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１．店舗施設と法律知識

本章の概要

項目 主なキーワード 参照文献

1.1 街づ

くり三法

１．大規模小売店舗立地法

１）大規模小売店舗法⇒（調整項目：店舗面積、開店日、休業日数、閉店時刻）⇒大規模小売店舗

立地法(00/6 施行)

２）概要 目的：周辺地域の生活環境の保持⇒小売業の健全な発達⇒国民経済及び地域社会の健

全な発展ならびに国民生活の向上に寄与

表４－１

３）具体的な手続きの流れ：出展届け（開店日、店舗面積、出店地域の環境保全への取り組みなど）

⇒2 ヶ月以内に予定地の市町村で出展内容説明会開催⇒4ヶ月以内に地元市町村、住民が意見書

提出⇒都道府県･政令都市が影響が出ると判断したら出店真性の広告日から 8 ヶ月以内に意見提

出（1 ヶ月縦覧可能）⇒出展者通知⇒都道府県など必要な措置を 2 ヶ月以内に勧告（出店禁止の強

制力なし）
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２．中心市街地活性化法

１）目的：空洞化する中心市街地の活性化⇒地域の創意工夫、「市街地の整備改善」｢商業などの

活性化｣を柱とする総合的\一体的な対策を官民で連携して推進⇒地域の振興と秩序ある整備

2)内容

図４－２

３）法のｽｷｰﾑ：國が「基本方針」作成⇒市町村が①地域対象に「基本計画」作成（国、都道府県は

助言）⇒中小小売商業の高度化を推進する TMO と民間事業者などが「事業計画（商店街整備、中

核的商業施設整備、駐車場など）⇒國の承認、各種支援措置

４）TMO（タウンﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ機関）

商業地全体を一つのショッピングﾓｰﾙと見立て、市町村のマスタープランに従って事業を実施し、

中心市街地の運営･管理を行う。商工会、商工会議所、第 3 セクターが主体となって構成

図表４－３

３．都市計画法（1968 年制定）

１） 都市計画法の目的：都市の健全な発展と秩序ある整備⇒国土の均衡ある発展と公共の福祉の

増進に寄与

内容：都市計画の内容、決定手続き、都市計画制限、都市計画事業、その他都市計画に必要

な事項

都市計画の内容：市街化区域（別途用途地域を指定）、市街化調整区域、地域区域、都市施

設、市街地開発事業

２） 改正都市計画法：00/5 地方公共団体、市町村が主体となるよう柔軟で使い易い仕組に改正

改正内容：都市計画に関するマスタープランの充実、線引き制度および開発許可制度の見直

し、都市計画区域外における開発行為、建築行為に対する規制の導入、都市計画決定ｼｽﾃﾑ

の透明化と住民参加の促進

３） 特別用途蓄の拡大と特定用途制限地域の導入

用途地域の指定：

図表４－４

特別用途地区の概要

図表４－６
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図表４－５

1.2 店舗

設計に

関するそ

の他の

法律

１． 検知器基準法（1950 制定）

１） 概要：建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定め、国民の声明、健康お

よび財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資する。

建築物：土地に定着する工作物の内、屋根および柱もしくは壁を有するもの（＋これに類

する構造物）

２） 安全条件に関する規定

① 規定対象：特殊建築物の耐火規制、防火壁、防災区画、防災上必要な間仕切壁、内

