である。百
貨店が限られた売場の中で、最大限の効率を追求す
るのは企業として当然であり、一定の面積の店舗で

できるだけ多くの売上高をあげるには、できるだけ
大量の商品と販売員を売場に投入する必要があっ
た。また、限られた売場なので、売れない商品は売
場から下げ、常に売れる商品だけで売場を構成する
必要があった。常に売場の鮮度を保つことで、顧客
の購買意欲を掻き立てるという戦略である。そのた
めに、百貨店は返品制度を採用した。百貨店の「普
通仕入れ」とは返品が行える仕入れを指す（「完全
仕入れ」が返品不可の仕入れ）。
一方のアパレル企業も、限られた売場在庫枠を売

れない商品で埋めるよりも、自らの判断で売れる商
品に入れ換えたいと考えていた。返品制度とは、当
時の市場環境の中では、百貨店とアパレルの
WIN－WINの関係だったと言えるのである。
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また、百貨店の実需期には大量の在庫を用意し、
欠品がないように対応した。限定された売場の中で
最大効率を図るには、「売り逃し」はあってはなら
ないのである。百貨店は一等立地であることの優位
性から、常に仕入れ先を選別できる立場にあった。
百貨店と取引したい仕入れ先は列をなしており、売
れないブランドは売場から外し、売れるブランドを
投入することが可能だった。百貨店のリニューアル
は、仕入れ先の再編成と内装リニューアルを同時に
行う、売場活性化の一大イベントとして機能してい
た。
以上のように百貨店は仕入れ先のブランドをコン

トロールし、定期的にリニューアルを行えば、常に
魅力的な売場を維持できると考えていた。しかし、
上記のビジネスモデルは次第に揺らいでいった。

ラグジュアリーブランドのビジネスモデル

かつて、ラグジュアリーブランドの商品は、輸入
卸業者が独占的に扱っており、百貨店の特選売場や
インポートプレタ売場、一部の専門店でしか購入で
きなかった。したがって、百貨店は高級品を販売す
る店というポジションを保つことができた。
80 年代中頃から次々と日本現地販売会社が設立

され、単独のブランドショップが展開された。バブ
ル崩壊以降もラグジュアリーブランドの人気は落ち
ず、各百貨店は集客の目玉としてラグジュアリーブ
ランドを積極的に導入したのである。ラグジュア
リーブランドのビジネスモデルは、百貨店の効率追
求とは全く異なっていた。ラグジュアリーブランド
のビジネスは、少数の優良顧客を獲得し、商品単価
の高い商品を定期的に購入させることにある。単位
面積あたりの売上をあげるために商品と販売員を大
量に投入したのでは高級感は演出できない。売り逃
しを防ぐために期中生産を行えば、顧客は実需期、
更にバーゲン期まで購入を控えるだろう。そして、
最終的にバーゲン比率が高くなり、価格信頼性を
失ってしまう。希少価値を訴求するためには、むし
ろ限定品が効果的と考えている。こうした戦略は百
貨店と対象的なものであった。百貨店の戦略は大衆
消費時代のものであり、階層化社会の消費スタイル
を十分に反映したものではなかったのである。
そのことは、顧客管理と販売員のクオリティにも

かかわってくる。ラグジュアリーブランドは、限定
された顧客を対象にしているため、顧客管理が最も
重要と考えている。一方の百貨店は大衆を相手にし
てきたので、顧客管理を重視していない。また、限

