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福岡販売士協会１０周年記念論文特集号
10 周年記念論文特集号発行について
会長

一級販売士

栗川

久明

当協会では設立 10 周年記念行事の一環として「論文募集」を平成 24 年 1 月～3 月
に行いました。
販売士の見た流通施設、販売士養成講座講師、商店街カウンセング等販売士の活動
に関する内容で、2,000 字～6,000 字程度にまとめた論文の募集です。
会員の関心は非常に高く、下記の７名もの多くの方より広範囲のテーマで応募をい
ただきありがとうございました。
１．販売戦略としての「店構え」（博多のラーメン店「一風堂」と「一蘭」）
一級販売士 福生 和彦
２．「福岡販売士協会」設立 10 周年記念に寄せて
一級販売士 山路 博之
３．販売士から見た商店街
一級販売士 横山 修二
４．営業マンのつとめ ～CS に向けての“活動姿勢と行動”～
一級販売士 石原 義曠
５．観光産業の未来予想図
一級販売士 八尋 晃仁
６．相乗積を使ったマージンミックスについての考察
一級販売士 蒲池 彰
７．商店街活性化の道は如何にあるべきか
一級販売士 中村 純治
役員全員で応募作を読ませていただき、入選作の投票をいたしました。投票は 3
票：3 名、2 票：1 名、１票：１名という結果でした。結論として応募作はいずれも
優秀で甲乙つけがたく入選作は決めずに、全応募作を会報「販売士・ふくおか」に掲
載して、会員のみなさんにご高覧いただくこととしました。
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販売戦略としての「店構え」
（博多のラーメン店｢一風堂｣と｢一蘭｣）
一級販売士
福生 和彦
博多の街に数あるラーメン店の中で対照的な店構え、サービスを行っている上記二
店を、店構えの良し悪しや味の比較は別として、その店内構造とサービスの仕方につ
いて勝手な考察を以下に試みた。
先ずは１９８５年創業の「一風堂｣であるが、福岡市内に七箇所の店舗を構え、そ
の店造りは昔ながらのやり方で一階だけを広く取り、入り口と出口が同じで厨房と客
席が隣接し広間全体を何処からも見渡せる構造となっている。暖簾を潜り格子戸を開
けると「いらっしゃい」と広い店内に響き渡る従業員の大声で客は迎えられ席に案内
される。手荷物があれば小さな荷物笊に放り込み椅子の下に格納する。注文は壁に貼
ってある品書きによるか卓の上に置いてあるメニューにより選ぶ形式となっており、
その品書き、メニューには｢白丸｣、｢赤丸｣、｢辛かっちゃん｣と品名からラーメンの文
字が意図的に消されている。客が案内された席に座り飲料水を貰い注文をだすと、注
文を受けた従業員はそれが｢白丸｣なら「白丸一丁」と厨房に向かって大声で叫ぶ様に
注文を取り次ぐ。すると厨房より「白丸一丁了解」と大きな声で確認の応答が為され
る。全く戦場に居る様な雰囲気である。これが座って食べている
客の頭の上で繰り返される為、食べている者にとっては耳が痛く
なり、また何とはなく食事を急がされている様な雰囲気に追い込
まれ味もしなくなる。確かに店内には活気が漲り景気付けという
意味においては効果が有りそうだが、食事を取っている客にとっ
ては甚だ傍迷惑である。尚、代金は帰りに格子戸の側のレジで支
払う。
一方、｢一蘭｣は１９９３年創業らしいが｢一風堂｣同様市内に七箇所の店舗を構えて
いるが、従来スタイルの「一風堂」のオープンな店造りとは対照的に異なり密室型で
暖簾を潜り格子戸を開けると食券の自動販売機が置いてあり、販売機の中に書いてあ
るメニューより好みの品を選びその食券を購入する。１階２階と客席のある大きな店
舗では従業員により「あー５番」などと座席を指定されるが、小さな店舗では空いて
いる席を見つけ勝手に座ることになる。入口と出口が違う店もあれば同じ店もある。
席は狭く厨房側に向かい合った長いカウンターとなっており、座席幅は肩幅よりちょ
っと広く板で仕切られており奥行きは３０センチ強で厨房との間に小さな暖簾が垂
れ厨房から見えない様になっている。手荷物は固定丸椅子の下にしか置けないがとに
かく狭い。但しカウンターの反対側は全面壁で衣服を掛けるハンガーがぶら下がって
いる。カウンターにはセルフサービスの小さな飲料機から水を取るガラスコップと注
文ラーメンの味の濃さ、麺の硬さを指定する用紙が置いてあり、書き終わると従業員
が何処で見ていたのかさっと目の前の小さな暖簾の割れ目から手を伸ばしそれを受
け取り、若干小さな声でそれを厨房に伝えている。更に追加麺などが必要な場合はカ
ウンターのボタンを押し従業員を呼ぶことになっている。要するに全てが従業員なら
びに相客と顔を会わせない為の仕組みとなっており、客にラーメンを味あうことに専
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念して貰うことが店の方針となっているそうである。この対照的な｢一風堂｣と｢一蘭｣
の在り方を販売戦略の面から捉えれば、両方とも良し悪し有りで甲乙点け難い（悪し
き面を敢えて言えば｢一風堂｣は煩く騒々しく｢一蘭｣は狭苦しく息が詰まる）。但し、
筆者の診方は旧来のスタイルを踏襲している｢一風堂｣（但し、大声対応は独創的）よ
り従来の日本人のセンス（和すること、集団生活を好みがち）の線上から程遠いと思
われる個人主義的密室型環境を提供している｢一蘭｣に或る意味での革新的販売戦略
を見出したい。通常の物品販売でこの方式が通用するかどうか更なる検証が必要であ
るが。
ワイワイガヤガヤと皆で食べに行く時は従業員と共に食事の雰囲気を楽しめる｢一
風堂｣へ、一人でものを考えながら、誰にも邪魔されず食事を取りたい時は｢一蘭｣へ、
と言うところか。勿論一人で｢一風堂｣に入ってもそれなりに食することを楽しめるし、
複数で「一蘭」に入っても食している間だけは個の雰囲気を楽しめること言うまでも
無い。
更に付け加えるならば｢玄瑛｣というラーメン店が薬院にある。ここは建物自体が一
見倉庫風で暖簾が無ければ入口も分からない様な店構えである。内部は２０－３０人
収容でき、舞台装置のある階段型劇場スタイルで、厨房が舞台となっており、そこで
ラーメンを作っている職人の立ち振る舞いの全てを直接観ることになっている。ラー
メンを作っている現場を観ながら食することがラーメンの味付けの一つになってい
るのである。これも一つの販売戦略である。たかがラーメン店という勿れ、客寄せに
ここまで趣向を凝らしているのである。
２０１２年１月
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｢福岡販売士協会｣設立 10 周年記念に寄せて
一級販売士
山路 博之
1

はじめに
福岡販売士協会が、平成 14 年 4 月に設立されて今年で 10 周年を迎えるに当たり、
私の当協会への思いを述べたい。私は販売士 1 級・2 級を平成 8 年に取得したが、
当協会の設立時には参加していない。理由は、まだ自分の仕事が忙しかった為で
ある。
私が入会した年月は、正式には覚えていないが手元にある会報｢販売士・ふくお
か｣から見ると平成 16 年だと思われる。以来約 8 年間当会員として様々な行事に参
加して、今では私個人の様々な年間行事の中ではずせない重要な行事の一つとなっ
ている。
当協会に属し、様々な行事に参加することによって、私にとってのメリットや収
穫を述べる事で、当協会が如何に大切な存在であるかを述べたい。

