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団塊世代が定年を迎え始める 2007 年を来年に控
え、50 代からの熟年マーケットの注目度が増して
いる。若い世代ではクラス分化が進み、「ニート」
や「下流化」という言葉が声高に叫ばれるように
なっているのに対し、特に団塊の世代は、一部リ
ストラにあってドロップアウトした人々を除き、
年金も満額保証され、終身雇用制を享受できた誠
にリッチで幸運な層と言えるからだ。
時間とお金を持って退職して来るこの層をめが

けて、様々な商戦が展開されている。そこで、今
回は小売りの立場からこのマーケットの特色と販
売のための努力・工夫を考えてみたい。リッチな
熟年顧客にアピールするための、付加価値のある
サービスと店作りとはどんなものかを探ってい
く。

銀座マギー
創立50周年の老舗が挑む顧客の深耕

ゆとりとナチュラル感のある店作り

銀座マギーは、今年で創立 50 周年を迎えた。銀
座で服地を売ることからスタートした同社は、高
級婦人服を中心としたショップを全国に 89 店舗を
展開、その顧客ゾーンは、ステータスが高いこと

で知られている。昨今広く人々の間に膾炙（かい
しゃ）するようになった「コンシェルジュのよう
な接客」という言葉も、じつは同社から始まった。
「高級商品をアッパーゾーンに売る」という意味で
は、プロ中のプロといっていい。同社は、リテー
ラーとして店舗開発を進めるほか、それぞれの業
態で商品も独自に作りこんでいる。
今、銀座マギーは「伝統の中で、変えてはいけ

ないもの」と「変えていかなくてはならないもの」
を模索する。そして、変えてはいけないものは、
「クオリティの高さ、お客様から得られる信頼」で
あり、変えていくものは「価格であり、店である」
と認識している。
「最近ミセスブランドの元気がありません。日本
のファッション界がヤング寄りになっていく傾向
なのでしょう。駅ビル、ファッションビルから退
店を余儀なくされるケースもあります。当社はア
ッパーゾーンに支えられてきた会社。路面店出店
の可能性も含めて、店のあり方を考え直す時期が
きたといえます」（木村雅史・社長室室長）
時間とお金を持っている人々は、ショップに単

に服を買いに来るのではない。「時間」を買いに来
るのである。だから、接客以前に店そのものがサ
ービスであるべきなのだ、という発想である。
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・ 今最も注目されているシニア市場。彼らが望むのは「買い物の楽しみ」であり、単に商品を購入すること

ではない。店の雰囲気、サービスなどすべてをエンジョイする。

・ 今回はハイクラスを顧客としている銀座マギーと、あえてスーパーブランドを入れる道を選ばず、50代以

上をターゲットとして店作りを考えた京王百貨店新宿店を取材した。

・ この2つの事例から、「シニアのための店作り」を考えていく。
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そこで、水戸エクセル店がフロアチェンジして
リニューアルし、50 坪に拡大したのを機に、大型
のパウダールームを作った。ドレスも年間 3 サイ
ズを揃えている。「何かあったときに、ここで着替
えて行ってらっしゃいませ」という「ゆとりの空
間」なのである。もちろん、そのときに商品を購
入する必要はない。
「コンシェルジュの次はロハス的なサービスでは
ないか」、と木村室長は言う。入ってくる人を癒せ
るような空間作り。それが、パウダールームの先
にあるものなのではないか。同社が大阪・ヒルト
ンプラザに作った店がその一つの答えであろう。
これまで崩さなかった都会的な黒と白のトーン

をやめ、木材を始めとするナチュラルな素材を近
未来的に使う。そして、店の奥にはベルデスクを
置く。意図としてはホテルのベルデスクと同じで、
お直しや発送など、お互いに座ってサロンのよう
に話ができるというものだ。制服もグレードアッ
プして、客室乗務員のようなスマートなものにする。
「憧れの職業として、いい人材を集めることがこ
の業界の復活につながると思うのです。今はどこ
に行っても人手不足の話しか聞かない。一日中立
っているのは辛いし、疲れるといい笑顔も出ない。
この面からも、ベルデスクがあればいいと思った
のです」