定された顧客に、質の高い接客サービスを提供する
には、専門的なアドバイスのできるプロの販売員が
欠かせない。また、販売員そのものが店舗空間とブ
ランドイメージを表現する視覚的要素と考えられて
いる。一方の百貨店は、販売員は自社社員でもなく
納入業者社員でもない派遣販売員に頼り、全員に制
服を着せて販売している。販売員の専門的技術、視
覚的要素を必要とは考えておらず、大量の商品を管
理し、決済することが主な業務と考えられている。
これも大勢の顧客が押し寄せ、大量の商品を購入し
ていくという成功モデルから脱却できないことを証
明するものだろう。こうした大衆商法の延長にあっ
たのが、QR（クイックレスポンス）である。QRの
思想は、ウォルマートのような大衆的な商品を大量
販売する小売店で開発されたものだ。日本でQRが
提唱され百貨店も追随していったが、当時からヨー
ロッパ人はQRには厳しい目を向けていた。彼らは
「いつ行っても商品が揃っていたら、顧客は早い時
期に店に行かない」「商品が売り切れたら、また新
しい商品を出せばいい」と考え、独自の戦略を実践
していたのである。リードタイムを短縮し、売れ筋
を素早くフォローし、トータル流通コストを下げる
という発想は実用品には有効だが、ファッション商
品の販売戦略としては必ずしもふさわしいものでは
なかった。ファッション商品は常に変化するもので
ある。リピート生産に依存することで、結果的に、
百貨店で販売されるファッションは、変化のダイナ
ミズムを失っていった。
80 年代以降の百貨店は、常に話題のブランドを

店内にインショップとして導入し、百貨店全体を活
性化させていた。その場合でも、基本的には百貨店
の効率追求の思想が適用された。坪効率の追求によ
り、百貨店にも利益をもたらしたのである。ラグ
ジュアリーブランドは、一階のファサード部分を独
占し、独立店舗を構築した。ラグジュアリーブラン
ドの顧客は、百貨店全体の顧客にはならず、上層階
に回遊することはなかった。むしろ、ラグジュア
リーブランドと元来の売場とが比較された結果、上
層階の百貨店売場は、商品と販売員ばかりが目立つ
センスの悪い売場になってしまったのである。しか
も、百貨店は顧客管理という発想が希薄である。ハ
ウスカードは出しているものの、顧客をセグメント
し、ランク付けするという発想はない。全員に一律
のDMを出すのがせいぜいであり、顧客を管理し、
個々に対応するという仕組みは存在していない。
同時に、一人一人の顧客に対応する担当者も存在

小売りビジネスのパラダイムシフト（前編）
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しない。かつて、外商が強かった時代には、外商部
の担当者は個人顧客に対応していた。しかし、店頭
販売重視とチェーンストア化により、個人対応の販
売員は姿を消し、百貨店内は仕入れ先から派遣され
る販売員のみになってしまった。ビジネスモデルは
量販店に近くなり、商品も高級品から安売り商品へ
とシフトしていった。
百貨店はラグジュアリーブランドを導入しても、

そのビジネスモデルを吸収することはなかった。ラ
グジュアリーブランドの優良顧客を組織化すること
もできず、単にファサードを明け渡したに過ぎな
かったのだ。もし、百貨店が優良顧客を組織化する
ことができていれば、その顧客に向けて様々な商品
やサービスを提供することができただろう。また、
個人顧客対応の外商がハイテク装備することができ
れば、新たなダイレクトマーケティングの可能性も
開けたに違いない。
そして現在は、ラグジュアリーブランドの撤退と

いう事態に直面している。最近の百貨店の売場編成
の傾向は、大型のファストファッションブランドの
導入だが、これを推進すれば、ますます百貨店では
高級品が売れなくなるに違いない。

JRグループの躍進と郊外大型SCとの競合

百貨店の強みはその立地と長年の信用により培っ
てきた優良顧客にあった。しかし、百貨店にステイ
タスを感じる世代は高齢化し、購買力が落ちている。
更に、立地条件も変化している。都心部は、鉄道・
地下鉄の利用率が高く、ターミナルの利便性が高い。
そこで、ターミナル立地が有利になる。特に躍進目
覚ましいのが JR グループである。JR グループは、
主要駅で日本の有名百貨店と次々と提携し、そのノ
ウハウを取得していった。同時に、ルミネ、アトレ
といった駅ビルの運営ノウハウも蓄積している。駅
前の百貨店立地よりも、駅中、駅上、駅地下の立地
が有利であることは言うまでもない。
また、単独のブランドショップよりも、世界中か