２

私と販売士資格、そして販売士協会
現役時代、私の仕事の専門は、メーカー(楽器・スポーツ用品等製造販売)の海外
部門の輸出営業担当、海外支店駐在(アメリカ)等の仕事を２４年ほど経験した後、
故郷の福岡市に戻り、家電流通会社に転職した。正直言って、私は海外ビジネスが
専門だったので、日本国内のビジネスは全く経験も無く知らなかったと言っていい。
ましてや家電業界・小売業・店舗販売についての知識は素人と同じ常識程度で、こ
れではまずいと思い、通信教育を利用し独学で中小企業診断士と販売士 1 級講座の
勉強を始めた。中小企業診断士試験に挑戦したが残念ながら不合格。そこで同じ年
に受けた販売士１級を先に合格した。ついでに小売現場で必要な幅広い知識を習得
したいと言う事で２級も受けて合格した。販売士講座で学んだ知識は国内ビジネス
の仕事をする上で大変役だった事は言うまでもない。一つ心残りは、再就職した家
電流通会社で、メーカー在職時担当していたスポーツ用品ビジネスの経験をもとに、
新規ビジネスとしてスポーツ用品の小売販売を提案、幸い提案を受理され、福岡本
店での販売実施までこぎつけた。数年間はそのビジネスを継続したが、最終的には
社の方針で撤退させられた。しかしスポーツビジネスが社の売上に大きく貢献して
おれば撤退も無かったろうと思う。自分の販売士の能力だけでは成功できなかった。
そういうこともあり、販売士の集まりである福岡販売士協会で、いろいろ学びたく
入会させて頂いた。

３ 会員である事のメリット
① 入会して、社会で様々な経歴・経験のある会員の方々と知り合い、交流する中で
大きな刺激を受けた事が最大の収穫であろう。会の活動方針の一つである「会員
相互の交流と研鑽によるお互いのレベルアップの[場である]は、まさに的を得て
いる。例えば会員の中には、日本の半世紀以上にわたる流通小売業の発展の歴史
をそのまま経験されてきて、いまだ情熱を持って販売士の発展に尽くされている
大原氏を始め、その他の方々を紹介すればいとまがない。販売士総会や様々な会
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②

③

④

⑤

合の後の懇親会では、お互いの活動を知る場であり、交流を通じて学ぶ大切な場
でもある。
又、九州販売士交流会に参加し、他県の会員と交流する場があるのも刺激を受け
研鑽の場となる。
研鑽の場と言えば、毎年実施される流通施設見学会は特筆すべきであろう。
個人の資格では、絶対見られない会社内部も｢福岡販売士協会｣の看板を借りて、
各施設を見学でき、そこの責任者の方々から話も聞ける。大変学びの多い企画で
ある。
年に数回総会を始め会合・研修会がある。その時、専門家を招いての講演会があ
る。テーマはその時期、話題となっている事柄が中心で、やはり販売士協会に入
会してないと接する事ができない講師から学ぶ事が多い。
活動方針の一つに「後輩販売士の育成を行う」がある。
会員向けに上級資格取得の為の１級販売士検定試験研究会や３級販売士養成講座
の開催である。これは、会員であれば受講料は免除されるので、上級を目指す方
にはメリットであろう。私個人でいえば、商工会主催の[３級販売士受験講座]の
講師をさせていただく機会を頂いた。一般受講者を合格させる為に教えるという
責任は、大変重いが、自己研鑽にもなり、やりがいのある任務でもある。
会報｢販売士・福岡｣が年３回発行されている。私は、ここ数回記事を投稿し、会
報や当ＨＰ（ホームページ）に掲載して頂いている。私にとって、その時々考え
ている事、行っている事を記事にして記録に残してもらう絶好のチャンスだと思
っている。そして、会員、親族や友人に読んで頂き、私を理解してもらう良い機
会で、当協会のホームページや会報に印刷されると自分の口で言うより、大変効
果的である。不遜かもしれないが自分の記録を残す場として、その場を活用させ
て頂いている。勿論、会報に投稿される会員の皆様が何を行い、考えているかを
知る絶好の場である。この会報を作成・編集する方は、大変御苦労ですが今後も
頑張って頂きたい。

