
セブン「1000 店閉店、移転」はドミナント戦略の限界か 

 

記事クリップ：https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1910/16/news032.html 

 

❚そりゃそうなるわな、と感じた人も多いのではないだろうか。 

 先週、セブン-イレブンが 2019 年下期以降、1000 店舗を閉店・移転すると発表したことについて

だ。加盟店へのロイヤルティー率を引き下げたことで 100 億円ほど利益が減るところを、本部人員

の削減や不採算店閉鎖のペースを加速するなどで乗り切ろうとしている――というのがセブン側の

説明だが、24 時間営業問題やセブンペイ騒動の対応などの迷走ぶりから、こちらに関しても「へえ、

そうなんだ」と素直に受け取れない方もかなりいらっしゃることだろう。 

 

 では、この「不採算店閉鎖を加速」はホントのところ何を意味しているのか。ネットや SNS の反応

を見ていると、「コンビニ市場が飽和状態で間引いているのでは」という声が多い。確かに、そう思

わせるような材料は山ほどある。 

 

 例えば、セブンが 4 月に発表した 19 年度の出店計画は、新規出店 900 店に対し、閉店 750 店

で純増 150店。では、18 年度はどうだったかというと、出店数1389 店、閉店数 773 店で純増 616。

つまり、この 1 年で 460 以上も純増店数を減らしているわけだ。 

 

 この出店計画を明らかにしたとき、当時の井阪隆一社長は「コンビニは飽和状態にない。まだま

だ十分に成長できる余地がある」と述べたが、ここまでガクンと店舗を減らしてはさすがに説得力に

乏しい。そこへさらにダメ押ししたのが、今回の「1000 店舗閉店・移転」である。「やっぱコンビニ多

すぎるもんな」という声が上がるのは極めて自然の流れなのだ。 

 

 ただ、個人的には今回、セブンが「不採算店閉鎖を加速」へとかじを切ったことは、単純にコンビ

ニが多い、少ないという話よりも遥かに大きな意味があると感じている。セブンがビジネスモデルの

根幹としてきた「ドミナント戦略」がいよいよ限界に差しかかってきたことを、これ以上ないほど分かり

やすく示しているからだ。 

 

❚不幸な人たちを量産 

 ご存じのように、セブンをはじめとする日本のコンビニは「え？ こんな近くにまたセブンできん

の？」という感じで、同一商圏内をさながら陣取りゲームのように自社コンビニで塗りつぶす「ドミナ

ント戦略」で成長を遂げてきた。 

 



 商圏内のシェアを獲得すれば、加盟店全体の売り上げもあがるのでオーナーはハッピー、高校

生バイトやフリーターも徒歩圏内で働けるので従業員的にもハッピー、店舗が集中しているので物

流も効率的にまわすことができるので FC 本部もハッピー、そして何よりも、24 時間いつでもなんで

も買えることで我々客側もハッピーということで、社会になくてはならないインフラとして定着したの

である。 

 

 が、このビジネスモデルが高度経済成長期につくられたことからも分かるように、これらのハッピー

はすべて「人口が増え続ける」ことが前提となっている。ひとたび社会が人口減少へ転じれば当然、

ガラガラと音を立てて壊れて、不幸な人たちを量産していくのだ。 

 

 まず、客が減るので競合だけではなくセブン同士で壮絶なカニバリが始まる。労働人口が減れば、

低賃金・重労働バイトから敬遠されていくのでバイトの確保も難しくなる。コンビニ経営でウハウハで

す、という営業トークで私財を投じたオーナーが、自ら不眠不休でコンビニに立ち続けるという地獄

の日々が始まる。 

 

 一方で、ロイヤルティービジネスをする FC 本部としてはどうにか売り上げを維持させるために、カ

フェだ、イートインだ、と商品やサービスを充実させていく。結果、20 年前はレジ打ちと棚卸しがメイ

ンだったコンビニバイトの仕事量が爆発的に増えて、最低賃金スレスレにもかかわらず 1 人何役も

立ち回らなくてはいけない。つまり、典型的なブラックバイトになっていくのだ。 

 

 このあたりは、24 時間営業問題のときにさんざん報じられたので今さら説明の必要はないだろう

が、数字にも顕著に現れてきている。 

 

 セブン＆アイ・ホールディングスの 20 年 2 月期第一四半期決算説明資料（7 月 14 日）の「既存

店売上・客数前年比推移」を見ると、客数は直近24カ月のうちなんと20 カ月が前年割れしている。 

 

 どんなに高付加価値だなんだとふれ回ったところで、客の減った小売はじわじわとダメージを負う。

コンビニ 3 社の中でも、19 年 3～8 月期の既存店売上高はローソンが前年同期比 0.4％増、ファミ

リーマートは同 0.9％増でプラスに踏ん張っているところ、セブンのみは同 0.6％減。7 月のチェー

ン全店売上高は前年同月比 1.2％減と 9 年 4 カ月ぶりに前年を下回っている。 

 

❚新しい時代のドミナント戦略 

 経産省が 19 年 3 月に公表した、全国 1 万 1307 人のコンビニオーナーから回答を得た「コンビ

ニ調査 2018」によれば、「従業員が不足している」と回答したのは 61％で 4 年前の 22％から激増

している。このような慢性的な労働力不足が進行する世界で、既存店の客数も減り、売り上げも減

っていけば、「商圏内にどんどん出店するぞ」なんてことが言ってられるわけがない。むしろ、生き残



るためには、人口減少のペースに合わせて店舗の統廃合を進めていくしかないのだ。 

 