装制限、廊下の幅、直通階段までの歩行距離、2 つ以上の直通階段の設置、重複区

間の制限、避難階段･特別避難階段の設置および構造、客席からの出口、屋外への

出口、出口などの施錠装置、屋外広場、肺炎設備、非常用照明、非常用で入り口

② 用語

耐火構造（鉄筋コンクリート、レンガ、所定の防火性能）

準耐火構造（柱などの耐火性能時間が 45 分以上、１ｈ以上：1 時間順耐火）

防火構造（壁･床（不燃材料、不燃材料以外）、屋根の3種類にわけ、下地、表面仕上

げ、材料厚さを規定）

不燃材料（コンクリート、レンガ、石綿ストレート、鉄鋼、アルミ、ガラス、モルタル漆喰

その他指定されたもの）

準不燃材料（木毛セメント板、石膏ボード、指定されたもの）

難燃材料（難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板、その他指定されたもの）

３） 建築物の秩序に関する規定

集団規定：道路、用途地域、容積率の制限、建蔽率制限、高さ制限、防火地域･準防火地域

内の制限など

① 床面積（区画の中心線で囲まれた水平投影面積）

② 延べ面積（各階の床面積合計）

③ 建蔽率：建坪（底地面積）／敷地、用途地域の区分別に決定⇒準防火地域、耐火地

域、耐火建築物、角地の敷地について緩和

④ 容積率：延べ面積／敷地面積、指定地では、敷地面積又は隣接する前面道路の幅

員により延べ面積を制限

⑤ 建物高さ、斜線制限：敷地用途、地域、接する前面道路の幅員、建築物構造で決定

（複雑！）

⑥ 地階：床が地盤面下にある階、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの１

／３以上

⑦ 建築面積：建築物の外壁、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積

２． 消防法（＋各市町村の火災予防条例）

１） 目的：火災被害をｍｉｎに、火災発生危険、火災発生時の人名機器、延焼拡大危険の減

少、火災による人命、身体、財産の被害を軽減⇒建築物の構造、規模、用途、収容人員に

応じた規制（ハード面、ソフト面＋消防設備し、防火管理者などの資格制度）

２） ハード面：消防用設備の設置･維持規制、防災処理カーテン、絨毯の使用関連規制

３） ソフト面：防火管理者の選任、消防計画の作成、年 2 回以上の消化訓練･避難訓練

４） その他：消防に関する行政実施責任は市町村長⇒市町村ごとに消防本部、消防署設置、

立ち入り検査や防火指導など
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２． 商業集積と店舗立地

本章の概要

項目 主なキーワード 参照文献

2.1. 都市機能と

商業集積

１． 都市機能と商業

１） 都市の構成

都市の商業力：行政人口、産業構成、所得力に基づいて集積する商業

面積で決まる。

第 1 次産業：資金収集能力弱い、第 2 次産業：資金運用効果低い、都

市商業力の優位が市民所得↑と都市の活性化に貢献し、第 3 次産業が

発展

２） 都市機能

図表５－１

２． 商業集積の発展過程

路線型中心商業地の形成⇒新商業集積の出現⇒商業中心の交通結節点

への移動⇒旧商業中心の急速な衰退⇒商業地の郊外ロードサイド拡散⇒中

心市街地の衰退と復興

１） 路線型：～昭和 20 年代前半、広範囲の商圏、最寄品業種＋買回り

品業種、高い集客力

２） 新商業集積：昭和 20 年代後半から 30 年代に鉄道整備⇒駅前商店
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街＋駅間街道沿いの路線型商業集積