ブランドを統合し若い感覚作る

銀座マギーの業態は、熟年層をターゲットとし
た「銀座マギー」（エレガンスライン）のほかに、

ニューミセスをターゲットにした「キャンディロ
ケッツ」「プールスタジオ」「マギースポーツ」「マ
ギーマギー」などの業態がある。これらは、設立
当時のターゲットはより若い世代だったのだが、
成熟してきてニューミセスのためのものとなった
のだ。現在本社内では機構改革が行われ、すべて
の業態の販売、商品、営業が一つのフロアに集結
しており、1 年以内にブランドを統合し、2 つにし
ていく計画だ。
「伝統的なエレガンスの部隊と新しい業態のそれ
が同じフロアにいることによって、60 代に 40 代の
感覚を提供しようというためです。60 代は縫製、
素材などについて見る目が肥えていますが、感覚
は 40 代。提供の仕方は、ここでしか買えない一点
ものということになります。50 年の歴史の中で培
ってきたクオリティと信頼に、若い感覚をミック
スしていく。厳選したパターン、素材による、熟
練した工房的オートクチュールを提供していくの
です」
エレガンス、そして若い業態というくくりはも

うおかしい、と木村室長は言う。現在、50 代以上
のミセスブランドを持っているのは百貨店のみ。
同社は「熟年世代に向けて最後の集大成」に入る
ということなのである。常に求められている「若
い感覚」と「高いクオリティ」に対する答えを、
このような形で出そうとしているのだ。

徹底したサービスで顧客を掴む

銀座マギーのサービスはとにかく徹底している。
その例を、年 2 回開かれる受注会の状況から見て
みよう。
受注会の開催は 3 日間で、約 250 名の各店のス

ペシャル顧客が田園調布にある本社の特設会場を
訪れる。今年 8月のそれでは、会期中に 7,000 万円
の売上げを上げた。何と、客単価 30 万円という高
さである。
顧客が家を出る時に前もって電話を入れると、

白手袋の運転手と社員がベンツかジャガーで田園
調布の駅で出迎える。社員は駅出口で待機し、運
転手は駅頭で待つわけには行かないのでジャスト
タイミングで迎えられるように周囲を巡回。車で
来た顧客は、配車係がキーを預かり、帰るときに
はその方向に車を出す。このへんのサービスは、
高級ホテル並みである。
会場にはバーカウンターを設置、軽いアルコー

ルやソフトドリンク、スイーツなどでもてなす。

銀座マギー　執行役員　木村雅史　社長室室長
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商品は平均単価 10 万円程度。50 ～ 60 万円のファ
ー製品も展示した。フィットすればその場で買い
上げになるが、サイズ直し、また「他の生地で作
って」などというカスタムオーダーもオーケー。
そのために、パタンナーとデザイナーが現場に詰
めている。さらに、生産管理部や商品の責任者も
いるから、デザインから手配まで、なんでもその
場でできてしまう。開場時間は午後 7 時までだが、
5 時ごろ「8 時ごろ行くから開けておいて」という
顧客もいる。この場合も断らない。「8時ごろご到着
ですね、お気をつけていらっしゃいませ」と受ける。
「お客様のわがままに全部応えてやる！という意
気込みです。休憩時間に『たまんないよ』と愚痴
をこぼしながらも、なぜかみんな笑顔。達成感が
あるんですね。この受注会のサービスは通過点に
しか過ぎません。ここで得られたことを、ショッ
プにどんどん落とし込んでいく。お客様を感動さ
せるサービス、そして感動にはサプライズがつき

ものなのです」
受注会に招かれるトップ顧客の年収は 2,000 万円

以上。主婦層が多いが、服だけにお金をつぎ込む
のではなく、生活全体がハイクラスなのだ。その
証拠に、乗ってきた車は全部外車で、国産車はレ
クサスのハイブリッド 1台だけだったという。
銀座マギーの顧客の中には、買い物をしていっ