 
「従業員が不足している」と回答したのは 61％、4 年前から激増（出典:経産省） 
 

 つまり、セブンの「不採算店閉鎖を加速」は、カリスマ・鈴木敏文氏の時代から後生大事に守って

きた、ドミナント戦略がいよいよたちゆかなくなってギブアップしているようにも見えてしまうのである。 

 

 なんてことをうっかり口走ると、「コンビニの近くて便利という役目、社会インフラとしてまだまだ大き

な可能性がある！ 縮むとか減るとか景気の悪いことを言うな！」と怒りをあらわにする経済評論家

のセンセイ方もいらっしゃるかもしれない。 

 

 事実、セブン再生のかじ取りをされている永松文彦社長も歴代社長の方針を踏襲しているのか、

「店舗当たりの商圏が小さくなっており数は必要。需要次第で店は増える」（毎日新聞 2019 年 7

月 2 日）と、”新しい時代のドミナント戦略”を考えていらっしゃるようだ。 

 

 もちろん、利用者の立場になれば、セブンが増えるのはありがたいので応援はしたい。が、歴史

を振りかえれば、永松社長のように「商圏」にこだわって、ドミナント戦略に固執し続けると、往々に

して残念な結果になることが多いのもまた事実なのだ。 

 代表例が、「小僧寿し」である。 

 

❚セブンも同じ道をたどる可能性 

 実は今でこそ「懐かし～、最近あんま見ないね」なんてことを言われる小僧寿しだが、実はかつて

は外食業界のセブンのような存在だった。 

 

 1972 年に設立後、高度経済成長の波に乗って拡大路線をひた走り、79 年には売上高 531 億

円をあげ外食産業日本一の規模に輝くと、87 年には、なんと全国で 2300 店舗を展開した。 

 



 ライバルの京樽でさえ現在 332 店舗、回転寿司業界店舗数 1 位のスシローでさえ全国で 531 店

舗というスケール感から、これがセブンのコンビニ 2 万店と肩を並べる「全国制覇」だということがご

理解いただけるだろう。 

 

 だが、そんな栄華を誇った小僧寿しも近年は、不採算店の閉鎖が進行して、現在は「直営店 96

店 FC125 店」（同社 Web サイト）あたりに落ち着いている。では、なぜここまで「縮小」したのか。も

ちろん、競合の台頭、回転寿司市場の活況など、いろいろな要素はあるのだが、一つには経営陣

が、「ドミナント戦略」に固執したことがある。 

 

 小僧寿しの創業者、山木益次氏が 2004 年に出版した『強さと弱さ 小僧寿しチェーンの秘密』（ス

トーク）によれば、91 年、小僧寿しの利用客の 33％は、徒歩や自転車で 3 分以内から来店してい

た。しかし、03 年になるとこの層が 72％に増加。その半面、自動車で 5 分以上かけてくる利用客も

激減していた。 

 

 つまり、「商圏」が縮小していたというのだ。 

 

 商圏が小さくなって近場の客は増えているにもかかわらず、売り上げにあらわれていないというこ

とは、もっと集中的に出店していく必要がある――。こうして、先の永松社長と同じような結論に至っ

た、山木氏は、セブンをお手本として、ドミナント戦略へと突き進んでいくのである。 

 で、その結果が「今」である。ということは、不採算店閉鎖を進めながらまだなおドミナント戦略に

色気を見せているセブンも同じ道をたどる可能性が高いということだ。 

 

❚組織やビジネスモデルの危機 

 

 今のようにセブンに大逆風が吹くちょっと前の昨年秋、近隣住民から「変態セブン」なんて陰口を

叩かれるほど、客にハレンチな言動を繰り返すセブンオーナーが問題になったことがある。その際、

筆者は『“変態セブン”が生まれた背景に、地獄のドミナント戦略』という記事を書いた。 

 

 実は変態セブンの店は、近隣にローソンやファミマという競合だけではなく、セブンまでもが続々

と出店してきて、急速に事業環境が苦しいものになっていた。だからといってハレンチな言動が許

されるわけがないが、このオーナーが正気を失ったのは、ドミナント戦略によって心身が追いつめら

れた可能性もあるのではないか、と指摘させていただいたのである。 

 

 もちろん、コンビニ業界の専門家センセイたちからは大ブーイングで、「バカなオーナー個人犯罪

をセブン本部のせいにするな！」とか「セブンの高品質、高サービスを維持するためには、そんな

簡単にドミナント戦略から撤退できるわけないだろ、この素人め！」と散々な叩かれようだったが、こ



れからほどなくして大騒ぎになった 24 時間営業問題でも、多くのオーナーがドミナント戦略で、周

囲にセブンが増えて追いつめられている、と口々に訴えているのはご存じのとおりだ。 

 

 そんな中でドミナントについて、もうひとつ以下のように指摘させていただいた。 

 

 「組織やビジネスモデルの危機は、現場の壊れっぷりから分かるものなのだ」 

 