４最後に
当協会の設立にご尽力され、当初から会長の重責を担われ、福岡販売士協会をリ
ードされている栗川会長には、これまでのご努力とご苦労に感謝するとともに、今
後も当会の育成・発展に頑張っていただきたいと思う。栗川会長はじめ、石原副会
長、理事の方々、顧問の方々のボランティア精神あふれる積極的な活動が無い限り、
この会は発展しないし永続しない。そして、当協会の会員増をはじめ、九州各県で
販売士協会が設立される事も、福岡販売士協会の責務であろう。私は、当協会の目
的達成に、更なる発展に、少しでも役立つように、微力ながら協力し、努力してい
くつもりである。その為には、会員として最低の義務であ
る、各種会合への参加、会報への記事投稿等を積極的に継
続していきたい。
以上
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販売士から見た商店街
一級販売士
横山 修二
商店街の実態
日本の商店街は、広場を中心に形成された西欧の商店街とは違って、人の往来する道路に
沿って形成された。商店街とは、地域の人々や来街者にモノやサービス等を提供する商店や
飲食・娯楽・業務施設等が連なる「場」である。
しかし、一般に商店街をいう場合、このような「場」をいうのではなく、商店街を構成し
ている商店街主等の任意団体や、法律に基づいて設立された法人を指す場合が多い。西欧の
場合、職能団体（ギルド）はあっても、日本の商店街のような地縁で結ばれた商人等の人的
結合体はなかった。
中小企業庁では、一九七〇年から五年に一回「全国商店街実態調査」を行っている。二〇
〇〇年からは、三年に一回行われることになった。ここでいう商店街とは、法人及び任意団
体を指している。
一九七〇年度の調査では、繁栄している商店街は全体の三九・五％あった。それが二〇〇
六年度は一・六％となっている。同調査によれば、一九八五年度の一商店街あたりの構成員
は六五店舗であったが、二〇〇六年度では五九店舗となっている。数からいえば、二一年間
で一商店街構成員の数の減少は六店舗ではある。商店街の空き店舗が問題となったのは、一
九九五年度の調査結果で、この時の空き店舗率は六・八七％であった。二〇〇六年度調査で
は、八・九八％となっている。
商店街の今後
日本は人口減少時代に入った。以前より続く地方の人口減少はとまらず、地域は疲弊して
いる。一方東京圏、名古屋圏、関西圏へは人口が集中し、日本の総人口の五〇・四％がこの
三大都市圏に偏っている。
地方は疲弊しているといわれるが、農地や都市計画区域外に建つ巨大ショッピングセンタ
ーでは、深夜まで煌々と灯りが灯り、多くのお客さんで賑わっている。一方で、商店街の灯
は消えている。商店街の衰退ぶりが地方の疲弊を表しているようだ。だとすれば、商店街は
抜本的な出直しをしなければならない。それが、地方再生の一つの道となろう。
また、三大都市圏でも商店街の格差は広がり、東京都内の商店街を見ると、一九九八年二
九〇七あった商店街が、二〇〇七年には二七一七まで減少している。
（東京都商店街実態調査
より）。
日本の商店街は長い歴史の中で、極めて重要な役割を果たしてきた、
・住民の生活を支え、コミュニティの担い手として地域を守り育ててきた商店街
・市民の誇りともなって、都市生活の核として存在してきた商店街
・地域の伝統・文化等の情報を発信し、観光客を惹きつけてきた商店街
・日本の都市景観・文化度の高さを内外に誇ってきた商店街
商店街は、どこも皆個性がある。その繁栄の条件も、衰退の要因も、再生、活性化の道も
皆異なる。
今後の人口減少・少子高齢化、消費支出の伸び悩み、店舗等の供給過剰、購買接点の爆発
的増加等を考えると、商店街も努力しているところは伸び、ダメなところから淘汰されるだ
ろう。やる気のある商店街は必要とされ、期待もされている。
どんな不況下であっても、活性化し続ける小売店や商店街は必ずある。逆に好況時であっ
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ても、寂れていく小売店や商店街もある。
活性化させるポイントは「売り場をつぶして買い場をつくる」ことにつきる。なぜなら「売
る側の目線」で店頭に立っている限り、郊外にできた大型店や道行く人たちの高齢化等、そ
の目にみえるものすべてをマイナス要因として捉えてしまうからである。
「売り場」は、売る側に立って考えられている「意思の表れ」であるが、言い方を変えれ
ば売る側の論理が優先され、買う側の論理が無視されている。もっとはっきりいえば、買い
たいモノが買いたい価格で売られるのではなく、売りたいモノを売りたい価格で並べている
のが売り場なのである。
これでは売れなくて当然である。小売業者は自分の意思を店頭に表すのではなく、消費者
の意思である、
「買いたいモノ」を「買いたい価格」で店頭に表すことによって売り上げを伸
ばすことができるのである。
商店街を活性化するポイント
ポイントは二つに分けることができる
① 客の「期待に応えるサービス」に徹する
期待に応えることによって当然のごとく、消費者は商店街に興味を抱く。
商店街でいうなら「安全なもの」で「美味しいもの」を、また、
「トレンディ」で「素材の
よいもの」をそれぞれ「いかに安く」売るかとなる。
② 「期待を超えたサービス」を行う。
期待に応えたサービスができても、やっと量販店と横並びができたに過ぎない。この時点
で対等な集客条件がそろっただけである。ということは、消費者は常に双方の商品と価格
を比べ、条件の良い店舗を選択し続けるのである。販売条件が大きく違う場合は効果はな
いが、多少劣性の場合ならば、堂々と量販店に対抗できる手段がある。それが「客期待を
超えたサービス」を提供することなのである。期待を超えたサービスは、商品のブランド
化（独自性）によって可能である。
商品をブランド化させるには、
・他店では真似のできない、独自の味や形
・前例のない消費品
・前例のない売り方
とうによって一工夫すれば、どんな商品を扱っていてもできる。
（ポイント１）コンセプトを明確にすること
最初の作業は「客の期待に応えるサービス」を提供することになる。期待にこたえよ
うとするならば、期待の内容をしらなければならない。そしてその「期待に応えています
よ」との意思表示が明確になされないと、客に伝えることはできない。
意思表示を明確に伝える最善の方法は、その商店街のコンセプトを明確にすることなの
である。それは「どんな商店街をつくるか」と決めることから始まる。
○合言葉はオンリーワン
コンセプトを明確にすることは、商店街をブランド化する基本になる。このコンセプト
を決める時の合言葉は「オンリーワン」
。商店街そのままの姿をいかに活かすかを考えるこ
とである。
○日常を売るのか夢を売るのか
「日常生活を売る」商店街とした場合には、景気の動向に関係なく維持していける可能
性が大きいが、
「夢を売る」商店街の場合には景気の影響を受けやすく、好況期であっても、
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近郊に高級感のある店舗やこざっぱりとしたショッピングモールができると客足が遠のい
てしまう。
○外部から集客する
観光地や際立った地域特性がない限り、外部からの集客を目論んでは失敗しやすい。