３） 商業中心の交通結節点への移動：Ｓ３０年代後半駅間距離↓⇒駅

間商業集積が駅前通と街道の交通結節点中心の路線型商店街に

変化⇒第 1 次集積間戦争（路線型商店街ｖｓ駅前商店街）

４） 旧商業中心の衰退：駅前商店街の興隆（デパートなど大型店出現）

⇒Ｓ４０年代に路線型商店街衰退⇒第2次集積間戦争（駅前大型店

ｖｓ駅前商店街）、買回り品業種中心

５） 商業地の郊外ロードサイド拡散：Ｓ５０年代以降のモータリゼーション

発達⇒交通量が市外のバイパスに移動⇒ロードサイドショップ出現

（買回り品業種専門店のﾁｪｰﾝ展開）＋ショッピングセンターＳＣ＠ロ

ードサイド（各店舗＋地元中小店のテナントの共存）⇒第三次商業

集積間戦争（駅前商店街ｖｓ郊外ロードサイドＳＣ）

６） 中心市街地の衰退と復興：Ｓ６０年代～平成、駅前の交通渋滞↑⇒

客足が駅より郊外ＳＣへ⇒駅前商店街の衰退、郊外ＳＣ同士の集積

間戦争⇒平成バブル崩壊後の駅前大型店の衰退･撤退＋郊外のカ

テゴリーキラー、アウトレットﾓｰﾙなどの新業態発生⇒集積間競争か

ら都市間競争へ⇒中心市街地活性下方の成立、駅前中心地の活

性化の取組み

３． 商店街

１） 商店街の機能：ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞへの期待、利便性⇒地域の顔･暮

らしの広場（ｺﾐｭﾆﾃｨｰ機能）へ

項目 機能 ハード、ソフトの具体例

利便性 業種の整備、近さ、交

通の利便

業種構成、長時間営業、駐車

場、バス停

ｺﾐｭﾆﾃｨ

性

地域との密着度、人間

的触合い

住民参加型ｲﾍﾞﾝﾄ、小公園、ｺﾐｭ

ﾆﾃｨｰﾎﾞｰﾄﾞ、市、個店のﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ

ｻｰﾋﾞｽ、接客技術

安全性 交通面、防災、保全 街路灯、歩車道分離、ｱｰｹｰﾄﾞ、

交通規制、商品の安全性

選択性 商品比較、比較業種･

業態の多様性

業種構成、業種配列、店舗集積

力、店舗への連続性、商品の種

類と量

情報性 買い物に役立つ情報

提供

催事のﾒｯｾｰｼﾞ、ﾐﾆｺﾐ誌、商店街

案内板、ＢＧＭ，伝言板、ﾆｭｰﾒﾃﾞ

ｨｱｺｰﾅｰ

解放性 気楽さ、にぎやかさ 歩行者天国、ｺﾐｭﾆﾃｨ広場、カフ

ェテラス

快適性 アメニティ、快適さ 小公園、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ、ｽﾄﾘｰﾄﾌｧ

ﾆﾁｬ、街路樹、ｶﾗｰ舗装、ファサ

ードの向上等

慰楽性 飲食店他娯楽施設の

充実

飲食店、ﾚｼﾞｬｰｾﾝﾀ、ｹﾞｰﾑｾﾝﾀ、

映画館、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

文化性 文化･伝統の活用、フ

ァッション性

ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀ、文化祭、講習会、伝

統行事

２） 商店街のタイプ

隣接型（最多だが存亡の危機）、地域型、広域型、超広域型（別表参照）

４． ショッピングセンターＳＣ

１） 定義と特徴：商業施設全体、特徴：計画的に作成、大規模、広域商

圏対象（駐車場必須）、核店舗が必要、開発者(デベロッパー)が存在

し、専門店がテナントである事が多い

２） タイプ：ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ型（売り場面積 6000 坪、敷地 6万～8万坪、店舗数

100 店以上、核店舗：ＧＭＳ、百貨店数店、駐車場：500～4,000 台、

商圏:車で 20 分、対象人口 5～10 万人）、ｺﾐｭﾆﾃｨｰ型（（売り場面積

4000坪、敷地2.5～3.5万坪、店舗数５０,60店以上、核店舗：ＧＭＳ、

百貨店１，２店、駐車場：100～400 台、商圏:車で 15 分、対象人口 3

～5 万人）、ﾈﾊﾞｰﾌｯﾄ型（売り場面積 1500～3000 坪、敷地 6000～1

万坪、店舗数３０～50 店程度、核店舗：スーパー、ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ１，２

店、駐車場：30～100 台、商圏:徒歩で 15 分、対象人口 1～2 万人）

３） レイアウト：Ｌタイプ、ﾀﾞﾝﾍﾞﾙﾀｲﾌﾟ（２核 1 ﾓｰﾙ）、Ｙﾀｲﾌﾟ（3 通路の角度

に核店舗、中央に公園、集積）、ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ、その他（Ｔ字型、ｵｰﾌﾟﾝﾓ

ｰﾙなど）

４） メリット（集客力、付帯設備、業種構成、企業イメージ）、ﾃﾞﾒﾘｯﾄ（ﾗﾝﾆ

ﾝｸﾞｺｽﾄ、ＳＣ全体の状況に集客力影響、営業時間はＳＣで規定、人

件費↑、取扱商品の限定）
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2.2 店舗立地の

条件

１． 商圏を規定する地理的条件

１） 商業立地の種類

図表 5-5

２） 商圏を規定する地理的要因

３） 立地に関するその他の要因

① 地理的要因（自然条件、資源、風土、･歴史･地域的文化など）

② 社会的要因（通行料、人口（昼間、夜間）、性別、年齢構成、職

業構成、交通体系など）

③ 経済的要因（都市力、商業力、工業力、産業構造、所得水準、

成長性（都市開発、区画整理））

２． 立地の判断要素

１） 誘導施設：人や車両が集まる施設、駅（改札口）、大規模小売店、大

型交差点、大型幹線道路、ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ、ﾚｼﾞｬｰ施設など

２） 視界性（認知度）：短･長期的に店舗物件を自然認知できる視野世界

（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ↓）、基点（誘導施設から見えるか）、対象（店舗の何

が見えるか）、距離（徒歩：20～50ｍ手前、車：100～200ｍ手前（10

～２０km/h で 50m 手前））、主体（見え方、運転視界、視界障害、視

界融合（背景との区別）、視界退行（ハロー現象：他の目立つ看板に

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの意識集中）、判断容易性（3 秒以内に判断可能）、インカー

