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＜事例Ⅱの解答フロー＞

目的：７０％の得点確保！（事例Ⅰ＆Ⅱで７０％、事例Ⅲ＆Ⅳで５０％台後半、併せて６０％確保を狙う！）

問題の構造化→設問の関連付け→コンサル診断→解答

＊ 小見出し以外の書き出しは、なるべく設問文の余白を使用

＊ 消費者の立場で考える

＊ 与件文、設問文にヒントあり！

１． 設問文を読む：設問の意味を一次の KW に置き換えて書く（ex「情報技術の変革」＝「IT 革命」）

←何を聞いているのか、出題者の意図を考える

２． 与件文をざっと読む（マーカーでアンダーラインを引く、長い文章題では小見出しをつける）

全体のテーマ、出題者の意図を設問文の先頭に書いておく（戦略策定プロセスパターン（事例Ⅱはこちらが多

い）か、問題解決プロセスパターン（事例Ⅲに多い）か） ～5 分

３． 問題文を構造化する（事業機会の探索→ドメインの選択→事業戦略の確立→経営資源の配分）

１）SWOT 分析（SWOT で抜き出す） ～15 分

←与件文にアンダーラインを新たに引かず、余白に書き出す（KW で）

２）新しいドメイン（ストアコンセプト）を S と O から考える（誰に、何を、どのように）（KW のみ書き出す）

・ まず全体を鳥瞰的にみてから、細かいところへ：ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ（社内、社外）を念頭において考える。

・ ポジショニングマップ（ブランドポジショニング、商品ごとのポジショニング）を書く（他社商品との競合また

は自社商品とのカニバリズムを特に考慮すべき場合）

・顧客対応など、顧客支点から統一的に考える。

３）新しいドメインを設立させる為の経営課題を W、T および設問から考える（KW のみ書き出す）

←ターゲットフィット（顧客ニーズと４P の整合性）とミックスフィット（４P 間の整合性）に注意

４）各設問を、上記の構造図に割り振る（答えの方向性、KW のみ設問文に書いて設問間の関連を見る）←他の

事例よりも設問間の関連が強く、一つ間違えると他の回答にも波及 ～25 分

４． 解き易い、また配点の大きな解答から解答

半分解答 ～５０分（２５分間）

全部解答 ～７０分（２０分間）

見直し ～８０分（設問間のつながり＝コンサルティングストーリの一貫性は OK か？与件文、設問文の条件で

使っていないものは無いか？←特に提案で）
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設問内容、作業 定石 自分の弱点、留意点

問題文に与件が無

い時

原理･原則に則って解答

解答記述作業 ・ 誤字に注意！（的確≠的格（適格○）、棚卸、購買≠購売、組

織≠組識、撤退≠徹退×、徹底≠撤底×、適正≠適正）

・ 単位の書き落としに注意（％、回など）

・ 文章形態：例＞理由は・・・からである。（「述べよ」の時には体

言止は使わない！）

・ 課題と問題の表現の区別を！

特に財務事例！

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ型だが（何

が考えられるか？）

与件文を単純に書き出さない（与件文の根拠から類推・解釈して解

答）

一次の知識も活用

難しい問題 解答フローの上流に力を入れる（与件文読み＋要求ﾚﾍﾞﾙの把握）

「自分の解答が違うかもしれない」：他の可能性を必ず出して比較

する

はっきりわからない

時

ボカす。解答の抽象度を上げて、複数の要素を入れておく いきなり決め打ちしない、複数の解

答案（KW）を考えてから選択する

「最も重要なもの 1

つ」と問われたら？

他の設問との関連から、当該事例のコンサルティングストーリーの

本流に乗っているかどうかで選択。

情報システムの構

築

現状の一つ上の段階を問われる事が多い（2ランク上は、将来課題

として挙げる）

例＞CMMI：放置(その場対応)⇒反復対応⇒対応が定義されてい

る⇒管理されている⇒最適化されている

ｸﾘｯｸ＆ﾓﾙﾀﾙ（マルチﾁｬﾝﾈﾙと捉え

る）⇔ﾌﾞﾘｯｸ＆ﾓﾙﾀﾙ

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ、SC 全ての企業の機能は投入⇒加工⇒産出で上流･下流とつながって