○地域に密着する
これこそが商店街本来の姿である。店舗の構成をみても、
「よそ行きの顔」をしつらえる
ための商店構成ではないので、カッコよくはない。しかし、
「地域＝ご近所」に関わった商
売を展開していれば「身の丈」で商売できるので、失敗する確率は極めて少ないのである。
○「誰のため」
「何のため」の商店街か
商店街は「近隣消費者のため」のものである。立派な店構えをつくって店主がどんなに
自慢しようが、消費者が見向きもしなければ商売は成り立たないのである。
商店街の目的が住民の生活を維持するためにあるならば、おのずと扱うものは毎日使う
ものとなる。毎日使うものには日用雑貨のようにある程度買い置きするものと、食品のよ
うに買い置きができないものとがあるが、食品を扱うべきである。食糧関係の売り方であ
るが、売る側の便利さではなく買う側の便利さを追求しなければならない。たとえば箱や
パック詰めにするのではなく、バラ売りするのである。今は小家族で生活している人たち
が大勢を占めているからである。地域に密着した商店街が大型店と同じ売り方をしても、
消費者にとっては不便なだけで、商店街で買う必要がないのである。
また、商圏の住民の日常生活を応援するための商店街であらねばならない。
自分だけ儲けようとしても、その商圏の住民が儲かっていなければ買い物に出てきては
くれないのである。
住民を儲けさせるためには、新鮮で安全な食材をいかに安く売るかである。すべての店
舗が「生活者を儲けさせる（喜ばせる）ため」に、商売をしなければならない。これも商
売の鉄則である。
（ポイント２）消費者のための商店街をつくる
どんなきれいな商店街ができても、消費者が来なければ商売
は成り立たない。
○呼び込むのではなく近づく
現代では消費者を呼び込むのではなく、消費者に近づく努力
がもとめられている。
消費者の価値観、求めているものなどを探って、それを取り
入れているところが成功しているのである。
（ポイント３）通路は木でつくる
商店街全体で「健康」
「エコロジー」という二つ時流を取り入れる。
○「健康」
「エコロジー」を取り入れよう
人が歩くとき、一番身体に負担をかけないのは、適度に歩く際の衝撃を吸収する土の上
である。しかし商店街の通りが土のままでは店の中も土だらけになり、商品も汚れてしま
う。土の次に負担が軽いのは、草野の上と材木の上である。草の上はひっかかったり根っ
こが多く、安定して歩けない。残るのは材木の上である。土は歩き続けることによって踏
み固められて硬くなるが、木材の場合はいつまでも弾力を保つことができ、歩行者にとっ
ては一番身体に負担のかからない通路となる。これからの商店街はただ商品を売るだけで
はなく、客の健康や地球全体の環境を保全する義務を担ってくる。
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床張りの利点は、一つは今記したように歩く人の身体に負担を与えないこと、二つ目は
雨を地中に流すので自然環境を守ることに貢献できること、三つ目は利用価値がないとい
われて山に放置されている間伐材を有効利用でき、山を守ること、すなわち水資源と環境
整備に協力できることである。この場合に悪条件が重なり実行できないとしたら、監督官
庁や山林主と交渉を繰り返し改善策を見つければよいのである。遅かれ早かれしなければ
ならない山の整備の先取りを商店街が率先できれば、まさに「期待以上のサービス」を客
に与えることができるのである。
（ポイント４）カラーロードやアーケードはいらない
○外見を変えても客は来ない
きらびやかな環境で商品を売る時代は、二十数年前に終わっている。今は中身で勝負す
る時代なのである。商店街の活性化に必要なものは、カラーロードやアーケードではなく、
その商店街の魅力、すなわちオンリーワン商品であることを忘れてはならない。
（ポイント５）通りの幅は狭くする
○通りを二分する車道は買い物客を分断する
商店街の通りは広くてはダメなのである。ある程度の幅があれば、狭いほどよいといえ
る。向き合った店舗の売り子が、互いにこえを掛け合う距離感が理想になる。まず、車の
通行は止めないといけない。
（ポイント６）商店街は地域のコミュニティ
商店街の役目は二つある。一つは地元住民の生活を応援することであり、あと一つは地
域のコミュニティであることが求められている。
○消費者の声を行動に移す
全国どこへ行っても、
「以前はもう少し遅くまで営業していたけど、最近店じまいが早く
なって利用しづらい」といった声を聞く。一軒一軒が地域のコミュニティづくりを目指し
て、こうした消費者の声を、少しずつ行動に移していくことが肝心である。
○商店街における共存共栄
商品をディスプレイとして融通し合うなど商店街が一体となって、トータルで消費意欲
を高めるのである。
○商店街は一休みするエリア
コミュニティを形成するのに重要な役割がありながら、商店街ではけったにお目にかか
れない施設が、一休みするエリアである木陰とベンチ、そしてトイレなのである。商店街
をリストラ（再構築）するならば、最初に考えることは、こうした「一休みするエリア」
になる。それが地域のコミュニティとなる第一歩である。
（ポイント７）トイレとゴミ箱の設置
○年輩者・家族連れに配慮する
年輩者が増えるといわれていながら、年輩者優しくないのが今の街づくりなのである。
年輩者にとって外出をためらう大きな要因は、トイレがないことであるから、トイレを用
意することによって出かけやすい環境を整えることになるのである。価格を安くすること
だけが「客を喜ばせる」方法ではないのである。
○「見栄え」より「清潔」を
訪れた人たちが楽しく買い物をし、美味しく食べた後、食べかすの処分に困る商店街で
は清潔さは保てない。カラータイルを貼って一見きれいな通りをつくるより、ゴミ箱を用
意すべきである。しかし商店街の景観を守るためには、商店街のコンセプトにちなんだデ
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ザインで設置すべきである。
（ポイント８）ブランド（手作り）商店街を目指す
○独自性が成功の決めて
カジュアルウエアであっても惣菜であっても、できるだけその店の店主が自ら作ったも
のを販売するよう心掛けるべきである。自ら作り出したものは他人がまねできない。どん
な大手の量販店ができても、それが原因で商売がダメになることはない。商品で差別化す
ることや値引き競争に参入することはできなくても、バラ売りを行うなど、売り方で独自
性をだすことができるのである。
○パフォーマンスこそ最高のイベント
とても大事な「モノ」は、各店舗独自のパフォーマンスである。イベントは定期的に続
けないと継続したリピート客は望めない。余計な経費をかけることなく他所が真似するこ
とのできない「独自」なイベントを継続するとしたら、各店のパフォーマンスに勝るもの
はないであろう。
ブランド化とは差別化になる。差別化とはオンリーワンになるのである。オンリーワン
ワンを打ち出していけば、価格競争に振り回される危険を避けられる。またおのおののパ
フォーマンスは商品に付加価値をプラスする。この付加価値も価格競争から免れる方便で
ある。
以上の８つポイントを実行すれば、商店街の明るい未来がえてくるのである。
※参考文献
「よみがえる商店が」学芸出版社