 筆者は報道対策アドバイザーという仕事柄、「問題企業」を間近で見る機会が多くあるのだが、そ

こで気付いたのは、クライシスが発生する企業というのは往々にして、現場にまずその前兆があら

われるということだ。例えば、現場からメディアや監督官庁に内部告発がバンバン寄せられるなんて

企業は、遅かれ早かれ日産のように経営者のクビが飛ぶような事態になるものなのだ。 

 

 この法則に残念ながらセブンも当てはまってしまっている、ということで先ほどのような指摘となっ

たのである。 

 

 事実、「変態セブン」だけではなく近年のセブンの現場は、正気を失っているとしか思えぬ不祥事

が多発している。例えば、オーナーの息子が、「おにぎり、あたためますか」と尋ねた客が「うん」と回

答しただけでいきなりキレて説教を始めるなんてこともあった。また、遅刻した者に 1 分 100 円、欠

勤した者には 1 万円の罰金を課す、という半グレ臭の漂うマネジメントをする店舗も注目を集めた。

そこに加えて、24 時間営業問題、セブンペイ、などなど現場発のトラブルが続発している。 

 

❚ドミナント戦略からスパッと手を切って 

 以上のことを踏まえると、セブン-イレブンという組織やビジネスモデルを根底から崩壊させるような

「危機」がすぐ側まで近付いているとしか、筆者には思えないのだ。これを回避するには、その場し

のぎの対症療法ではなく、現場を疲弊させている根本的な原因に手を突っ込むしかない。そう、ド

ミナント戦略である。 

 

 30 年前の人口増社会の中で確立された「店の数を増やせば増やすほど売り上げが上がる」とい

うドミナント戦略が、人口減少社会で一気にマイナス方向へ働いてしまっているのは明らかだ。 

 

 これは例えるなら、下りエスカレーターに乗っているにもかかわらず、その動きに逆らって必死に

上の階に駆け上がっているような状態である。「やれ」と言うほうはラクだが、実際にやらされる側か

らすれば、終わりのない拷問のようなものだ。 

 

 窮鼠猫をかむではないが、組織に追いつめられた人間は、組織が想定していないようなすさまじ

い反撃をするものだ。 



 

 取り返しのつかない「危機」が起きてしまうその前に、永松社長にはぜひドミナント戦略からスパッ

と手を切って、人口減少社会に見合う、適切なコンビニ数へと統廃合を進めていただきたい。 

 

  



参考： 

 

○ドミナント戦略 

 わかっているようでわかっていないので少し整理する 

 

◇セブンイレブンが採用するドミナント戦略のメリット・デメリットまとめ 

https://www.fc-mado.com/useful/strategic-dominance/ 

 

コンビニ最大手のセブン−イレブンは、出店戦略としてドミナント戦略を採用しているのをご存知

でしょうか？ チェーン展開するフランチャイズに関係している戦略なので、コンビニで開業しようと

考えている方は知っておくとよいでしょう。 

 

そこで本記事では、フランチャイズ展開に大きく関係するドミナント戦略についてまとめました。

「うちの近所であのチェーン店をよく見かけるなあ」と感じたら、それはドミナント戦略による出店かも

しれませんよ。 

 

❚ドミナント戦略とは？ 

ドミナント戦略は、チェーンストアがひとつの地域に集中して出店する戦略を指します。「ドミナン

ト（dominant）」は、「優勢である」「支配的な」という意味です。多店舗出店している地域を「ドミナン

トエリア」と呼びます。 

 

セブン−イレブンは創業当初からこのドミナント戦略を採用しており、ひとつの地域に多数出店して

いる地域もあれば、ひとつも出店していない地域もあるのをご存知でしょうか。近所でよくセブン-イ

レブンを見かけるという方は気のせいではなく、それはドミナント戦略によるものです。 

 

セブン-イレブンの出店地域を拡大しており、2015 年には未出店であった青森県と鳥取県の出店

を果たしました。沖縄県のみ未出店となっていましたが、2019 年をめどに進出することが発表され

ています。 

 

フランチャイズは 1 つの地域に 1 店舗の出店に限るなど、地域で店舗数を制限することがあります

が、セブン−イレブンの場合はドミナント戦略を採用しているので、すでに店舗がある地域での出

店可能です。 

 

 

❚ ドミナント戦略のメリット 



 

ドミナント戦略のメリットは 4 つあります。 

1：地域での認知度が高まる 

一定地域に複数店舗出店することにより、その地域でのストアの認知度が高くなります。全国的に

知名度が低いチェーンストアでも、集中して出店することで地域での認知度向上が期待できるでし

ょう。 

 

2：配送効率が上がる 

店舗同士が離れていると配送に回る時間がかかりますが、店舗が一定地域に集中させることで配

送効率が上がります。配送センターからの距離が近くなることで効率よく配送ができ、さらに新鮮な

商品を届けることができるというメリットがあるのです。 

 

3：地域に合わせた広告宣伝ができる 

地域によって特性や需要が異なるため、全店舗共通の宣伝広告では地域の特性に対応できませ

ん。ある地域では宣伝効果が高いのに、ある地域では効果が薄いというのはよくあることです。それ

に対して、ドミナント戦略で特定地域に店舗を集中して出店すると、地域ごとに広告宣伝を変えるこ

とができます。店舗ごとに広告宣伝を変えていては費用がかかりますが、特定の地域ごとなら費用

も最小限に抑えられるでしょう。 

 