いるが、隣り合った機能が同じ価値観で動いているか？

各業種の機能を意識（企業内 VC）⇒業種間の SC⇒戦略策定

事例Ⅱの一般的な

戦略策定ﾃｰﾏは？

①顧客関連性重視、②ブランド戦略、③業態転換、④SCM、⑤ISM

事例Ⅱの一般的な

問題解決ﾃｰﾏは？

①ターゲットフィットの実現（ターゲット顧客と４P のズレの解消）、②

ミックスフィットの実現（４P間や、各Pの要素間の不整合ex>既存ブ

ランドと新ブランドのカニバリゼーションなど）

SWOT 分析 ・表現が中立的な部分も要チェック

・内部資源を問われた時に、「顧客の信頼」自身を挙げない（その

根拠となる社内リソースを挙げる。例＞社長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟや人脈）

←何を意味しているのか、一次の

知識で考える。特にTとOを始めか

ら区別しない（３C も利用）

戦略の方向性を問

われたら？

ドメインで答える（誰に C、何を F、どのように T） 設問に無くても KWを書き出しておく

経営課題は何か？ 外部環境の機会を活かす為に W をどう克服するか（WO の視点）で

考える

SOでドメイン設定、WO、Tで課題設

定

設問と事例企業の

時間軸の関係

事例企業の現在の位置よりも前の問題：過去の失敗理由や、特定

の方向に意思決定した理由を問われている。

〃より後の問題：今後のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略に関する問題

課題（問題点）の設問と、対応策の

設問の関連に注意（文の構成も連

動させる）
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ポジショニング 顧客から見た企業価値でﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ分析（SWOT の「機会」＝顧客

ニーズから軸を作る）

自社の現状を原点に置き、競合他社を配置する

売上について問わ

れたら？

売上＝購買客数 or 来店客数（＝顧客数×来店回数）

×客単価（商品単価×買い上げ点数）

売上分解ﾂﾘｰで考える

利益の減少の分析 売上原価の上昇による売上総利益率の低下と販管比率の上昇

（人件費↑など）による営業利益率の低下をﾁｪｯｸ

PL を頭において

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略 プッシュ（人的販売）とプル（広告、パブリシティなど）の両面から販

売促進を考える

プル：顧客リストと DM の組合せ

プッシュ：イベントと店頭陳列での PR

店頭ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ：POP、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ型陳列

店外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ：マス広告、チラシ、DM

SP：イベント、スタンプ、クーポン、実演販売、特売など

DM を思いつき難いので注意！

特売（ロスリーダー戦略）は外した

時（ついで買いに結びつかず）に利

益･売上↓

顧客ニーズの収集

分析と活用方法

顧客情報：ポイントｶｰﾄﾞ（発行時）、店頭情報（対面）

購買履歴：POS（RFM）

活用：個別対応による固定客化（ｶｽﾀﾏｰﾛｲﾔﾘﾃｨｰの向上）

消費者の安全面、

不安の解消

原材料名、添加物、生産者などを適性に表示する 表示・情報公開（＝顧客とのｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ）を手段として認識せよ！

熟練者確保が困難 対応：標準化、KM で対応

在庫が多すぎるとき

の問題点と対応

①運転資金の固定化、②ﾃﾞｯﾄｽﾄｯｸ↑、③在庫関連費用↑、④市

場対応力・柔軟性↓、⑤保管ｽﾍﾟｰｽ↑

対応：発注方式の見直し（POS で見込み生産など、ABC 分析）

各業種の特徴と課

題

小売、卸売り、サービス業、製造毎に

ﾒｰｶ⇒ﾒｰｶの機能：需要予測と長期購買契約

各業態の特徴と課

題

業態化＝顧客の問題解決による差別化戦略と考える（＝ドメインの

再構築）

・ 食品スーパー：ミールｿﾘｭｰｼｮﾝ提供

・ ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ：健康と美容の問題解決

・ 事務用品・家電：ｵﾌｨｽｿﾘｭｰｼｮﾝ

・ ホームセンター：生活上の問題解決（ﾎｰﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ）

・ 百貨店：生活充実の問題解決（ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ）

小売製造のﾏｰｹﾃｨ

ﾝｸﾞ戦略（H13-Ⅱ）

ターゲット市場の確定⇒ﾌﾟﾗﾝﾄﾞポジショニング

↓ →ﾀｰｹﾞｯﾄ顧客絞込み

↓ →優良顧客の選別←RFM 分析

最適ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ⇒ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ／ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略／店舗施設戦