三橋重明著

「ダメな商店街を活性化する８つのポイント」
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同友館

鈴木健介

営業マンのつとめ
～

CS に向けての“活動姿勢と行動”～
一級販売士

石原

義曠

はじめに
営業活動の原点は「お客との信頼関係を築くこと」にあると思う。そのためには「客
を思う心（客の立場に立つこと）を基本に人間関係を築きながら、客の思いや意図を
知り、充たしていく GIVE＆GIVE の姿勢で行動すること」だと考える。
したがって、営業マンがなすべきことは、客先に足繁く通い「常にどうしたらその
お客が喜んでくれるか」を自らに問い掛けながら、客の思いに叶った提案を積み重ね
期待に応えていくことではないかと思う。
そこで、以下にこの課題について私見を述べてみたい。
１、活動姿勢
企業は本来「客のために存在するもの」。したがって、そのことは組織の面におい
ても「客（ターゲット）からの視点で編成され、役立つようになっていること」が必
要だ。何故ならば「客なくして企業の存在はあり得ない」のだから。
そうした観点に立てば、“営業マンのつとめ”は、自企業が客に役立つ存在として
認知されるよう客に会い、「客との人間関係づくりからスタートし信頼関係へと進展
させること」だと考える。もちろん、ここで言う人間関係づくりとは単に窓口関係者
と仲良くなることではなく、客先企業からみて誠意ある魅力を秘めた存在としてつき
合いを望まれることだ。
こうした活動姿勢が徹底すれば、結果として一方向的な GIVE＆GIVE から双方に
とっての GIVE＆TAKE の関係へと進化し、「単発的にモノ（商品やサービスなど）
を買ってくれるだけの関係から、営業マンの企業そのものが評価され重用される継続
的関係」へと深化・発展していけるのではないかと考える。
このように自企業の最前線において、客との信頼関係の醸成を担うのが CS 実現企
業の営業マンだと思う。
２、CS 行動
CS（Customer Satisfaction）に向けての営業マンの行う客先訪問や面談は、自企
業の考えを説明したり、直接商品を売り込んだりすることが目的ではなく「相手（客）
が困っていること・悩んでいること・求めていることを見出し、それを解決できる最
適提案を行うこと。そして、客自身にその意思決定をしてもらうこと」だと考える。
したがって、このためには話し方や説明がうまいとか感じがよいというような技巧
面のみならず、重視しなければいけないのは提案力だということになる。
客の意にかなった提案行動が適切にとれるよう、最低限下記のような“心の持ち方
と行動”を身につけておくべきだと考える。
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（１）商談に臨む心の持ち方
「人の行動は心の中の欲求から生まれる」ということからすれば、「商談は客の
思いを読み取り、受け止めること」だと解釈できる。そのように理解すれば“商談
は客を説得するのではなく、質問を通して客の心（思いや意図すること）をつかむ
こと”だと思えばよいのではないか。
したがって、営業マンは客との面談に当たっては、主役は客であっても、その場
をリードするのは自分だと心得て、次のことに意を払い商談に臨む必要がある。
① 客に関心を寄せ、楽しい気分で接すること
「人は自分に関心を寄せてくれる人に関心を寄せるもの」。だから、まずはこちら
から先に関心と好意を寄せることだ。また「笑顔を忘れない人は、誰からも歓迎さ
れる」の例えどおり、笑顔をもって楽しい気分で接することも商談を前向きにすす
める大切な要素として認識しておかなければいけない。
② 聴き手にまわり、客の関心のありかを見抜くこと
「人は本来、聴くことより話すことを好み、聴き手になってくれる人を求めている」
という。故に商談でも、誠意ある適切な質問を投げかけて客に心置きなくしゃべっ
てもらうことで、客の抱える問題や意図していることを見抜いていくように心がけ
るべきだ。
③ 客に敬意を示すこと
「相手の存在に敬意を示すことは、人間の行動に関しての重要な法則」だというが、
人は常に他から認められたいという願望をもっているはず。
したがって、客に対する敬意の念を忘れず日々の行動・言動として表していくこ
とが肝心で、このことが客との心の繋がりに結び付いていくはずだ。
④ 客との論争は避けること
「人は理屈のみでは納得などしないし、ましてや無理な説得や論争によって人の
心はつかめない」ということを心に留めておかねばならない。多くの場合、論争
で負けたら自尊心を傷つけられたという悪感情だけが残るもの。商談は、あくま
で客の好意と同意を得るためと心しておかなければいけない。
⑤ 客が意思決定しやすいようにすること
「客のことは、客自身が一番よく知っているもの」。また、「客の考えや言動には、
必ずそれなりの理由がある」はず。それ故に、客の話はありのまま誠意をもって
拝聴し、その意図を汲んだ提案を纏め上げていくのが営業マンのつとめと心得え
ること。そうすれば客も意思決定し易いはずだ。
（２）行動上の留意点
① 客から出される反論や批判は拒否とは限らない
商談の途中で客から出される反論や批判、疑問、ためらいなどの反応は断りや
拒否であると誤解しないこと。
こうしたことが出たら、そのことをしっかり理解しようという態度で聴き、客
の身になって問題点を質問し客自身に考えて貰うようにしてみることだ。決して、
説き伏せようとしたり議論をしたりしないこと。
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むしろ、反論や疑問が出る多くの場合は、そのことに関心や興味がある証だと
受け止めた方がよいようだ。
② 商品知識だけでは客に納得してもらえない
単体品でもシステム品でもそれらの商品知識を持つことは、営業マンには必須
の条件であるが、例えその知識が豊富であったとしても、それを唯一の武器とし
て直接客を説得し売り込もうなどとは思わないこと。
あくまで、客の要請により明らかになった意図に沿い諸条件を整理し理解を得
たなかで、そうした知識が活きる提案を行うようにすること。そのためにも、日
頃から客が欲しがる動的情報や関連知識の蓄積努力も欠かず準備しておかねば
ならない。
③ 人間関係づくりは時間の長短ではない
営業マンのつとめは、人間関係を築くことからスタートするが、そのことは客
との付き合い期間とか面談時間の長短で決まるものではない。
客が自分のことをどう受け止めてくれるかで違ってくるものだ。買ってもらう
ことだけに意識が先行し、客への関心が後回しになっていたりすれば人間関係が
進まないままに成果も挙らず時間が経過してしまう。
まずは、客への思いを強く持ち、客が望む役立つ行為をすることだ。
④ 客先との商談は、常に目的をもって行うこと
顔さえ出していれば、いつか何とかなるだろうなどという安易な商談は絶対に
しないこと。
単に挨拶や雑談を繰り返すだけとか、物売り行為の繰り返しであれば客の大切
な時間を潰すだけの迷惑行為に過ぎないのでマイナス効果でしかない。必ず、客
が喜んでくれるような情報とか宿題に対する回答や新提案などの土産を持つな
どして目的のある商談を行うようにしなければいけない。
こうした行為の積み重ねが人間関係づくりに繋がっていくはずだから。
⑤ いつ、いかなる時も目の前の客のことに集中すること
商談においては、客に敬意を払い礼節をわきまえることは当然のことながら、
いかなる時も目の前の客だけに意識を集中し行動すること。
ただ、客は、案外好き嫌い（理性より感情）でモノを買ったり、売り手を選ん
だりする時もあるので、常に客の興味のありかに関心を寄せて客の心情を推し量
ることを忘れてはならない。
さらに、好きになって貰えるということは、自分が客に示した関心や好意とか
客が抱える問題解決への熱意ある行為などに対して、好感を得た証とも言えるわ
けなので、そんなことができる自分づくりを楽しむことも必要なことだ。
むすび
“顧客の創造”は、こうした「営業マンのつとめ」によって得られた“客との信
頼関係の醸成”から生み出されていく成果だといえる。
以上
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観光産業の未来予想図
一級販売士 八尋 晃仁

Ⅰ．はじめに
福岡販売士協会が産声をあげた 2002 年（平成 14 年）、わが国の観光政策も大きな転換期を迎
えた。
2002 年（平成 14 年）６月、第一次小泉内閣は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2002」を閣議決定し、
「経済活性化戦略の 30 のアクションプログラム」の一つとして「観光産業
の活性化・休暇の長期連続化」を掲げ、翌 2003 年（平成 15 年）にはビジット・ジャパン・キャ
ンペーンが開始された。また、同年 10 月には独立行政法人「国際観光振興機構」
（ＪＮＴＯ）が
誕生している。
さらに、2006 年（平成 18 年）の「観光立国推進基本法」成立、2010 年（平成 22 年）6 月の
「観光庁」の創設等、観光産業活性化のための環境整備が実施され、現在の「新成長戦略」にお
ける観光立国戦略に引き継がれている。
新成長戦略では、観光を“フロンティアの開拓による成長分野”、
“少子高齢化時代の地域活性
化の切り札”と位置づけ、今後も成長が見込まれる中国をはじめとするアジア地域からの訪日外
国人観光客の増加を積極的に取り込み、交流人口の拡大による地域の活性化を実現をめざしてい
る。
このように 21 世紀におけるわが国のリーディング産業として期待される観光産業ではあるが、
旅行形態の多様化（ニーズの多様化）や中小観光関連事業者の高齢化問題をはじめ、これまでど
ちらかと言えば内需産業として位置づけられてきた観光産業としての慣習・慣行の変革の必要性
など課題も数多くあげられてきている。よって、今回はこうした観点から、観光産業の現状と課
題を整理し、未来に繋げる方策を考えてみることにしたい。
Ⅱ．観光産業の現状
（１）観光の語源と定義
観光の語源は四書五経の「易経」の中にある「観国之光、利用賓干王」
（国の光を観るは、
もって王に賓たるによし）から来ていると言われており、その意味するところは、”国の威
光を観察する”にある。国の光とは国王の人徳と善政により国が繁栄し、その国を訪れる人々
にその国が光輝いて見えることをいう。
また、観光とは、世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）の定義によれば「レジャー、ビジネスその
他の目的で連続して１年を超えない期間、通常の生活環境を離れた場所を旅行したり、そこ
に滞在したりする人の活動である。
」となっている。
（２）観光産業の範囲
観光産業には、旅行業、宿泊サービス業、運輸業をはじめ数多くの業種、関連団体が含ま
れ、業種の数は 20 以上にも及ぶといわれている。
図表１ 観光産業の範囲
旅行業、宿泊サービス業、運輸業、観光土産品業、テーマパーク・観光施設業、
観光産業
イベント・コンベンション業
小売業、飲食業、地域特産製造業、農林水産業、新聞・出版業、保険業
観光関連産業
関連団体