らハイセンスな商品を集めたセレクトショップに人
気が集まっていることも駅ビル、ファッションビル
の競争力を高めている。かつての駅ビルテナントは、
専門店チェーンが中心であり、そこで取り扱ってい
る商品も明らかに百貨店で扱っている商品よりも質
の低いものだった。しかし、ユナイテッドアローズ、
ビームス、シップス、トゥモローランド等のセレク
トショップが、駅ビル等に入るようになり、百貨店
よりも質の高い売場環境と質の高い商品が展開され

るようになった。同時に、駅ビルのイメージも一新
された。現在の駅ビルは百貨店と比較しても遜色が
ないというレベルまで到達している。むしろ、若い
世代には、駅ビルの方が高級というイメージさえあ
るだろう。百貨店は小売店であり、基本的に卸商の
商品を扱っている。セレクトショップは小売店なの
で、基本的に百貨店の掛け率商売には合いにくい。
加えて、顧客ターゲットの違いもあり、百貨店出店
には消極的だった。
一方、郊外及び地方都市は、鉄道よりも自動車の

利用率が高く、駅前中心街の衰退と、ロードサイド、
郊外の大型商業施設開発が同時に起きている。中心
部に出てくるよりも、大型駐車場を完備した郊外の
大型専門店、あるいは、大型 SCの専門店街に行く
方が利便性が高い。近年、量販店、ホームセンター、
専門店モール、アウトレットモール、シネコン、
ゲームセンター、レストラン街等の複合型大型商業
施設が次々と開発されており、家族で休日の一日を
過ごせる施設となっている。休日の一日を過ごすと
いう機能は、かつて百貨店が果たしていたのだが、
現在では郊外型の大型 SCが果たしている。
近年の駅ビル、大型 SCに共通しているのは、テ

ナント店舗の大型化である。百貨店は限定された売
場の効率を最大限に追求した結果、小さなショップ
やコーナーを詰め込んでいった。しかし、駅ビルや
大型 SCは家賃と売上歩合による収入を基本として
おり、むしろ大型店舗を目指す傾向が強い。テナン
ト側も販売管理費を抑えるためには、ある程度の大
型店舗の方が望ましく、ここにWIN － WIN の関
係が見て取れる。そして、店舗の大型化はゆったり
とした空間を確保することが可能であり、店舗イ
メージの向上にも貢献している。もはや、天井が低
く、細分化された百貨店の売場環境よりも、郊外の
大型 SCに隣接する専門店モールの方が快適で高級
な環境を具現化しているのである。
もし、百貨店が不動産業としてプロパティマネジ

メント（不動産の資産管理）を徹底していれば、ビ
ルの高層化を行い、上層階にホテルやオフィスを賃
貸することで、新たな都市拠点としての機能を持て
ただろう。同時に、JR より早くテナントビルの運
営を行い、ノウハウを蓄積していれば、ラグジュア
リーブランドを集積した高級専門店モール等も実現
していたのではないか。しかし、「小売りの王様で
あり不動産屋ではない」という矜持ゆえに、不動産
の有効活用という途を自らが閉ざしてしまったので
ある。

国内動向
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素材開発及び海外工場からのダイレクトな商品調達

更に、2000 年代になると、ユニクロ、無印良品
のような、中国の生産機能を活用して圧倒的なコス
ト競争力のある商品を展開する大型専門店が成長を
加速させた。特に、ユニクロは素材からの差別化に
成功し、フリースジャケット、ジーンズ、ポロシャ
ツ、Tシャツ、肌着と次々とヒットを飛ばし、国民
ファッション的な人気を博し、一大ブームを巻き起
こした。
ユニクロのヒットの背景には、世界的なカジュア