略

３C とストアコンセプト（ドメイン）、４P 中心に

ｃｈ＞MP資料（経営戦略策定）

顧客から見た企業価値でﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝ

ｸﾞ分析

店舗の売り場面積

の割り振り

売り場生産性指数（売上高比－売り場面積比）で各商品カテゴリを

割り振り
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卸売業の主な業態

タイプ

①ｶﾃｺﾞﾘｰ・キャプテン：特定の大型量販店対象、特定のｶﾃｺﾞﾘｰに

限定したフルライン供給、②ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ・ﾎｰﾙｾﾗｰ：中小量販店対象、

ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ・ﾁｪｰﾝを主催しﾄｰﾀﾙにﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援、③ﾘﾃｰﾙｻﾎﾟｰﾄ特

化型：中小小売店対象、④ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ・ﾍﾞﾝﾀﾞｰ：特定の大型量販店

対象、専用物流ライン確保で専門化した物流対応、⑤ﾗｯｸ・ｼﾞｮﾊﾞｰ：

大型量販店の売り場の一部を借り、仕入れ、価格設定、陳列、販

促など一切の販売機能の委託を受ける、⑥キャッシュ＆キャリー：

顧客の小売業者に来店してもらい、現金で取引

卸の経営課題

（価値の創造）

卸⇒小売の機能：リテールサポート、ﾗｯｸｼﾞｮﾌﾞ、C&C

卸⇒メーカの機能：金融機能（ﾘｽｸをとってまとめ買い）→量産効果

でｺｽﾄ↓

物流：物流のみ⇒３PL（在庫管理～受発注管理まで代行）

情報：情報マッチング機能を充実（ｅﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ、ＳＣＭ）

ｻｰﾋﾞｽ：リテールサポート機能の充実

リテールサポート機

能のレベル

3 つのレベル：①日常業務支援レベル（ＰＯＳ化、事務代行、流通加

工（ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ）代行など）、②経営管理レベル（品揃え支援、価格

設定、ﾚｲｱｳﾄ、金融、人材）、③戦略的計画レベル（改装、出店、業

態開発など）

物流 ABC とは Activity-Based-Costing 活動基準原価計算（活動別にｺｽﾄ把握）

←物流改善による物流ｺｽﾄ↓、現場の無駄の発見、物流ｻｰﾋﾞｽｺｽ

ﾄを計算し、顧客別に採算分析、協同物流施設の利用料金の設定

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ FC フランチャイザー（本部）のメリット：①出店コストなど初期投資の削

減、②ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰな他店舗展開

フランチャイジーのメリット：①経営ﾉｳﾊｳの取得、

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ FC

ネットショップの特

徴

メリット：①十分な説明が可能、②接客嫌いの顧客の取り込み

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ：①支払いや商品受け渡しに不安、②顧客情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ

ｃｈ＞情報ｾｷｭﾘﾃｨｰの対応策

（ｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ、ﾌｧｲｱｰｳｫｰﾙ、ｳｲﾙｽ対策ソフト、SSL など暗号化、

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ、多重化など）←物理的ｾｷｭﾘﾃｨ、ｼｽﾃﾑ〃、管理的〃、人

的〃＋個人情報の保護＋ｻｲﾄでの訪問販売に則った表示

ｸﾘｯｸ＆ﾓﾙﾀﾙの留

意点

既存店舗と同様の機能の付加、既存店舗の補完としての利用⇒顧

客ﾃﾞｰﾀの結合が鍵

CRM とは？ ・顧客獲得⇒維持⇒得意先に転化（MKT/Sales＋IT）

・CRM 登場の背景：顧客維持ｺｽﾄ<<新規顧客開拓ｺｽﾄ（１：５）、既

存顧客の離反率高い（5 年で 1/2）

・主な機能：営業活動支援機能・商談管理機能⇒SFA／顧客管理

機能･顧客対応管理機能／ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ活動支援機能・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ支