ブ＜アウトカーブ）

３） 動線

① 種類：主動線（誘導施設⇔人）、副動線、複数動線、回遊動線

（複数の誘導施設間動線を回遊）
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② 人間心理と動線：最短距離実現の法則、保証実現の法則（最

初の横断歩道を渡る）、安全重視の法則（大きな幹線道路、河

川は横断しない）、集合の法則（動線は人の状況で変化）

４） 通行量：店前通行量は潜在的購買力指標（年齢、性別、服装、荷物

の下図、持ち物などから判断）

５） 土地･建物構造

① 店舗前歩道（3ｍ以上の広さが理想）

② セットバック（店舗へ入り易いが視界性↓←看板で補強）

③ 段差、障害物、階数（2 回以上）：視界、心理的に悪影響

④ 入り口の数：多いと入り易いが動線計画に難（主に店舗レイア

ウトから決定）

⑤ 側道、裏道：プラス要因

⑥ 駐車場：見やすく、入り易い事が基本、昼夜とも明るくして認知

度、安心感を向上

⑦ 中央分離帯：反対車線からの入店を制約（マイナス要因）

６） 競合状況：原則マイナス要因、500ｍ以内に集中して誘導施設形成

（３～6 店舗以上、第 2 種大型小売店と同等レベル（3000m2））

７） 店舗のブランド力と立地

① ブランド力が高い：競合店の有無の制約低い、割り込み出店で

売上奪取、競合を退店に

② ブランド力が低い：商圏規模の検討、立地特性と視界性の向

上、建物構造の優位性が必須

３． 商圏

１） 商圏の定義：商業施設が顧客を吸収できる地理的範囲（消費者側：

反復して来店する範囲）、1次商圏（顧客の70～80％居住、20坪クラ

スの店舗で平均 500m）、2 次商圏（顧客の約 30％居住）

２） 商圏調査と資料収集：既存資料の収集･分析（居住者条件、交通条

件、吸引条件）、アンケート調査、訪問調査

３） 理論商圏

① ライリーの法則： Ｂａ／Bb＝（Ｐａ／Pb）（Db／Da）＾2 B:ｘ：都市

X が中間の町から吸引する小売売上高、Px：都市 X の人口、D

ｘ：都市 X と中間都市までの距離

② コンバースの公式：A市からの商圏境界線までの距離＝A・B都

市間距離／（１＋√（B 都市の X／A 都市の X）） X:基本的に

人口、他の指数利用も可

③ ハフモデル：Pij＝（Sj／Tｉｊ＾λ）／（∑（Ｓｊ／Ｔij＾λ）） Pｉｊ：ｉ地

域にすむ客が商業集積ｊに買い物に行く確率、Sｊ：商業集積ｊの

規模＝ある特定商品の販売面積、Tijｉ：ｉ地域から商業集積ｊへ

の買い物時間、λ：時間に関する実験的修正パラメータ

④ 修正ハフモデル：日本の実情に合わせて修正、大型店出店に

際して出店調整の審査指標

ある居住地区からＡ商業地への買物出向比率

＝（Ａ商業地の売り場面積／Ａ商業地までの距離＾2）／（∑（ｘ商業

地の売り場面積／ｘ商業地までの距離＾2））

４． 売上予測の方法

１） 売上高：人が下したその店への価値判断の総和、売上を規定する

のは客

２） 予想売上高の算出方法：年間予想売上＝商圏内総需要額×地域

購買力指数×商圏内目標販売シェア×修正係数

① 商圏の設定：状況により常に変化、顧客データまたは地理的要

因から推定

② 商圏内需用総額=商圏内世帯数×取扱商品の 1 世帯当り支出

額 （世帯数は市役所、当該商品の世帯当り支出学は家計調

査年歩などから推定）

③ 地域購買力指数＝商業人口／行政人口（＞１で顧客流入）

商業人口＝当該地域の小売販売額／当該都道府県の小売販

売額×当該都道府県の人口

④ 商圏内目標販売シェア：競合店調査必要

⑤ 修正係数：当該年度の成長率、統計数値の誤差などを加味し

た修正係数

３）最近の傾向：重回帰分析（多変量解析の一種）を用いた売上高予測が

多用（ﾃﾞｰﾀから売上と説明要因の相関関係を導出、専門的知識と経験必要）

多変量解析：予測モデルと記述モデル
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３．店舗施設とレイアウト