ても家に帰って袋を開けない人もいる。服を買い
たいのではない、買い物を楽しんでいるのである。
熟年層には、こういう人たちも多い。彼らを満足
させるためには、「雰囲気のあるショップ作り」と
「徹底したサービス」が欠かせない。もはや「商品
が安い、高い」という域を超えて、ショップは一
種のレジャーの場所となっているのだ。そこで求
める商品に「お得感」があったり、新たな「自分
発見」ができればなおいい。
今、木村室長の関心は「食」へと向かっている。

その流れが必ずファッションに向かってくると思

2006 年 9 月、銀座マギーは大阪･梅田のヒルトンプラザ内にショッ
プを開店させた

ショップ面積は 25.64 坪。ゆったりと買い物が楽しめるように、工
夫されている（銀座マギー・大阪ヒルトンプラザ店）

高級感のあるファサードは、銀座マギーの得意とするところだ
（銀座マギー・大阪ヒルトンプラザ店）

顧客とじっくり話し合えるよう、どっしりしたデスクも備えられた
（銀座マギー・大阪ヒルトンプラザ店）



繊維トレンド　2006.11･12月号74

うからだ。今、食の世界では「自然派グルメ」の
時代を迎え、1,000 円以上するペットボトルの水が
売り出されるまでになった。「ナチュラル」の流れ
は、やがてファッションにもやってくる、と木村
室長は考えている。

京王百貨店新宿店
熟年ゾーンの買い回りさそう売場作りに成功

シニア層こそ自店の顧客

今から 10 年ほど前、新宿の京王百貨店に激震が
走った。1996 年に闍島屋の新宿進出が決まったか
らである。これによって、最も打撃を受けるのが
位置的にも近い京王百貨店であることは、目に見
えていた。当時闍島屋と京王はまだ資本提携関係
にあり（2001 年に解消）、ハウスカードやギフトカ
ードの相互利用も可能であった。東急ハンズなど
異業態との大型複合店というのもまだ珍しい時代。
バブル崩壊を迎えて百貨店業界全体が落ち込み始
めていた時期でもあり、「お客様を取られてしまう。
存亡の危機！」と、危機感を持ったのも、無理か
らぬことであった。
そこで京王百貨店は独自の路線を探ることとな

る。闍島屋がキャリア層をターゲットに、グレー
ド感のある店作りをしてきたのに対し、「それなら
ば当社に多い中高年のお客様と、駅ビルとしての
日常性を大切にしていこう」と、差別化の方向性
が決定された。自社の個性を強調するためには、
もはやスーパーブランドはいらない、という割り
切りもした。世の百貨店がこぞってスーパーブラ
ンドを導入し、高級感のある店作りに血道を上げ
ている時代に、それは大英断であったといえる。
そして、一般調査機関のデータと自店のハウス

カードによる顧客分析によって、仮説を立て、品
揃えを見直した。すると、ファッション感覚が若
い、健康に気を使う、趣味は旅行などの多くの項
目で、両者で共通するものが多いことが分かって
きた。さらに、若い層と 50 代以上で明らかに違う
ところもあった。
「全年代を通じてパンストや書籍の購買頻度が高
いのは、駅ビルとしての利便性が求められている
ということです。しかし、若い方たちが購入する
のは、化粧品や婦人服のブランドに限られ、全館
への買いまわりは非常に少ない。若い方たちは、
そのブランドのお客様なのです。ところが、50 代
を境に、購入ゾーンが服以外にレストラン、家庭

用品、インテリアなど全館に広がってくる。服で
は平場も利用し、リピート率も高い。この方々こ
そうちのお客様。そうした全館を買い回る 50 代以
上に向けて、自分たちに何ができるか、というと
ころから発想し、休憩スペースやきれいなトイレ
作りなど環境作りに注力してきたのです」（婦人服
第二部･水島英樹副部長）