援機能

・CRM 導入のﾎﾟｲﾝﾄ：顧客とのチャネル統合（情報の一元化）、ﾁｰﾑ

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの実現（情報の全社共有）

顧客を選らばない：ワン to ワンﾏｰｹ

ﾃｨﾝｸﾞ（CRM）

⇔顧客を選ぶ：ロイヤルティﾏｰｹﾃｨ

ﾝｸﾞ（FSP）
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SFA 導入上の留意

点

・ 導入に併せて人事評価制度も見直す（ﾁｰﾑ単位に）

・ 情報を入力したヒトに報いる仕組の構築

ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾏｰｹﾃｨ

ﾝｸﾞ

ｃｈ＞MSP

SCM の目的は？ CS の追求→売上増加とロス削減（機会ロス、在庫ロス）による CF

の最大化

ｃｈ＞当期理論と延期理論

ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの

留意点

顧客にとって関連性のある商品郡単位で管理

ｶﾃｺﾞﾘｰ全体についてｱﾄﾞﾊﾞｲｽできる能力が必要⇒営業・企画・財

務・情報システムなどから構成されるﾁｰﾑが必要ｓ

ｃｈ＞ECR、QR

受注業務の効率化

のパターン

①電話、FAX⇒EDI、②一部 EDI 利用⇒EDI へ一本化、③営業マン

が受注⇒ﾓﾊﾞｲﾙ化

ISM の具体的実行

策

客単価＝動線長×立ち寄り率×視認率×買上げ率×買上げ個数

×商品単価のどこの課題を解決するかで考える。

Ⅰ ﾏｰｹ事例の診断フロー概要

着眼点：顧客ニーズ、市場の成長性、競合環境の変化で従来ドメインや経営リソースに齟齬発生⇒新規ドメ

イン（ストアコンセプト）の設定⇒ﾏｰｹ戦略（４P）⇒店舗戦略

１． 戦略策定プロセス全体

２． 事業機会の探索：SWOT 分析による外部環境（T,O）と内部環境（S,W）

１）切り口：３C と５F、バリューチェーンを活用

バリューチェーン：主要活動（社内向けロジスティクス＝購買物流→ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（製造）→社外向け

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ（出荷物流）→ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・販売→サービス）と支援活動（企業インフラ、HRM,ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発、

調達）のマトリックス

２）企業・業界・市場（商圏）の歴史確認

３）外部環境（T,O） ミクロ環境とマクロ環境

①市場（顧客）

②競争業者（現在、新規参入）

④供給者

③立地（商圏、誘導施設など）

＜売上予測の方法＞

ａ）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

ｂ）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
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ｃ）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