本章の概要

項目 主なキーワード 参照文献

3.1 商業経

営と店舗施

設

店舗は顧客と接する最終購買の場、店舗の役割⇒店舗投資（適正規模把握）⇒売上

高ﾂﾘｰによる売上高上昇策、店舗機能⇒店舗コンサルティング

１． 店舗施設の役割

１） 店舗の役割（７つ）

① 店舗の役割：経営コンセプトの表現の場、顧客吸引の場、商品の提供

の場、情報交換の場、販売促進の場、消費者の購買の場、消費者の相

談の場

② 店舗の環境変化への適応の役割 5 つの要因変化（経営環境、市場環

境、消費者、商業環境、消費傾向）に適応した商業経営⇒店舗施設の

適応（品揃え、価格、ｻｰﾋﾞｽ、販促、陳列、付帯設備などの総合的な魅

力のレベルアップ）

２） 店舗力（＝店における客を出迎える準備）

① 戦略の流れ：経営戦略（商品計画、店舗計画、販売促進計画）⇒経営戦

術（店舗施設、商品構成、販促策、接客技術、価格政策）⇒具体的な展

開

② 小売業の経営力＝商品力（商品構成、価格政策）×販売力（接客儀湯

津、販促策）×店舗力（店舗のクレンリネス、店舗設計･内装･外装･什器

設備、店舗レイアウトなど）

３） 小売ﾐｯｸｽ（＝最大の相乗効果を得るための小売店舗要素の効果的な組合

せ、４Ｐの小売業版）

小売ﾐｯｸｽ＝ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ（商品化政策、Ｐｒｏｄｕｃｔ，Ｐｒｉｃｅ）×ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ×

ｻｰﾋﾞｽ（Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ）×立地（店舗施設）×仕入れﾁｬﾈﾙ×営業時間（以上 3

つはＰｌａｃｅ）

２． 店舗投資と採算性

１） 店舗と経営効率

① 投資と成果：生産性＝output(成果)／ｉｎput(投下)、

・ 財務的視点：総資本経常利益率

・ 店舗運営の立場：店舗利益額／経費

② ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ：減価償却費、創業費、増築費

③ ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ：固定費（家賃、広告宣伝費など）＋変動費（仕入れ代金、水

道光熱費、通信費など）

２） 利益と店舗：利益額＝売上高×粗利益率

売上高＝店舗面積×売上効率、（坪当たりの売上、ﾃﾞｯﾄｽﾍﾟｰｽ、物件の良

否、店舗の陳腐化に留意）

粗利益率＝粗利益額／商品売価、（売上高－商品原価＝粗利益額）

小売業の経費：売上原価（商品原価）以外のほとんどが固定費、経費↑⇒損

益分岐点↑

現金販売主体⇒資金繰りに余裕⇒伝統的な倒産の原因は投資の失敗が大

半

３． 適正規模

１） 適正規模＝最小費用で開発維持され、最大効果をもたらす店舗規模（条件
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で変化）