情報・ＩＴサービス業、放送業、映像製作業、広告業、社会教育施設 etc
行政機関、ＮＰＯ法人、学校教育機関、学術・文化団体、調査・研究団体 etc

出所：数字が語る旅行業 2011 （社）日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）
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（３）観光産業の経済効果
このように多業種にわたり裾野の広い観光産業の経済効果は、2002 年（平成 14 年）の旅行
消費額（国内・国際合計）２１．３兆円、生産波及効果４９．４兆円、付加価値効果２６．１
兆円が、2009 年（平成 21 年）には、旅行消費額２５．１兆円（ＧＤＰの 2.6％）
、生産波及効
果５３．１兆円、付加価値効果２７．１兆円、雇用効果４６２万人（全雇用の 4.0％）と景気
低迷が続く日本経済の中で重要な産業として堅調に推移している。
（４）日本人海外旅行者数と訪日外国人旅行者数の推移
2003 年（平成 15 年）から 2011 年（平成 23 年）までの旅行者数の推移は、図表２のとお
りである。
2008 年（平成 20 年）から 2009 年（平成 21 年）にかけては、米国発の世界同時不況や新
型インフルエンザなどの影響により、日本人・外国人旅行者とも大幅に減少したが、その後
順調な回復を見せていた。しかしながら、2011 年（平成 23 年）は、３月 11 日に発生した東
日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故、および急激な円高・ウォン安などの影
響により、訪日外国人旅行者数は６２１万人（ＪＮＴＯ資料、いずれも速報値）と再び大幅
な減少に見舞われた。
また、九州・福岡の訪日外国人数は、福岡空港・博多港合計で全国の８％程度となってお
り、九州全体では約１割とみられている。
図表２ 日本人海外旅行者数と訪日外国人旅行者数の推移（ＪＮＴＯ調べ）
訪日外国人旅行者数
日本人
海外旅行者数

うち福岡空港・
全国
博多港入客

‘03 年（Ｈ15）

１，３３０万人

５２１万人

―

‘0４年（Ｈ16）

１，６８３万人

６１４万人

―

‘0５年（Ｈ17）

１，７４０万人

６７３万人

―

‘0６年（Ｈ18）

１，７５４万人

７３３万人

６２万人

‘0７年（Ｈ19）

１，７３０万人

８３５万人

７１万人

‘0８年（Ｈ20）

１，５９９万人

８３５万人

６９万人

‘0９年（Ｈ21）

１，５４５万人

６７９万人

４６万人

‘１０年（Ｈ22）

１，６６４万人

８６１万人

７６万人

‘１１年（Ｈ23）

１，６９９万人

６２１万人

―

（５）訪日外国人旅行者の消費額
2010 年（平成 22 年）の訪日外国人消費額は、１兆 1,490 億円、また、訪日外国人の日本国内
での旅行支出額は平均 133,426 円と推計されている。
（観光庁「平成 22 年の訪日外国人の消費動
向について年次報告書」
）
現在、わが国では、訪日外国人旅行者数を将来的に 3,000 万人とすることを目標に「訪日外国
人 3000 万人プログラム」を設定し、東アジア（中国、韓国、台湾、香港）を中心とした海外プ
ロモーション活動を展開しており、単純計算はできないものの、仮に目標の 3,000 万人が達成さ
れると３兆円を超える市場を形成する可能性を秘めている。
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（６）ニューツーリズム
ニューツーリズムについては、厳密な定義はないが、従来の物見遊山的な観光旅行に対して、
テーマ性が強く、体験型・交流型の要素を取り入れた新しい形態の旅行のことをさしている。
テーマとしては、エコツーリズム、グリーンツーリズム、産業ツーリズム等が挙げられ、旅行
商品化の際には、地域の特性を活かしやすいことから、地域活性化につながるものと期待されて
いる。
また、個人旅行の増加や旅行者の価値観の多様化等、顧客ニーズの変化にきめ細かく対応でき
る旅行商品として今後の発展が期待されている。

図表３：ニューツーリズム一覧
エコツーリズム
グリーンツーリズム
カルチャーツーリズム

産業ツーリズム

メディカルツーリズム

地域の自然環境に配慮しつつ地域の創意工夫を活かした自然保護をテーマにす
るツアーの開発
都市と地域資源を活かす農村の交流をテーマにするツアーの開発
世界遺産や文化財、まつりや伝統工芸、美術館・博物館やアートフェスティバ
ル、職、ファッションショーをテーマにする文化ツアーの開発
歴史的・文化的価値がある工場やその遺構、現代の最先端技術に触れるツアー
の開発
外国人向けの日本の最先端医療技術で治療・健診を受けられる医療ツアーの開
発

ヘルスツーリズム

美容、自然、温泉、癒しがテーマのツアー開発

スポーツツーリズム

観るスポーツ、するスポーツ、支えるスポーツをテーマにしたツアーの開発

出所：観光ビジネス未来白書 2011 年版

Ⅲ．観光産業の課題
（１）マーケティング機能の強化
これまでの観光産業は、国内需要に依存し発展してきた。しかしながら、これまで見てきたよう
に、国内需要は少子高齢化・生産年齢人口の減少により、今後大きな期待を持つことができなくな
っている。また、増加が見込まれる訪日外国人旅行者への対応やニューツーリズムでみたように旅
行者の旅に対するニーズも多様化してきていることから、今後ますますマーケティング機能の強化
が必要になるものと思われる。
特に観光産業では、いかに顧客満足を高めリピーター（再訪者）を増やしていくかが重要な課題
であり、こうした点から言えば、観光産業ではサービス業の特質とロバート・ラウンターボーンが
提唱する４Ｃ（顧客価値、顧客コスト、利便性、コミュニケーション）を考慮したマーケティング
戦略の構築が必要である。
（もちろん４ＰやＳＴＰが不要というわけではない。）観光産業は、多種
多様な業種で構成されるが、その多くは中小・小規模事業者であり、こうした中小・小規模事業者
に対するマーケティング思想の普及の場の形成が課題の一つと考える。
＜サービスの７つの特質＞
①無形性・・・商品や製品のような形がない
②品質の変動性・・・サービスを行う人によりレベル（品質）が異なる
③非貯蓄性・・・在庫することが出来ない
④生産と消費の不可分性・・・サービスの提供と消費が同時である
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⑤不可逆性・・・サービスを受けた後は元に戻せない
⑥需要の時期変動性・・・サービスを行う時期や時間が集中する傾向にある
⑦労働集約性・・・適切なサービスを行うには多くの人を要する
（２）
「地域による観光地づくり」への転換
これまでの観光地は、その地域が持つ自然景勝や歴史的遺産の近辺に行政が主体となった「ハ
コモノ」を造り、そこで地域の特産品販売や郷土料理を提供するといったどちらかと言えば受身
の姿勢が見られたように思う。ニューツーリズムのところで述べたように、現在の旅行者は、た
だ単に観光地をめぐり、そこにある自然や歴史的遺産を観て楽しむことから、旅行者がそれぞれ
の目的を持った体験・交流を通じて満足感を高める方向へ変化している。ニューツーリズムの発
展は、観光地を抱える地域においては絶好の機会であり、こうした旅行者のニーズに素早く対応
できる体制を行政や地域企業だけでなく、地域の良さを一番理解している地域住民、さらには最
近存在感を増してきたＮＰＯ法人などと連携する仕組みを構築する必要があるのではないだろ
うか。
また、九州観光マスター１級テキストには、魅力ある観光地づくりのために必要なものとして、
「観光地づくりの３原則を同時に守ること」と「観光客が感じる３つの障害の除去」が挙げられ
ている。こうしたものも参考にしながらその地域でしか味わえない特色のある魅力を持った観光
地づくりを目指していくことも必要がある。
○観光地づくりの３原則・・・①再訪、②分散化、③名声
○３ つ の 障 害 の 除 去・・・①不安、②不便、 ③不自由