４）内部環境（S,W）：経営資源中心

①卸売り、小売、サービス業：人（能力、士気）、モノ（生産力、設備投資）、金（財務力、購買力）、

情報（マーケティング力）、技術（研究開発力）、サービス

② 店街：組織、環境整備事業(ハード)、共同経済事業（ソフト）

５）事業機会：SWOT の深堀

① WO 戦略：解決可能な W の存在→オペレーションレベルの原則（与件になし）に当てはめ、W

を克服して Oの事業機会にﾁｬﾚﾝｼﾞ、2 次試験の主役

② SO：単純化された戦略（ST,SO,WT の要素が無い場合）

③ ST：経営資源やオペレーション上の強み（与件）が根拠←現実には余り無い

④ WT：マクロ環境が要因となるケース多い。非常に大きな戦略の組換え必要

３． ドメイン（事業領域）の選択

１）戦略方向性策定

①アンゾフの成長ベクトル

既存 ← 製品 →

新

市場浸透戦略 新製品開発戦略

既存

市場

新 市場開拓戦略 多角化戦略

・ 多角化戦略の類型（市場の多角化と事業の多角化）：垂直統合型、本業中心型（集約型／拡散型）、

関連型多角化（核が無い、集約型／拡散型）、非関連型（相互独立）

②ポジショニングマップ（ドメインを考える際に、軸は、顧客価値で選択）

量販店依存度高い

チャレンジャー

型
リーダー型

限定サービス

フォロワー型 ニッチャー型

中小店依存度高い

フルサービス

競争地位 市場目標 競争基本方針 市場ターゲット

リーダー ・ 最大シェア

・ 最大利潤

・ 名声・イメージ

全方位戦略

（周辺需要拡大、非価格

競争、同質化対応）

フルカバレッジ

チャレンジャー 市場シェア 差別化戦略 セミフルカバレッジ

ﾌｫﾛﾜｰ 生存利潤 模倣戦略 経済性セグメント

ニッチャ- 利潤、名声・イメージ 集中戦略 特定市場セグメント（製

品・顧客層の特化）
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③3次元定義（顧客ﾀｰｹﾞｯﾄ、顧客ﾆｰｽﾞ、独自能力（技術などｺｱｺﾝﾋﾟﾀﾝｽ））

２）事業領域の選択（誰に、何を、どのように）

①製造業、卸売業：ドメインの決定

②小売業：ストアコンセプト

③商店街：街づくりコンセプト

４． 事業戦略の確立

１）成長（全社）戦略

ドメインに対するマーケティングコンセプト

・ 消費者志向

・ 社会志向

・ 商品志向：

２）競争(事業)戦略

①アンゾフの競争戦略

・ 市場細分化（定量的細分化基準、定性的細分化基準）

・ 製品差別化（製品属性の差別化、イメージの〃、サービスの〃）

・ 市場占拠率（シェア）拡大

・ 市場集中化

②ポーターの競争戦略

・ コスト・リーダーシップ戦略：

・ 差別化戦略

・ 集中化戦略

・ 差別化集中戦略

③デファクトスタンダード戦略（クローズドﾎﾟﾘｼｰ、ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟﾘｼｰ）←技術革新速度↑、企業間レベル

拮抗、ネットワーク化・デジタル化の進展

ネットワーク外部性（直接効果、間接効果）→＋ユーザーの予測による加速→デファクトスタ

ンダード確立

⇒圧倒的シェア獲得、効率的な生産可能、膨大な利益獲得

④戦略の今日的なｱﾌﾟﾛｰﾁ

・21 世紀型経営戦略論：分析型ｱﾌﾟﾛｰﾁとプロセス的ｱﾌﾟﾛｰﾁの統合（コンディンジェンシー＝状況対

応型）

３）オペレーション戦略（機能戦略）：

①組織・人事戦略

②マーケティング戦略

③生産・技術戦略

④財務戦略
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５． オペレーション戦略：マーケティング戦略

１）市場細分化（セグメント化）戦略：消費者分析中心

市場細分化の基準：

地理的変数 地方、気候静

態

的

ﾃﾞﾓｸﾞﾗﾌｨｯｸ変数（人口動態的） 年齢、性別、学歴、職業、ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ、

社会階層、地域

客

観

的

刊行ﾃﾞｰﾀ（2 次情

報）

行動変数 健康、購買頻度動

態

的

ｻｲｺｸﾞﾗﾌｨｯｸ変数（心理的変数） ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ、生活価値観､ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ、ﾗｲﾌ

ｽﾀｲﾙ、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾘﾃｨ、製品関与、関心

主

観

的

消費者調査必要（1

次情報）

２）標的市場の決定：ターゲッティングとポジショニング

３）ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞミックスの最適化（４P 中心に）

①業種別の概要

製造業 製品計画・価格戦略・ﾁｬﾈﾙ戦略・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略

卸売業 品揃え・価格政策・物流・リテールサポート・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

小売業 品揃え・価格政策・店舗・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ

商店街 MD 帰納・環境施設サービス機能・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ機能

サービス業 ｻｰﾋﾞｽ品質計画・価格戦略・プロセス・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

②ターゲットフィット：無差別ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（最大コ約数の４P を全てのターゲット市場へ）、差別化ﾏｰｹﾃｨﾝ