２） 適正規模の算定

① ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ面からの算定：

適正規模＝（商圏内消費需要額×目標販売シェア）×可能単位面積あ

たり販売額

② 財務面からの適正規模の算定：（生産性の効率を考慮し、人員と売り場

面積を決定）

適性人員＝目標売上高／人員一人当たり目標売上高

適正規模（売り場面積）A＝適性人員あたり管理面積×適性人員

適正規模（売り場面積）B＝目標売上高／単位面積あたり目標販売額

A の適用先：ｸﾗｰｸｻｰﾋﾞｽ重視の業種、省力化、専門店化（ﾌﾛｱｾｰﾙｽの

人員管理）

B の適用先：ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽ店舗、増床計画

出店時だけでなく、日常の管理活動（経営効率評価）にも活用

③ 総合勘案による適正規模の算定

顧客のテナント出店時等上記算出式では困難な場合⇒以下の要素を総合

的に勘案

従来の売上実績や顧客数、現人員体制、出店業種や重点部門の選定、

管理体制とレベル、店長人材の確保、投資能力

４． 店舗による売上上昇策

１） 売上高要素ﾂﾘｰ（店舗売上高＝来客点数×客単価）

図表６－７

２） 店舗とｻｰﾋﾞｽ

① ﾋﾞﾌｫｱｻｰﾋﾞｽ：顧客数（吸引力）の向上

店舗を目立たせる、店頭や商品への関心を誘引、購買意欲を刺激、店内

に誘導

② インｻｰﾋﾞｽ（客単価の向上）

店舗イメージと客層のマッチング、商品密度↓で空間の一体感、素材感を

活かす什器設備の活用、部分照明の活用、動線の回遊、展示陳列で商品

個性を強調、組合せ陳列、まとめ買いの勧誘

③ ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ（客数（来客頻度･リピート率）の向上）

店舗イメージの鮮明化、顧客への直接的ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ、CI 活動推進、外装

の個性化、店舗ｲﾍﾞﾝﾄ・催事台の活用→敵的な DM/チラシ・ノベルティ配布、

ｲﾍﾞﾝﾄの開催と招待、定期巡回ｻｰﾋﾞｽ、顧客のｻｰｸﾙか（会員化）

５． 店舗の機能（5 つのセル機能）

１） 宣伝訴求機能（目立たセル）：存在感、個性、活気（量感）←看板、ﾌｧｻｰﾄﾞ、

店頭、ﾊﾟﾗペット､ｼｬｯﾀｰ

２） 誘導機能（入らセル）：駐車場、出入り口整備、ｼｮｳｳｲﾝﾄﾞｳ、店内見通し↑、

店内雰囲気（明るい、活気）、店頭の演出

３） 巡回･展示機能（回らセル、見セル）：デッドｽﾍﾟｰｽ↓が重要、天井･床･壁、通

路･動線、ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾟｲﾝﾄ、照明、色彩、陳列、ディスプレイ（展示･演出）

４） 選択機能（選ばセル）：グルーピング、展示陳列、ゴールデンゾーン

５） 購買機能（買わセル）：＝クロージング、購買形態（接客技術含む）、レジ位

置、ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ、POP

６） その他の機能：

再来店機能：客数に主眼、リピート客（固定客）の確保⇒売上安定（新規客は

売上増加）

① 購買時点：納得感・満足感の醸成（魅力的な陳列･演出、丁寧な接客）、

客が店舗を出るまで展示、演出に留意（退店までの動線考慮）、見送り

まできちんと接客

② 購買後：ちらし、DM,、ｅメールの送付、ｲﾍﾞﾝﾄ･セールの催事開催、5 つの

セル機能の強化

3.2 店舗施

設と什器

１． 建物の知識（敷地・建築構造）

１） 敷地

① 角地：

敷地に余裕あり：ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾍﾟｰｽでゆとり感、催事ｽﾍﾟｰｽ、駐車場（18m2/

台以上）

敷地に余裕なし：脇の吹く道路の通航量で利用度決定（副道路側の開放

性も確保）

② 使いにくい敷地：余裕があれば倉庫、駐車場、ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾍﾟｰｽなどに活

用、無ければ変形部分は管理ｽﾍﾟｰｽにして売り場は矩形に、奥行きが

深すぎるなら中継地点設置、L 字型店舗は角部をマグネットポイントに、

段差はスロープで解消、坂道：中央高さに店舗の出入り口設定。

２）建築構造：ローコスト、高耐久性、短工期、長スパン、デザインの業態･業種適

性、複層店舗：２F ﾌﾛｱの価値は１F ﾌﾛｱの 6 割（顧客誘導が困難）

２． かんばん、ファサード、出入り口、ショーウインドウ

１） 看板：基本機能（視認性、可読性、記憶性、想起性）、ｱﾋﾟｰﾙ技術（色彩効果、

６．
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照明効果、動き、デザイン･大きさ）、種類（屋上看板、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ看板（建物前面

上部）、突き出し看板、置き看板、ｻｲﾝﾎﾟｰﾙ

２） 外装（ファサード）：統一感が重要、機能（集視機能、誘導、業種業態表現、ｲﾒ

ｰｼﾞｱｯﾌﾟ、店格アップ）

構成：ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ（非日常空間を PR）、店頭（ｼｬｯﾀｰで隠れる部分）、ｼｬｯﾀｰ