4：スーパーバイザーが巡回しやすい 

フランチャイズ展開している店舗の場合、スーパーバイザーが各店舗を定期的に訪れて経営指導

を行うのがメリットのひとつです。店舗同士が離れていると移動に時間がかかり、一店舗あたりにか

ける時間が少なくなってしまいます。 

ドミナント戦略で出店することにより、スーパーバイザーが効率良く各店舗を巡回できるようになるた

め、一店舗あたりにかける時間を長くとることができるでしょう。また、配置するスーパーバイザーの

数を減らすこともできるので、人件費の面でもメリットもあります。 

 

❚ドミナント戦略のデメリット 

ドミナント戦略には、3 つのデメリットがあります。 

 

1：災害時のダメージが大きくなる 

地震などの自然災害が起きた場合、集中出店しているエリア一帯がまとめてダメージを受けてしま

います。店舗同士が離れていれば、少数の店舗が被害を受けても他の店舗で売上をカバーできる

でしょう。 

しかし、複数店舗が同時に被害を受けると売上が激減しますし、まとまった修繕費が必要になると

いうリスクがあります。 



 

2：店舗同士での顧客の奪い合い 

集中して出店しすぎると、同じチェーンストアでも顧客の奪い合いが起きてしまいます。店舗同士の

距離によりますが、出店の仕方によっては共食い状態になってしまうことも考えておかなければなり

ません。 

フランチャイズは同じブランドや店名を掲げているものの、店舗ごとに採算をとっています。店舗同

士が顧客を奪い合う状況はチェーン店としてはよくありません。 

こうした同一企業内で顧客を奪い合う状況を、マーケティング用語では「カニバリゼーション（共食

い）」と呼びます。店舗同士だけでなく、新商品が既存商品の売上を減少させることもカニバリゼー

ションのひとつです。 

ドミナント戦略で集中出店しすぎると、こうしたカニバリゼーションが起きやすくなります。 

 

3：地域の事情が変わると売上に大きく影響する 

たとえば、ある道路沿いに複数店舗出店していたとします。ところがバイパスができるなどで交通事

情が変わった場合、店舗に面した道路の交通量が減るかもしれません。 

そうなると複数店舗が同時に影響を受け、売上が激減するおそれがあります。地域の事情が変わ

ると売上に大きく影響する、という点もドミナント戦略のデメリットといえるでしょう。 

 

❚ドミナント戦略によるエリアマーケティング 

1：地域市場 

ドミナント戦略で集中出店するにあたり、地域の人口や将来性は重要な要素となります。過疎化で

どんどん人口が減っている地域に集中出店しても、ドミナント戦略の効果は期待できないでしょう。 

 

ドミナント出店をするなら、ベッドタウンで人口が増加している地域、鉄道や道路の開通で人の流れ

が多くなっている地域など、市場規模が大きくなりそうな地域を調査しておく必要があります。 

ただし、市場規模拡大が期待できる地域であっても、自社の扱う商品やサービスと需要がマッチし

ていなければドミナント戦略は成功しません。 

 

例えば、高齢者世帯が多い地域にマンガ喫茶を集中出店しても需要は期待できないはずです。

逆に、若い世帯が多い地域に純喫茶を集中出店しても利用者は少ないでしょう。 

 

ドミナント戦略で失敗しないためには、地域の世帯構成、年齢層なども調査しておく必要がありま

す。地域の状況は変わっていくものなので、大規模な開発計画も含めて成長性を調査しておきま

しょう。 

2：地域の需要特性 

特定の地域で人気商品であるからといっても、他の地域でも売れるとは限りません。地域によって



需要特性が異なるため、エリアマーケティングを実施するなら地域の需要を調査しておく必要があ

ります。 

 

ドミナント出店も同じで、地域の需要特性に適していないと地域に根ざすのは厳しくなるといえるで

しょう。反対に、地域の需要特性にマッチしていればドミナント戦略の効果が大きくなります。 

たとえば、関東と関西では出汁が異なるため、カップうどんの「どん兵衛」は関東と関西で味を変え

ているのをご存知でしょうか？これも地域の需要特性のひとつで、日清は地域の需要特性に合わ

せるために関東と関西で味付けを変えているのです。 

 

このように、風土やライフスタイルの違いによって需要特性が生まれるのは必然といえるでしょう。物

価にしても都会と地方では大きな差があるため、価格に対する意識にも違いがあります。 

ドミナント戦略では、そうした地域の需要特性に合わせて出店計画を立てなければなりません。メニ

ュー開発や商品のラインナップを考える際は、地域の需要特性を考慮することが大事です。 

 

3：地域の競合性 

ドミナント戦略は特定の地域市場で優位性を築くことにあります。すでに他社・他店がドミナント戦

略で集中出店している場合、後から参入して需要を奪うのは難しいでしょう。 

 

その地域ですでに「◯◯といえば△△」というイメージが定着していると、ドミナント戦略で地域市場

の需要を獲得するのは容易ではありません。 

 

反対に、まだ特定の企業やチェーン店がドミナント出店していない地域は開拓する価値があるでし

ょう。ブランドが地域に根ざすまでに時間は要しますが、地域市場で優位性を築くなら先にドミナン

ト出店しておいたほうが有利になります。 

 

❚ドミナント戦略はフランチャイズを選ぶ上でも重要になる 

 