ｸﾞ（全ての市場に各々違う４P投入）、集中化ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（ターゲット市場の絞込み）→内外環境×ドメイ

ン×市場属性で選択

４） プロダクト戦略（ブランド戦略）

① 製品の概念（核、形態、付随機能）

② 製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙＰＬＣ

導入期 成長期 成熟期 衰退期

売上高 低水準 低成長 低成長 低下

利益 ほとんどなし ピーク 低下 低いまたは０

費用 高い 高い 低下 低い

顧客 革新者 多数採用者 多数採用者 採用遅滞者

競争企業 不在 or 少数 増加 多数 減少

戦略目標 市場開拓 市場拡大 シェア確保 生産性維持

製品戦略 一次品質重視 2 次品質重視 ３次品質重視 1 次品質重視

価格戦略 高い 下降 低い 上昇

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略 開拓的 競争的 維持的 維持的

チャネル戦略 開拓 拡張 拡張 選択

③ 製品ミックス：製品ｱｲﾃﾑ＝深さと製品ライン＝幅→製品ミックス計画←ＰＬＣ

④ 製品開発←ＰＬＣ

├→製品開発戦略・製品開発組織→製品開発プロセス

└→ブランド戦略／知財戦略
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⑤ ブランド戦略

ａ）ブランドの役割：対消費者→製品の特性や品質の明示、責任の所在の明確化、探

索コストの削減、自己イメージの伝達／対企業→取り扱いや追跡の単純化、独自の特

徴の法的な保護、競争優位の源泉、市場の細分化

ｂ）ブランドの分類：統一ブランド（ファミリー・ブランド）、個別ブランド、プライ

ベートブランド（ＰＢ）、ナショナルブランド、ノー・ブランド（ｼﾞｪﾈﾘｯｸｽ、ノー・フ

リル、ﾌﾟﾚｰﾝ・ﾗﾍﾞﾙ）

ｃ）ブランド・エクイティ（ブランド資産）：ブランド認知、ブランド・ロイヤルティ、

近く品質、ブランド連想

ｄ）ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの基本戦略

既存ブランド 新規ブランド

既 存

市場

＜ブランド強化＞

戦略維持（低ﾘｽｸ）、ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽなど

市場浸透が不十分な時、競争激化時に採用

＜ブランド変更＞

既存ブランドとのカニバリ発生

ﾘｽｸ大（過去の知名度、ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ・ﾕｰｻﾞの放棄）

新 規

市場

＜ブランド・リポジショニング＞ブランド拡張

新規セグメント進出で売上↑を狙う

＜ブランド開発＞

ハイリスク・ハイリターン

５） 価格戦略（製品のライフサイクルや市場地位と関連）

① 価格設定の基本方針：ｺｽﾄ指向型（ｺｽﾄ･プラス法、損益分岐点法）、需要指向型（消費

者の知覚価値基準：知覚価格法、心理的傾向利用：名声価格法（威光価格法）、慣習価

格法、端数価格法）、競争指向型（実勢価格法、入札価格法）

② 新製品の価格戦略：上澄み吸収価格戦略（導入期は高価格で開発コストの回収）、市場

浸透価格戦略（導入期から低価格で市場シェア獲得）

６） チャネル戦略：VMS（垂直的ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞシステム）、ﾁｪｰﾝ祖組織への参加、ダイレクトﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販）

７） ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略：リレーションシップﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、プル／プッシュ戦略、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ・ミックス（広

告戦略、パブリシティ戦略、SP 戦略、人的販売戦略）

６． 店舗・販売管理

１）消費者特性と購買行動

① 影響要因：文化的特性、社会的特性、個人的特性、心理的特性

② 購買決定プロセス：問題認知→情報探索→代替品評価→購買決定→購買後の評価

ＡＩＤＭＡモデル（注意→関心→欲求→記憶→行動）

③ 商品（財）の類型：消費財（最寄品、買回り品、専門品）、産業財（原料・半製品、主

要・付帯設備、部品・構成部品、消耗品、自由財（空気、河川水など対価不要）

２）販売・流通管理情報システム

①POS→ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ、ISM

②POS→ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（FSP, RFM 分析）、カードシステム、リテールサポート戦略