ライフスタイルを重視した改装

京王百貨店は、2003 年から 5 年間をかけ、段階
的に全館の改装に乗り出した。投資額は約 80 億円。
04 年 9 月には 5 階から屋上までの上層階部分が完
成した。百貨店の改装は、収益率の高い服飾品の
売場からスタートするのが普通だが、これをあえ
て上層階から始めたのは「ファッション以外のラ
イフスタイルも広がる。それに対応しよう」とい
うことからだった。
自店の最大のターゲットを団塊世代に置いた時

に、「孫へのニーズもあるはず」と思い切って 7 階
の子供服売場を 20 ％も増床、屋上には子供向けの
乗り物を充実させた「スカイプレイランド」を開
いた。巷では少子化時代を迎えて子供服や遊戯施
設は縮小傾向。時代に逆行しているとも思われる
この改装は、しかし成功し、屋上の乗り物だけで
（一回 100 円なのに！）1日 10 万円以上の収益を上
げることもあるというから、驚きである。
8 階にはレストラン街の隣に、「リフレピア」と

いう「健康と美、癒し」の売場を設置。健康食品、
漢方薬、マッサージルームなどを集めた。フット
ケア関連商品など健康グッズを集めたコーナーも
あり、低反発円座クッションなど大ヒット商品も
いくつか生まれている。従来の百貨店にありがち
な、商品分類的発想からは生まれにくい売場であ
り、一箇所に集中しているだけに使いやすい。健
康食品関連ショップもいくつかあり、それぞれ自
店の特色を出していて楽しい。

平場を充実させたわかりやすい婦人服売場

「最初の改装計画では、婦人服売場を拡大して、
書店を廃止、メンズを縮小、という方向性でした。
しかし、50 代以上の女性を調査したところ、『喫茶
店でゆっくりしたい』という要望は出てきても、
服に対するニーズは多くないのです。服は『旅行
に行くので服が欲しい』というように、目的が決
まった時に初めて出てくる。それまでの味付けが
必要なのです。自分に合う色やスタイルも知って

新市場・新製品・新技術動向
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いて、トレンドに踊らない。情報もしっかり持っ
ていて、おしゃれになっている。むやみに婦人服
の売場を拡大するよりも、これらのことをしっか
り押さえておくことが必要でした」
4 階のミッシー･ミセス服の売場は、団塊世代に

向けてボトムス、ニット･カット、ブラウスなどの
単品平場を強化した。PB「スタイルブック」の商
品である。消費動向をにらんで、ミセスのために
驚くほどきめ細かな配慮がなされている。
まずニット・シャツなどトップスは、「ほっそり

スレンダー」「すっきりセミスレンダー」「ゆったり
レギュラー」の 3タイプ。ニットは明るいカラーも
含め 24 色を用意したものや、スパンコールを散り
ばめたものなどトレンドを押さえたものもある。
パンツはスリム、ストレート、ブーツカット、

ワイドブーツカットの 4 タイプで股下 64 ～ 78 セ
ンチで 8 種類のレングスを揃えた。「一般のメーカ
ーが作るパンツは股下 70 センチが標準。小柄な人

が裾直しをするとシルエットが変わってしまう」
ことに配慮したためだ。さらに、股上を浅め、や
や浅め、普通、深めの 4 タイプに分けた。ローラ
イズタイプがすっかり市場に定着したことを踏ま
えたのである。サイズも、パンツは 7 ～ 17 号、ス
カートは 7 ～ 15 号までとあり、しかもスカートに
は 9、11、13 号に通常サイズに緩みを加味した
「ゆったりヒップ」サイズが設けられている。
「見てすぐ分かる」よう工夫されていることも特
色のひとつ。すべての商品にシルエット別の表示
がつけられているほか、ボトムスにはハンガーに
サイズの他に股上の種類が表示され、種類別に分
類されている。
一方、3階プレタポルテのゾーンには、団塊世代