フランチャイズによる出店は、特定の地域に 1 店舗だけ置く場合と、セブンイレブンのようにドミナン

ト戦略で複数店舗を置く場合があります。 

 

前者の場合、地域の需要を独占することが期待できるでしょう。しかし、すでに加盟店が出店してい

ると、後からその地域では出店することができません。 

 

後者の場合、ドミナント戦略による認知度向上が期待できるでしょう。先に出店している加盟店があ

っても後から出店できるので、その点は加盟店にとっては非常に助かりますね。 

 



ドミナント戦略で集中出店するとまではいかなくても、同一地域に複数店舗を出店できるフランチャ

イズもあります。出店可能な店舗数は本部によって異なるので、希望する地域にすでに出店してい

る店舗があるのか、もしあるなら複数店舗出店できるのかという点は確認しておいたほうがよいでし

ょう。 

 

おわりに 

セブン−イレブンがドミナント戦略を実施している理由をおわかりいただけたでしょうか？ 

近くに「よく見かけるチェーン店」があれば、それはドミナント出店による戦略であると考えてみてく

ださい。「よく見かける」と感じている時点で、そのチェーン店のドミナント戦略は成功しているといえ

るでしょう。 

 

 

 

 

 

 

  



○オムニチャネル戦略 

 

記事クリップ：https://ec-orange.jp/ec-media/?page_id=15379 

 

オムニチャネル戦略とは？事例・メリット・成功する４つのポイント 

 

「自社もオムニチャネルにしたいけど、うまくいくかな…」と思っている方。 

オムニチャネルは、ネットだけでなく店舗などリアルの場を含めたあらゆるチャネルを連携させてお

客さまとの接点を持って売上をアップさせる方法です。とはいえネットや店舗などの連携は、投資が

必要でなおかつ難しいイメージもありますよね。 

そこでこの記事では、以下の順にオムニチャネル成功のポイントを 4 つ紹介します。 

 

•オムニチャネルとは何か？ 

•マルチチャネル・O2O とオムニチャネルの違い 

•オムニチャネル戦略が生まれた理由 

•オムニチャネルを成功させる 4 つのポイント 

•オムニチャネルの具体的な事例 

 

実際にオムニチャネル化を成功した企業の事例から、オムニチャネルをするには欠かせないエ

ッセンスだけをまとめました。 

すぐに取り組むことのできるものばかりなので、この記事を読みながら考えてみましょう！ 

 

❚オムニチャネルとは何か？ 

 

 

オムニチャネルとは、店舗やイベント、ネットやモバイルなどのチャネルを問わず、あらゆる場所で

お客さまと接点をもとうとする考え方・戦略のことです。 

オムニチャネルで使われるチャネルには、 



•店舗 

•ネット（通販サイト、ファンサイト、コーポレートサイトなど） 

•カタログ 

•モバイル 

•SNS 

•マスメディア 

•コールセンター 

•屋外広告 

などがあります。ネット、リアルに関わらず、あらゆるチャネルでお客さまとの接点をもつのがオムニ

チャネルです。 

 

しばしばマルチチャネルと同じだと思われることがありますが、マルチチャネルとオムニチャネルは

以下の点で違っています。 

•マルチチャネル:単純にチャネルの数を増やして多角に展開する 

•オムニチャネル:全てのチャネルを連携させて顧客にアプローチする 

 

オムニチャネルでは、複数のチャネルを横断した一貫性のある購買体験を提供して、商品やお客

さま情報の管理などをシームレスに行います。そしてお客さまにさらなる利便性と満足度を提供す

ることが可能です。また、売上アップ・顧客のファン化にもつながります。 

では具体的にはどんなチャネルがあるのでしょうか。以下でご紹介します。 

 

❚コラム：O2O とオムニチャネルを混同 

オムニチャネルは、ときに O2O と間違われることがあります。 

 

O2O は、online-to-offline の略です。これはオンラインとオフラインを連携させて、オンラインから

実店舗（オフライン）への集客につなげることが狙いです。 

具体的には 

•会員証や DM をスマホアプリに集約、お客さまへのサービス充実を図る 

•お客さまの動向を分析する 

•ネット上のお客さまにクーポンやポイントを付与して店舗に訪れてもらう 

などがあります。 

 

それに対してオムニチャネルは実店舗やオンラインストアなど、販売・流通のあらゆるチャネルを統

合して、総合販売チャネルをつくるのが特徴です。その結果、どの販売チャネルからも同じように商

品を購入できるようになります。 

店舗とウェブサイトで 



•在庫情報 

•会員 ID 

•物流 

を統合し、シームレスな購買体験を提供できるのがオムニチャネルなのです。 

 

とはいえ現状では、多くの企業が O2O とオムニチャネルを区別していません。 

 

O2Oは、クーポンやポイントによって来店・購入の回数が増えて、スピーディに新しいお客さまを獲

得できるという結果が出ています。一方で、その後の客単価アップ、リピーター獲得まではつながっ

ていないのが大きな課題です。 

 

多くの企業は新しいお客さまよりも「今までのお客さまをどのように囲い込むか」を課題と考えていま

す。そのため、リピーター獲得は難しい O2O では、限界があるのです。 

 

そのため、O2O よりもオムニチャネルの方が、今いるお客さまの囲い込みに適しています。 

 