（３）情報の発信とモニタリング
インターネットの普及により、観光産業の情報の発信方法も変化してきた。従来の紙媒体から、
ホームページやブログをはじめ、最近では facebook などのＳＮＳと呼ばれるものの利用も増加
し、多様化の一途を辿っている。しかしながら、本当にそれらの発信情報が旅行者にとって有効
であり、かつ、発信者側の意図が正確に伝わっているかについての検証が十分におこなわれてい
ないように思われる。
特に、今後増加が見込まれる訪日外国人旅行者に対しては、その発信媒体、内容の有効性につ
いて十分に検証していくシステムを構築し、しっかりとしたモニタリングを行う必要があると思
われる。
（４）人材育成・教育
観光産業がわが国における 21 世紀のリーディング産業となっていくためには、観光産業が労
働集約的なサービス産業であることからも、今後の人材育成と教育が最大の課題である。
近年、大学における観光学部や観光学科の新・増設は、こうした時代の要請に応えたものであ
ると思われるが、一方で新卒者の就職難や雇用のミスマッチという問題も抱えている。また、観
光産業自体の労働環境面（賃金・待遇等）での改善も必要である。
人口減少にともなう生産年齢人口の減少が確実視されるわが国においては、こうした問題を解
決するために、インターンシップ制度の改善や外国人留学生の活用などいろいろな意見も出され
ている。
一方で、年金支給年齢の引き上げの問題もあり、今後は働く意欲・体力のある高齢者の活用と
いう観点からも観光産業は大きな貢献を果たすことが出来るのではないかと考える。そのために
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は、高齢者の経験・スキル（社会人経験・旅行経験・語学力・マネジメント力）と若者の意欲・
行動力・ＩＴリテラシーを積極的に活用し、相乗効果を発揮することが出来る機会の創出に向け
た取り組みが必要である。
Ⅳ．おわりに
中小企業白書（2011 年版）に外国人観光客を受け入れることで再生した家族旅館として、東京
都台東区にある「澤の屋旅館」が紹介されている。
この中で澤館長は「外国人観光客にとって、宿は手段であって目的ではない。～（中略）～山が
見られる地域であれば山を、雪が見られる地域であれば雪を売りにすればよい。あくまで、あるも
のを自然体で提供していくことが大切である。」と語っている。
日本には四季があり、地域にはそれぞれの伝統・文化があり、人間味がある。こうした日本の特
色（強み）を活かし、地域住民とそこを訪れる旅行者が共にその地域にしかない良さを見出し、共
有し、育てていくことが、観光産業の未来のためには必要なのかもしれない。
これまで観光産業の現状や課題についてみてきたが、正直、未来は誰にもわからない。ただし、
使命感や情熱、同じ想いを持つ人々が集まり、夢の実現をめざして一つ一つの課題を克服していけ
ば、必ずや明るい未来がやってくるものと信じたい。
東日本大震災で被災した多くの人々とそれを支える人たちの今の生き様が、それを私たちに語っ
てくれているのではないだろうか。
＜参考文献＞
・一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）
・加藤弘治編著
・実教出版

同友館

［数字が語る旅行業 2011］

［観光ビジネス未来白書 2011 年版］

「2010 年度版

要点整理と問題演習

販売士検定試験 3 級」・片山富弘監修

［九州観光マスター検定１級公式テキストブック］
・中小企業庁編
・フォーラム福岡

中小企業白書「2011 年版」
2009vol.28

・観光庁ホームページ
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福岡商工会議所

相乗積を使ったマージンミックスについての考察
一級販売士

蒲池

彰

いくつかのマージンの違った商品の組み合わせで利益を確保することをマージンミックスという。
相乗積を使ったマージンミックスについて考察をする。流通業界では古くから活用されパソコンが
普及した現在、エクセルの表計算で簡単に計算ができるようになった。相乗積とはふたつのものを
掛け合わせるという意味であるが、ここでは利益率と売上構成比を掛け合わせることをいう。利益
率が違う商品を販売したとき合計で何％の利益率があるかを知るのに非常に便利であり、特に販売
計画を立てるのに力を発揮する。マージンと利益率、荒利益率、益率は同義語とする。
１．

相乗積の構造
商品

原価

売価

利益率

販売数

売上

売上構成比

相乗積

A

70

100

30.00%

50

5,000

50.0%

15.0%

B

100

125

20.00%

20

2,500

25.0%

5.0%

C

150

250

40.00%

10

2,500

25.0%

10.0%

10,000

100.0%

30.0%

合計
表１
上記の表のような販売計画を立てたとする。

ABC という３つの利益率の違う上記の商品を販売したとき、各商品の利益高を計算して合計を出し、
売上も合計して利益率を計算することをせずに合計の利益率を計算できる。A という商品の利益率
に売上構成比をかけることで全体に占める利益率（相乗積）を計算し ABC の相乗積を合計すれば、
全体の利益率と合致するという構造になっている。
（検算）
商品 A の利益高 （１００円－７０円）×５０個＝１５００円
商品 B の利益高 （１２５円―１００円）×２０個＝５００円
商品 C の利益高 （２５０円―１５０円）×１０個＝１０００円
商品 ABC の利益高

１５００円＋５００円＋１０００円＝３０００円

商品 ABC の売上合計は１００００円
よって利益率は３０００円÷１００００円×１００＝３０％
相乗積で計算した利益率と合致する。

２相乗積の活用例
下記のような計画あるいは実績があったとする。原価、売価、販売数が変われば、どうなるかを検
討してみたい。
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商品

売上構成
原価

売価

利益率

販売数

売上

比

相乗積

A

50

100

50.0%

10

1,000

10.3%

5.1%

B

100

150

33.3%

20

3,000

30.8%

10.3%

C

200

250

20.0%

10

2,500

25.6%

5.1%

D

100

200

50.0%

10

2,000

20.5%

10.3%

E

100

125

20.0%

10

1,250

12.8%

2.6%

9,750

100.0%

33.3%

合計
表２
①商品 C の原価を２００円から１５０円に下げたとする。

売上構成
商品

原価

売価

利益率

販売数

売上

比

相乗積

A

50

100

50.0%

10

1,000

10.3%

5.1%

B

100

150

33.3%

20

3,000

30.8%

10.3%

C

150

250

40.0%

10

2,500

25.6%

10.3%

D

100

200

50.0%

10

2,000

20.5%

10.3%

E

100

125

20.0%

10

1,250

12.8%

2.6%

9,750

100.0%

38.5%

合計
表３

商品 C の利益率が４０％になり全体の利益率が３３．３％から３８．５％に上がったことが示され
ている。
②商品 D の売価を２００円から１５０円に下げ販売数を５０個にしたとする。
売上構成
商品