３） 出入り口：出入り口数（店舗間口４間で１箇所、6-7 間で２箇所程度）、出入り

口幅（１８０cm、高さ２m 基本）、位置（左右どちらかに寄せて設置、役所など

は中央）、開放度（物理的、開口度）、開放感（見通しの程度、雰囲気）

４） ショーウインドウ･ガラススクリーン：クローズドﾀｲﾌﾟ（商品訴求力↑、高級専門

店向け、ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ（店内誘導力↑）

３． 天井、床、壁面

１） 天井：２．７～３ｍ、下がり天井、釣り天井、切り込み天井（上がり天井）

２） 床

３） 壁面：手が触れる下部は腰と呼ぶ（清掃し易い素材）、上部が壁、腰の下１０

cm ほどが幅木、奥行きがある際は暖色系、圧迫感↓には寒色系

４． 店内動線と通路

１） 通路：主通路（人と人がすれ違う、１．２～１．５ｍ幅⇒３ｍ幅も、出入り口～レ

ジを主通路で連結

副通路：９０cm（人の厚さ３０ｃｍ＋人の幅６０cm）以上

２） 動線：従業員動線（商品動線）：短い方が効率↑、客動線：長い方が良い、従

業員動線とｸﾛｽさせない、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾗﾌｨｯｸ方（買い回り性の高い店向け）とｽ

ｸｴｱ型（客回転↑、効率重視型）

５． 什器と設備：人間工学（陳列面から６５cm 離れた視認幅は９０cm⇒１ユニット幅、

手先からひじまで約４５cm⇒棚の奥行き）

3. 3 商品

陳列とディ

スプレイ

１． 照明

１） 照明の働き：適切な明るさの提供、イメージ作り（ｽﾄｱｺﾝｾﾌﾟﾄ表現）、誘導、商

品ｱﾋﾟｰﾙ（差別化･鮮度強調）、客の商品選択を助長

２） 光源の種類：蛍光灯（拡散光、照明効率良、演出性･演色性悪い、広範囲照

明）、白熱灯（直接光、陰影･質感良、低効率、商品の劣化、演出性・演色性

良）、その他（HID など））

３） 照明の方法：直接照明、半間接照明（カバー越し）、間接照明（影に入れる）

４） 照明の種類：ﾍﾞｰｽ照明（蛍光灯、最寄り性高い業種向け）、重点照明、装飾

照明

５） 照度：ルクス（Lx）＝光束（ルーメン：Lm）／面積(m２)、１００W 電球真下１ｍの

明るさ＝１００ルクス、光源からの距離の二乗に反比例、光源の光色＝色温

度（K）←白色蛍光灯で４２００K 程度

２． 色

１） 色の三要素：色相（彩り、色相環）、明度（色の明るさ、無彩色のｸﾞﾗﾃﾞｨｴｰｼｮﾝ

１０分割：明度軸）、彩度（鮮やかさ）

２） マンセルツリー：明度軸を色相環の中心に⇒こま

３） 色の性質：性質（暖色、寒色、中間色）、イメージ（濃淡、寒色、暖色）、色の調

和（補色、同系色）

図表６-１９

ｊ

３． 陳列

１） 陳列の働き：客とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手法、ｽﾄｱｺﾝｾﾌﾟﾄなど店の方針をｱﾋﾟｰﾙ、情

報伝達（商品情報、生活提案など）、比較選択条件としての価格表示、店内

に活気を演出、ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｲﾝﾄの強調による商品特徴の表現、POP 演出などに

よる商品価値の向上、街の活気演出

２） 陳列の種類：量感陳列、変化陳列、展示陳列

３） 量感陳列（まとめて陳列、活気とボリューム感、安さを表現）

① 留意点：目的：安さと活気、注意点：量感、統一性、ｱｲﾃﾑを多く、POP を

大きく、手にとりやすく、思い切った迫力
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② 種類：島出し陳列（仮説ステージや積み上げでｱｲﾗﾝﾄﾞ部分作る）、飛び

出し陳列（あるフェイスのみ飛び出し）、スロット陳列（ゴンドラなどの棚を

外し、同じ商品をたくさん積み上げ迫力を出す）、ジャンブル陳列（投げ

込み陳列、バスケットなどに無造作に放り込み、量感と安さを演出）、エ

ンド陳列（ゴンドラのエンド部分を使用）、ｹｰｽ内の積み上げ陳列（シャ

ツ、薬などに）

４） 展示陳列：商品一つ日藤の特徴を強調、使い方を表現⇒商品価値向上、演

出性高い

① 留意点：目的：美しさによる価値の向上、集視によるカテゴリーｺｰﾅｰの

集客、情報やｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの伝達、留意点：整列感、季節感、テーマ（組