小売業や外食業では、たくさんのお客さまを集める時代から、自社に適したお客さまを選んで定着

してもらう時代へと進んでいます。その先に、オムニチャネルの実績を生かして、より精度が高い新

客獲得方法が O2O で展開され、新たな O2O でさらに高い利益率をもたらす時代が訪れることに

なるでしょう。 

 

参考：オムニチャネルは既存顧客の囲い込みや単価上昇を狙うべき ZDNET 

http://japan.zdnet.com/article/35055050/ 

 

❚オムニチャネル戦略が生まれた理由 

オムニチャネルという言葉が知られるきっかけは、アメリカの百貨店「Macy’s （メイシーズ）」が

2011 年に発表したオムニチャネル宣言だと言われています。 

 

Amazon をはじめとしたネット専業通販の市場が成長したことで、アメリカの百貨店はショールーム

化が進行するなど、長らく営業不振に悩まされていました。 

 

そこでメイシーズは膨大なシステム投資によって、店舗と自社 EC サイトの区別をなくしました。そし

て在庫やお客さまの情報を一元化させ、顧客ニーズの取りこぼしをなくすことに注力しオムニチャ

ネル化を推進。これによりブランドに対するロイヤルカスタマーが増加しただけでなく、グループ全

体の劇的な在庫圧縮と売場の効率化が進み、会社の業績は見違えるように改善していきました。 



 

 

❚スマホの普及による消費者行動の変化 

 
 

オムニチャネルという考え方が生まれた要因のひとつに、スマートフォンによってお客さまの行動が

多様になったことがあります。 

 

ユーザーはスマホ 1 台あれば、購入に必要な情報を集めて、そのまま買い物まで可能になりまし

た。オフライン（店舗など）もオンライン（EC サイトなど）も、ほしいものを買う数ある方法の 1 つにな

ったのです。 

 

これにより、小売業は「どこで何を売るか」という考え方から「誰にどうやって買ってもらうか」という考

え方にシフトするようになりました。 

 

❚オムニチャネルを成功させるための４つのポイント 

オムニチャネルは多大な効果を期待できますが、実践するには全社を挙げた改革が必須です。 

 

ここでは、以下 4 つのポイントを詳しく説明していきます。 

1.ロードマップの策定 



2.社内の体制づくり 

3.データ連携、システム統合 

4.店舗用ハードウェアの刷新 

オムニチャネル化に成功した企業が共通して取り組んだ４つのポイントを確認しましょう。 

 

1.ロードマップの策定 

 

 

オムニチャネルに限ったことではありませんが、新しいプロジェクトを成功させるにはロードマップの

策定が欠かせません。 

•何をいつまでにやるか 

•どこまでをオムニチャネル対応とするのか 

を検討します。 

また、自社を取り巻いている環境を分析することも大切です。 

•業界のなかで自社はどのポジションか 

•自社の強み／弱みは何か 

•競合動向はどうなっているか 

•顧客のニーズや購買行動にはどのような特性があるか 

など、自社を取り巻く環境の分析を行います。 

 

2.社内の体制づくり 

小売業の場合、 

•店舗統括部門 

•ネット運営部門 

•カスタマーサポート部門 

•IT 部門 

など、チャネルごとに部署が分かれていることが一般的です。しかし、「すべてのチャネルを連携さ

せて顧客にアプローチする」という理念を実現するには、この縦割りの組織運営がネックになります。 

 

店舗運営部門からすると、ネットの施策に力を入れることで自分たちの売上がネット部門にとられて



しまうという意識があるため、オムニチャネルや O2O に取り組もうとする多くの小売・流通企業がこ

の課題に悩まされているのです。 

 

店舗での売上、EC サイトでの売上、といった販売チャネルごとでの囲い込み意識をなくすために

は、根本的な組織改革が欠かせません。 

 

オムニチャネルに取り組み成果を出している企業は、全社としての売上・メリットを最優先に考える

マーケティング部門を設立し、代表や CMO（Chief Marketing Officer、マーケティング担当役員）

が責任者となり強力なリーダーシップを発揮することで、IT 部門とも密に連携しながらビジネスモデ

ルの改革を進めています。 

 

 
 

3.データ連携、システム統合 

オムニチャネルでもっとも重要なことは、各チャネルの情報、特に店舗とネットの情報を統合するこ

とです。 

 

商品情報、在庫情報、顧客情報、接客履歴、EC サイトでの商品閲覧履歴、過去の購入履歴、ポイ

ント履歴など、すべての情報を統合し、店舗担当もネット運営者も参照できるようにすることで、店

舗とネット間の相互送客がスムーズになります。 

 

また、顧客の EC サイトでの行動履歴と、店舗での購入履歴をまとめて管理することにより、チャネ

ルを連携させたマーケティング戦略を立案、分析することができます。 



 

 
 

4.店舗用ハードウェアの刷新 

店舗とネットの情報を統合するには、店舗での購入履歴や行動履歴のデータ化が必須です。また、

データ連携をしても店舗で情報を確認するツールが必要になります。 

 

既存の POS システムでは、顧客情報を取得するタイミングはレジカウンターでの会計時に限られ

ていましたが、iPad などのタブレット端末があれば、接客しながらそのお客様がどの商品に興味を

もったか記録することができ、過去の接客履歴を参照することもできます。 

 

❚オムニチャネルの事例 

具体的に、どのようにチャネルを組み合わせればオムニチャネルを実践できるでしょうか。 

 