ルトレンドがある。しかし、圧倒的な市場シェアを
獲得したのは、その価格競争力である。しかも、
「安かろう悪かろう」ではなく、素材と縫製レベル
については、価格が数ランク上の商品にも遜色はな
い。そして、その価格競争力を生み出したのは、徹
底した生産へのこだわりであり、国内外の工場との
ダイレクトな取り組みだった。
百貨店の商品は、百貨店アパレルから仕入れ、ア

パレルの多くは商社を経由して素材調達を行い、国
内外で縫製加工を行っている。しかし、ユニクロは
素材の段階でも、紡績や合繊メーカーと共同で素材
開発を行い、各工程の生産スペースを押さえ、中国
工場には技術指導も行っている。もちろん、商品調
達もアパレル卸を経由せずに、商社を通じることは
あっても、自社が直接行っている。こうしたダイレ
クトな商品調達は、ユニクロだけではなく世界的な
傾向になっている。
もはや、アパレルビジネスの主流は、世界の生産

拠点で生産し、世界の市場で販売するという垂直統
合的な業態に移行している。ラグジュアリーブラン
ドも、ヨーロッパの手工業的な工場と世界の主要都
市のショップをダイレクトにつないでいる。また、
いち早くトレンドを取り入れ安価な商品を展開する
ファストファッションのブランドも同様である。
もし、ダイレクトな商品調達という巨大なトレン

ドを百貨店がいち早く感知し、その体制を強化して
いれば、店舗のチェーン化についても地方百貨店の
買収ではなく、大型専門店業態を多店舗展開してい
たのではないだろうか。それが可能ならば、それぞ
れの立地に合わせた様々なセレクト型MD を展開
できただろう。また、売場を問屋任せにしないで、

自社運営を行っていれば、販売管理費のコストダウ
ンを図るために、大型売場の開発を行っていたかも
しれない。ミセス向け、キャリア向けのメガストア
を構築できれば、ユニクロやファストファッション
とも棲み分けができていただろう。

次世代百貨店の課題と次世代小売業の成功モデルを

以上のように、時代の変化と共にかつての百貨店
の成功モデルは崩壊していった。一等立地であった
はずの百貨店は、駐車場の狭い中途半端な商業施設
になってしまった。長年、百貨店の暖簾で信用を積
み重ねてきたはずの優良顧客も外商機能の弱体化と
共に組織化されていない状況である。DCブランド
全盛の頃には、若者の顧客も吸収していたのに、現
在では若い顧客は百貨店の店頭から姿を消してい
る。
それにも関わらず、市場環境の変化を分析し、自

らを改革することもなく、過去の成功体験から脱却
できなかった。古いビジネスモデルにしがみつき、
最終的には不採算店舗を閉鎖、売却しているのであ
る。おそらく、百貨店マンは「自分達は何も変わっ
ていない。周囲が変化しただけだ。だから自分達は
悪くない」と思っているだろう。
時代の変化、産業の変化、地域の変化は避けるこ

とができない。「タラ、レバ」の話をしても仕方が
ないという意見もあるだろう。百貨店業態の淘汰は、
日本だけではなく世界中で起きている現象であるこ
とも承知している。
今回、私が百貨店を事例に上げたのは、敗者に鞭

打つためではない。次世代の小売り業態が百貨店と
は全く反対の思想を持つのではないか、と考えてい
るからである。その考えをまとめるには、過去の成
功モデルが、なぜ時代の変化に対応できなかったの
かを冷静に分析する必要があった。そして、百貨店
が今後取り組む課題についても明らかにしたつもり
である。
次号では、新たな小売業の成功モデルについて考

察してみたい。同時に、地方店等で機能していない
スペースの有効活用についても提案したいと考えて
いる。（次号、後編に続く）

小売りビジネスのパラダイムシフト（前編）