③ＲＦＭ分析：Recency＝最新購買日・最終購買日、Frequency＝購買頻度・回数、Monetary

＝購入金額から顧客を分析
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２） 企業間ネットワーク：SCM,EOS,EDI（メリット）、ECR（4つの戦略）

① ECR（≒QR）：企業間の連携、継続的商品補充システム（CRP）、4つの戦略

変革領域 変革内容 効果

効率的な品

揃え

ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる品揃え最適化、ｽﾍﾟｰｽ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる棚割り最適化、最適な店頭

在庫の実現など

売上増大、粗利益率増大、在庫ｺｽﾄ

削減など

効率的な補

充活動

需要予測精度の向上、市場対応型の生産、

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟによる補充活動の効

率化と適量在庫の確保（自動発注＜CAO＞、

連続自動補充<CRP>、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ主導型在庫管

理＜VMI>、計画配送、ｸﾛｽﾄﾞｯｷﾝｸﾞ、ﾉｰ検品・

立会い当の実現）、自動支払いシステムな

ど

欠品率↓による販売機械損失↓、

計画的生産による生産ｺｽﾄ↓、在庫

ｺｽﾄ↓、ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ短縮、ﾄｰﾀﾙ物流ｺｽﾄ

↓（EDLP=Every Day Low Price の

実現）

効率的な販

促活動

販売促進費支払いなどの条件・基準の簡素

化、継続的な価値・販促戦略（EDLP）,販

促計画と販促費の効果的投入、FSP など

販促費合理化による販売価格引き

下げ、販促効率化

効率的な商

品展開

消費者志向の新商品開発、新商品導入効果

の最大化

ﾄｰﾀﾙな商品政策、消費者ﾆｰｽﾞに合

致した商品開発、PB 商品・NB 商品

の育成

・ 顧客対応の視点：効率化によるロスカット（スループット↑、ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ↓、在庫↓、物流ｺ

ｽﾄ↓）による CF 改善を顧客満足に還元

・ ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに活用する＝顧客にとって関連性のある商品郡単位で管理

① SCM：需要予測機能、基準生産計画・在庫計画・輸送計画の策定、実際の生産計画の策

定、調達・生産ｽｹｼﾞｭｰﾙの直接調整（顧客への納期回答や状況の変化から）←ブルウィ

ップ効果（情報の歪みによる非効率化）の防止

② CPFR（SCM の進化系）：需要予測と在庫補充の為の企業間の共同事業、メーカ、卸売り

業、小売業が小売店の販促計画・販売実績などのﾃﾞｰﾀ、卸売業の在庫ﾃﾞｰﾀを共有→一

体となった需要予測→最適な発注量と在庫量の策定→生産計画策定⇒流通全体の効率

化

３） マーチャンダイジング：カテゴリーﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（消費者ニーズで商品を区分し商品管理や売り場

管理を実施）←「IT 活用による顧客を機軸としたﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略の再構築」の視点から

① 商品管理

② 売り場管理

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

ａ）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
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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）

ｂ）店舗力（＝店における客を出迎える準備）

③ 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

④ 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）

ｃ）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（Ｐｒ

ｏｍｏｔｉｏｎ）×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

ａ）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）

ｂ）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

ａ）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（条件で変化）

ｂ）適正規模の算定

① 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 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 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）店舗による売上向上策
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① 売上高要素ツリー（店舗売上高＝来客点数×客単価）

┌店頭吸収力→店舗力向上

┌─顧客数─┤

│（吸引力）└商圏内吸収力→店舗認知度向上

┌─来店客数─┤

│ └─来客回数（リピート率）→固定客作り（FSP）

売上高┤

│ ┌───商品単価→接客レベルの向上、店格の向上

└─客単価┤

│ ┌まとめ販売→陳列・接客技術、マーチャンダイジング

└──┤

└関連販売→接客・陳列技術、販促演出、ISP

（ｲﾝｽﾄｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）

５）店舗とｻｰﾋﾞｽ

・ 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

・ 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

・ 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）

６）店舗の機能（5つのセル機能）

① 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 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 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 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 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

７）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）

・ 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

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