業種や自社のポジショニングによって、チャネルの組み合わせや最適な活用方法は異なりますが、 

小売業におけるオムニチャネルの代表的な事例をご紹介します。 

 

●店舗に在庫がないときは、QR コードで EC サイトへ誘導 

 

色違いやサイズ違いなど店頭に在庫がない場合、スマホで QR コードを読み込んでもらいネットス

トアに誘導する方法です。 

 

店舗にいながらネットで買い物してもらい、店舗の在庫数を増やすことなく売り上げを増やすことが



できます。 

 

また、お店での買いものは荷物が増えるからといって、買いものをためらっていたお客さまもスムー

ズに EC サイトで購入してもらうことが可能です。 

 

 

 

●ネットから店舗 

Facebook で商品に興味をもってもらい、EC サイトに誘導する方法。 

注文された商品を、店舗で受け取れる仕組みで、お店でのついで買いを誘発できます。 

 

 

●食材 POP をスマホで撮ると、料理のレシピを見れるアプリ 

 



スーパーで食材を買うときに、スマホで POP を撮ることでレシピを見ることができる方法です。 

情報量が多いレシピを紙でもらうよりも、スマホで見たほうが利便性が高まります。 

 

●専門家とのコラボサイトとリアル店舗の融合 

 

市場をより大きくする目的で、専門家の知識をまとめたメディアをつくり、そこから具体的な方法とそ

のために必要な商品を提案。 

 

より本格的な相談をしたいときにはコンサルタントへ直接たずねるか、リアル店舗へ訪れてもらう方

法です。 

 

  



○セブンアンドアイの決算資料などからの抜粋 

https://www.7andi.com/ir/file/library/ks/pdf/2019_1010ks.pdf 

 

2020 年 2 月期第 2 四半期 決算説明会 

2019 年 10 月 11 日  株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

 

◆営業利益と四半期純利益は過去最高益を達成 

 営業利益はプラスだが、グループでの売上げと営業収益はマイナス。 

 

 
 

増加要因は「SEJ 荒利率の改善と販管費の適正化」 

 

 



2019 年 10 月(本日)  今後の方向性は 

・構造改革事業の方向性 

・国内 CVS の再成長に向けた基盤造り 

・海外 CVS の成長戦略 

・グループ戦略 

 

＜SEJ について＞ 

構造改革の骨子 

FC 契約・見直し 

 ・加盟店が安心して経営に専念できる仕組み 

本部コスト・構造改革 

・不採算店の閉店加速 

・地代家賃の適正化(出店基準厳格化) 

・ 本部人員の適正化 

売上・荒利・改善施策 

新レイアウトの加速⇒立地に合わせた品揃えの見直し 

 

（不採算店の閉店加速） 

・C タイプ 1 年以上経過店での不採算店と直営店を最優先に閉店 

19 年下期～20 年度：約 1,000 店の閉店・S&B を実施 

⇒ 21 年度：約 50 億円/年の収支改善へ (18 年度対比) 

 

  注：C タイプ お店の土地・建物を本部がご用意させていただくタイプの契約。 

https://www.sej.co.jp/owner/keiyaku/type-c/ 

 

◇売上高と店舗数 

https://www.sej.co.jp/company/suii.html 

 



 
 

 

約 2 万 1 千店舗 

 

 

 

 

  



○小僧寿しの今 

（沿革から見た規模の推移） 

https://kozosushi.co.jp/company/history 

 

昭和 44 年 100 店舗目標、達成。フランチャイズ・チェーンの全国展開を推進。 

昭和 47 年 「株式会社小僧寿し本部」を設立。加盟店２７店舗でスタート。 翌年 8 月には

100 店舗達成。 

昭和 50 年 加盟店 500 店舗達成。 

昭和 52 年 加盟店 1000 店舗達成。 

昭和 56 年 加盟店 2000 店舗達成。 

昭和 62 年 加盟店 2300 店舗達成。 

平成 3 年 チェーン総売上 1000 億円を突破。 

 

（2019 年 8 月 30 日 中期経営計画） 

平成 31 年には業績の悪化などにより以下の方向性を打ち出す。 

 

２）基本方針 ： 

 「多様な食を、多様な形で、多様な顧客へ」を新たなスローガンに、持ち帰り寿し業界の市場に依

存しない、新機軸の事業モデルの創造と推進を図ります。そして、食に関わる『トータル・フード・プ

ロバイダー』を目指します。 

 

 

 店舗数 270 店舗 

 

（事業環境の認識） 

 持ち帰り寿し市場の減退 

 当社グループが属する、「寿し」業界の市場は 1 兆 5,000 億円規模でほぼ横ばいの推移をして

いる中、回転すし市場は 6,250 億円から 2021 年には 6,700 億円程度※１に増加すると予測さ

れ、反面、当社の主事業である「持ち帰り寿し」市場は減退傾向にあると予測している。 



  デリバリー市場の増加 

 一方、デリバリー市場は、ＵＢＥＲeats 等の大手の市場参入等により、デリバリー対応をする飲食

店が増加し、2018 年は前年比 5.9％増の 4,048 億円に増加。 

 

この様な環境下、当社グループは主事業である「持ち帰り寿し」事業と「デリバリー」事業の融合（併

設等）を図るとともに、新たな事業領域の拡大、商品開発等の諸施策を実行し、増収増益を目指し

ます。 

 