合せ、使用法、使用者別、色彩、素材、季節、旬、品質など）、企画性、

美しさなど、小物やアクセントをつけ、細心の注意と気遣い必要

② ﾃﾞｻﾞｲﾝの原則：正面から：３角形（ほかに逆三角形、十字型、放射線型、

方形、直立型）、商品の上端の高さを変える、前方低く後方高く、上から

見て前からの位置を変える

③ 種類：集視陳列（量感陳列に展示陳列を食い込ませ視点を集める）、壁

面上部陳列（ﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ活用）、ケース上陳列

５） 変化陳列：アクセントを持たせて変化をつける。ﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽに利用

① 留意点：目的：意外性による個客感情の興奮の誘因、注意点：購買行動

の阻害の防止、アイデア勝負

② 種類：ｻﾝﾌﾟﾙ陳列、空間陳列（吊り下げなど）、特殊陳列（覗き穴陳列、

ボックス陳列、ｼｽﾃﾑ什器による陳列、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ積み上げ陳列など

４． ディスプレイ

１） ディスプレイ管理

フェイシング管理（商品を選んでもらう為のフェイス面の管理･整備）

① 魅力面の表示、棚感覚の縮小（量感の整備、売れ残り感の防止）、フェ

イス数の調整、前出し陳列の励行、縦陳列の利用

② ハンガー陳列：片側寄せで１/3 ｽﾍﾟｰｽ空き、ハンガーの向き、洋服の向

きの統一、前に短丈、サイブ分類の多い商品はネックに色別表

２） ゴールデンゾーン（最有効陳列範囲）

性別で差（男性：床上７０～１６０ｃｍ、女性６０から１５０ｃｍ）、低い位置：商品を

平置きまたは傾斜角度、高い位置：下の陳列のサポートに利用（展示陳列、空間

陳列、案内板、ポスター、看板 POP など）

３） ＰＯＰ（Point of Purchase Advertising、購買時点広告）

① 役割：商品情報（価格、サイズ、価値、流行性、季節性など）、店内案

内、消費者へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ（商品利用時の生活様式の変化）、新商品情

報、地域の個性商品の情報

② 対象：買う商品を計画的に決めている人、店で見て決める衝動買いの

人

③ 作成の注意、設置の注意

3.4 店舗レ

イアウト

１． 店舗レイアウトの前提

１） 前提条件の確認

経営理念などの確認（ｽﾄｱコンセプトの確立）⇒外部要因（競争条件、消費者、業

界動向、地域特性、立地条件、通航量など）⇒内部要因（従業員、顧客、店舗規

模、商品品揃え、資金力、経営者、販売方法）

２） 店舗の構造上の確認：店舗形状、店舗面積、柱･階段･壁面、店舗の変形部

分、給排水設備、道路、駐車場の位置、出入り口の位置関係、バックヤード

への位置関係など（マグネットポイント、ﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽの把握）

３） 業種上の注意点：ブティック類（フィッティングルームが必須）、薬局（薬事法で

調剤室必須･２坪以上、最低売り場面積６坪以上、調剤室以外の用途兼用禁

止、調剤室が居間･便所･倉庫への通路となる構造の禁止）、めがね店（検眼

スペースの確保）、高級化粧品店（接客ｺｰﾅｰ）、花屋（キーパー、給排水設

備）、飲食店（給排水設備＆換気設備必須）、呉服店（座売場必要、ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ

ﾙｰﾑ不要）

２． レイアウトの作成手順（客に訴えかける）

１） ストアコンセプトの確認：店舗の運営方針を固める。ドメインの３要素：WHO

（誰に対して）、What（何を提供するのか）、How（どんな風に提供するのか）

←商圏の把握と標的顧客の確認

２） 簡単なグルーピングイメージの想起（第１グルーピング⇒細分化⇒ゾーニン

グ

３） 壁面ﾚｲｱｳﾄ：売る商品：恒常品（常備品）、流行品、季節品、見せる商品：販

促品、市販品と名声商品

４） インストア計画：立ち寄り率＝客が立ち止まった回数／客が通った回数（レイ

アウト、関連性、ゾーニングで改善）、買い上げ率＝客が購買した回数／客

が通った回数（当該カテゴリーの売り場で改善）

５） 最終調整