も含めて 30 ～ 40 代にも受け入れられるブランド
を集めた。ブランドによっては、団塊世代までは
受け入れられるが、それ以下の世代の支持を受け
にくいものもある。傾向としては、イージークロ

京王百貨店新宿店 8 階の「リフレピア」は、「健康と美、癒し」の
フロア。フットケア商品も充実している

4 階の平場では PB「スタイルブック」を展開している。ニットは明
るいカラーも含め 24 色、シルエットは 3 タイプと充実

「スタイルブック」のボトムス。壁にシルエットのタイプが表示され
ているほか、ハンガーにも分かりやすい印がついている

「スタイルブック」のシャツ、ブラウスのコーナー。トレンドを押さ
えた商品も多い
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ージング系ドレス、エレガント系スーツ等がこれ
に当たる。そこで、3階には単品コーディネートで
着まわしの利く、キャリア感覚でトレンドを押さ
えたブランドを多くした。「若い感覚の服が欲しい」
「しかし上質感、サイズ感があるものがいい」とい
うミセス層の基本的ニーズを満たした改装である
とともに、従来の熟年層を大切にしつつ、より若
い世代も取り込もうという作戦である。
4 階ではディスプレイも工夫。什器の高さを 135

センチに抑え、（従来型は 150 ～ 160 センチ）、背
の小さめな人も見やすくなっている。
改装の結果、婦人服の売上げは伸びている。確

かにスーパーブランドはないが、もはや京王百貨
店に、それは必要ないのである。
「百貨店には売場がトレンドを打ち出してお客様
を引っ張っていくタイプと、そのニーズを吸い上
げて商品化していくタイプの 2 種類あります。当
社は紛れもなく後者のタイプで、顧客データから
見えない声を拾い、売場で具現化していく。人も
システムも、こういうところには惜しんでいませ
ん」と、水島副部長はいう。
京王百貨店の歩んだ道は、これからの日本の社

会における店舗作りの一つの形であるといえる。
事実、百貨店不況の時代を迎えたときも、同店は
健闘した。事実上、シニア層がこれを支えてきた
といえる。

シニア層を魅了する店作り

一般に言われているシニア層の主なプロフィー
ルは、「感覚が若い」「グレード感のあるものを求
める」「単に商品を購入するだけでなく、サービス

を期待する」などである。ここに挙げた 2 社は、
それに極力応えるために、あらゆる努力を払って
いるといっても過言ではない。注目すべきことは、
双方とも舞台としての「店舗」を非常に重視して
いることだ。一方は「買いまわりで楽しませる要
素を」入れ、もう一方は「ゆとりを持たせた高級
感」であるという差こそあれ、根底にあるものは
同じである。
だが、一般的にはここにあるような店作りはま

れである。昨今あちこちにできた郊外型 SCはニュ
ーファミリー向けで、似たり寄ったり金太郎飴的。
駅ビルやファッションビルは当然のことながら、
ヤングキャリアゾーンをターゲットとしており、
その意味でシニア層の「買い場」は非常に少なく
なっている。団塊ゾーンは感覚が若いので、「キャ
リアブランド」を買っているのかもしれないが、
それはあくまで購買パターン。「買い物を楽しんで
いるかどうか」とは別の話である。もうひとつ、「楽
しめれば金を出す」のが、この人々の特色でもある。
一つ言えるのは、リッチ層が厚みを持っている

のも、団塊世代までということだ。若い世代では
クラス分化が進行しており、バブル崩壊後にうま
く就職できず、結果としてドロップアウトしてし
まったゾーンがかなり存在する。その上の 40 ～ 50
代も、リストラ組も多い上、年金問題など将来へ
の不安感が強く、現状大きな消費ターゲットとは
なりにくい。その意味では、「年金も退職金も満額
もらえる幸せな人たち」が圧倒的多数を占めるこ
のシニアゾーンが、マーケットの「台風の目」に
なるのは当然といえる。あと 10 年ほどは、このよ
うな状況が持続するだろう。

新市場・新製品・新技術動向