  



○その他の関連記事 

 

◇セブンイレブン閉鎖理由や閉店店舗はどこ?イトーヨーカドーやそごうも 

https://hzrd97.info/archives/8559 

 

セブンイレブンやイトーヨーカドーなどを運営するセブンアンドアイホールディングスが、グループ

関連店舗の大型閉鎖を発表し、大きな話題となっています。 

 

国内最大手のセブンイレブンで 1000 店舗ほどの閉店が見込まれており、地域によってはかなりの

打撃を受ける可能性があります。 

 

今回は突然の閉鎖発表が話題となっているセブンアンドアイホールディングスについて取り上げま

す。 

 

❚セブンイレブン閉鎖理由や閉店店舗はどこ？ 

今回の件について、朝日新聞などでは以下のように報じています。 

 

セブン＆アイ・ホールディングスは１０日、グループの事業構造改革の方針を公表した。主力のコン

ビニエンスストア「セブン―イレブン」は約１千店の閉鎖・移転のほか、加盟店の負担を減らして収

益力を改善させ、不振の総合スーパー「イトーヨーカドー」や百貨店の「そごう・西武」は店舗閉鎖

や事業見直しなどのリストラを進める。人手不足やネット通販の普及に伴い、流通大手が事業の大

幅見直しに迫られた。 

 

セブン―イレブンでは、フランチャイズ（ＦＣ）契約する加盟店の加盟店料を減額し、各店の収益力

を改善させる。セブン本部の利益は約１００億円減る見込み。コンビニ事業の利益水準を維持する

ため、２０１９年下期以降に不採算店１千店を閉鎖・移転させ、本部人員の見直しや売り場の見直し

も行う。 

 

出典：日刊スポーツ 

 

報道によれば、ネット通販の普及に伴って、大幅な事業見直しを図られたと報じられています。 

ただ、ネットなどでは他の理由も大きいのではないか？として話題に。 

 

セブンアンドアイホールディングスといえば、つい最近セブンペイでの不祥事が話題となりました。 

これに伴って、大幅な赤字が出ているのではないか？とネットでは噂になっているようです。 

 



肝心の閉店店舗については、現在のところ詳細は報じられておらず、具体的にどこの店舗がなくな

るのか？ということについては不明です。 

 

ただ、近日中に閉店店舗が公式発表される可能性もあり、セブンイレブングループの IR などには

注目したいところです。 

 

❚イトーヨーカドーやそごうも 

セブンアンドアイホールディングスの発表によれば、セブンイレブンだけではなく、グループのイト

ーヨーカドーやそごうなども閉鎖する可能性があると記載されています。 

 

そごうといえば、数年まえに経営再建を行い話題となりました。 

 

セブンアンドアイホールディングスの下で、経営は順調に思われましたが、今回大幅なリストラの可

能性を示唆しています。 

 

グループ自体がかなり大きいため、正社員だけでなく、アルバイトやパートを含め、かなりの影響が

出ることは間違い無いでしょう。 

 

❚ネットの反応 

今回の報道を受けて、世論はどのように反応しているのでしょうか？ 

ネットの掲示板などに書き込まれたユーザーの声の一部を紹介します。 

セブンイレブンが 1000 店舗閉鎖？？ 

このニュースはやば過ぎるだろ 

東証一部上場企業でも全然安心できないといういい例ですね。 

詳しい理由などは不明ですが、かなりの人に影響が出ることは間違い無いでしょう。 

田舎のお店とかはかなりの打撃だろうな 

県内唯一の店舗とかはどうなるんだろうか 

  



◇セブン、時短営業を本格実施 深夜休業の指針策定 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51223540R21C19A0TJC000/ 

 

セブン、時短営業を本格実施 深夜休業の指針策定 

小売り・外食 

2019/10/21 15:33 

ガイドラインの策定について話すセブン―イレブン・ジャパンの永松文彦社長 

 

 
 

セブン―イレブン・ジャパンは 21 日、11 月から営業時間を短縮した時短営業を本格的に実施す

ると発表した。4 月から時短営業の実験をしていた 8 店舗が深夜休業に本移行する。セブンは時

短を希望するフランチャイズチェーン（FC）加盟店向けの重要事項をまとめた「深夜休業ガイドライ

ン」も作成。24 時間営業が原則のコンビニエンスストアの事業モデルが転換点を迎えている。 

 

ガイドラインには、店舗が深夜休業を実施する際に留意してもらいたい事柄を記した。利用客への

影響や時短実験の方法、従業員の労務対応などを記載しているという。同社では実際に時短に切

り替えるかどうかは「最終的にはオーナーの判断」としており、実施する際に参考にしてもらう。 

 

セブンでは今年 2 月、大阪府東大阪市の加盟店オーナーが時短営業を強行し、24 時間営業を

巡る問題が表面化した。4 月以降、FC 加盟店約 230 店で時短実験を実施している。同社の実施



したアンケートでは、約 1 万 5 千店のうち約 15%が時短実験を実施・検討していると回答してお

り、今後、より広がる可能性がある。 

 

 

  



 

  



コメント 

 

結局のところ戦略に成功とか失敗はあるのか？ 

もしあるとしたら、戦略そのものの失敗ではなく、その戦略を選択したと云うことではないのか 

 

 

一般論と個別論を混ぜないこと 

 

 