原価

売価

利益率

販売数

売上

比

相乗積

A

50

100

50.0%

10

1,000

6.6%

3.3%

B

100

150

33.3%

20

3,000

19.7%

6.6%

C

200

250

20.0%

10

2,500

16.4%

3.3%

D

100

150

33.3%

50

7,500

49.2%

16.4%

E

100

125

20.0%

10

1,250

8.2%

1.6%

15,250

100.0%

31.1%

合計
表４

合計の利益率は３３．３％から３１．１％に下がったが売上が上がることによって利益高が 9,750
円×３３．３％＝3,250 円から 15,250 円×３１．１％＝4,750 円に上がることがわかる。
③商品 A の売価を 100 円から 78 円に下げ、キャンペーンで 100 個売る計画を立てる。

- 20 -

商品

売上構成
原価

売価

利益率

販売数

売上

比

相乗積

A

50

78

35.9%

100

7,800

47.1%

16.9%

B

100

150

33.3%

20

3,000

18.1%

6.0%

C

200

250

20.0%

10

2,500

15.1%

3.0%

D

100

200

50.0%

10

2,000

12.1%

6.0%

E

100

125

20.0%

10

1,250

7.6%

1.5%

16,550

100.0%

33.5%

合計
表５

商品 A の利益率は５０％から３５．９％に落ちたにもかかわらず、全体の利益率が３３．３％から
３３．５％に上がっている。売上も利益率も上がる現象が起きるのが相乗積を使ったシミュレーシ
ョンの醍醐味である。

３．

乗積の活用例Ⅱ

ある小売店のチーフは店長から利益率を２０％取るように言われている。しかし、日曜日と金曜日
に大きな売出しがあり、むずかしく、どう利益計画を立てていいかわからないでいる。過去の実績
から曜日別の売上はだいだい、わかっている。売り出しの商品は１０％位の利益率で曜日別の売上
は表のようになっているとする。

売上

売上構成比 利益率

日

500

20.0%

月

300

12.0%

火

300

12.0%

水

300

12.0%

木

300

12.0%

金

500

20.0%

土

300

12.0%

2,500

100.0%

相乗積

10.0%

2.00%

10.0%

2.00%

20.0%

表６
空欄を逆算すると売り出し日以外の曜日の目標利益率が出る。
日曜と金曜の相乗積が２％＋２％＝４％なので残りで２０％－４％＝１６％の相乗積になればい
い。売り出し日以外の売上構成比が１００％－２０％－２０％＝６０％なので
１６％÷６０％＝２６．７％

売り出し日以外では目標利益率を２６．７％にすれば全体では２

０％の利益率が確保できる計算になる。
（表７）
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売上

売上構成比 利益率

相乗積

日

500

20.0%

10.0%

2.00%

月

300

12.0%

26.7%

3.20%

火

300

12.0%

26.7%

3.20%

水

300

12.0%

26.7%

3.20%

木

300

12.0%

26.7%

3.20%

金

500

20.0%

10.0%

2.00%

土

300

12.0%

26.7%

3.20%

2,500

100.0%

20.0%

表７
このように相乗積を用いて分解していけば、簡単に目標とする利益率を計算することができる。エ
クセルを使い、計算式を入れておけば、数字を変更することによっていろいろなシミュレーション
をすることができる。

４．

まとめ

表 1 の計算式は下のようになっている。
1

B

C

D

E

F

G

H

I

商品

原価

売価

利益率

販売数

売上

売上構成比

相乗積

2

A

50

100

=(D5-C5)/D5

10

=D5*F5

=G5/$G$10

=E5*H5

3

B

100

150

=(D6-C6)/D6

20

=D6*F6

=G6/$G$10

=E6*H6

4

C

200

250

=(D7-C7)/D7

10

=D7*F7

=G7/$G$10

=E7*H7

5

D

100

200

=(D8-C8)/D8

10

=D8*F8

=G8/$G$10

=E8*H8

6

E

100

125

=(D9-C9)/D9

10

=D9*F9

=G9/$G$10

=E9*H9

7

合計

=SUM(G5:G9)

=G10/$G$10

=SUM(I5:I9)

表８
このようにエクセルに計算式を入れておくと便利である。商品の欄は前述したように曜日別でも
いいし、部門別でも事業所別でもシミュレーションできる。また、計画段階でも実績の検証でも活
用でき、利用できる範囲は広い。ノープラン イズ

ノービジネスと言われるが、現場段階で目標

を設定するのに役に立つ。表７を検討すると、大きな特売が入る日とそうでない日では大きな特売
でない日の方が相乗積が大きい。これは利益高が多いことを意味するので特売で売上を確保するの
がいいのか、利益を優先するのか、判断する
目安になる。他にも利益率と売上構成比を使った相乗積の利用法は考えられ、利用法は幅広い。
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商店街活性化の道は如何にあるべきか
一級販売士 中村純治
１、はじめに
この 1 年間、地元商店街の理事さんたちと
商店街の活性化のために勉強会を実施して
きました。月 1 回金曜日の 19 時から 2 時間
程度の開催で、前半は知識の修得に重点を置
き、後半は実際の活動計画を重点に展開して
しました。この 1 年間の活動内容を中心にお
話を進めていきたいと思います。
２、商店街の定義と現状
商店街の定義は一説には小売店等店舗が30以上あるものとされていますが厳密な定義は
ありません。ひとつの商店街の平均店舗数は52店舗です。わが国における商店街は、
「商店
街振興組合」と「事業協同組合」と「任意団体」で構成されています。商店街数は「商店
街振興組合」が約2,400 、
「協同組合」が約1,100 、
「任意団体」が約11,000 で合計約14,500
です。よって、任意団体が3/4を占めます。
空き店舗率は約10%で約40%の商店街が「空き店舗が増えている」と答えています。また
約80%の商店街が「来街者が減った」と答えており、全体的に空洞化が進展しており衰退傾
向にあると言えます。その要因は①モータリゼーションの進展、②地価高騰を背景にした
居住の郊外流出、③大型店の進出を背景にした購買の郊外流出、④様々なサービス機能の
郊外移転等が挙げられます。
商店街が抱える問題として、平成12年度までは「大型店との競合をはじめとする外部要
因の比率が高かったこと」、平成15年度以降は「商店主の高齢化や後継者難といった内部
要因の比率が高まっていること」と変化しています。平成21年度の結果を見てみると、①
経営者の高齢化による後継者難、②魅力ある店舗が少ない、③核となる店舗がない、と商
店街内部の問題を重視している商店街が多いことがわかります。
では商店街はどのような努力をしているのでしょうか。ソフト事業としては、①祭り・
イベント、②共同宣伝（チラシ等）、③サービス券・スタンプ・ポイントカーﾄﾞ、の順と
なっています。ハード事業としては、①街路灯、②カラー舗装、③休息所・ベンチ・トイ
レ、となっています。個店の活性化策は、①店舗改装・店内レイアウト変更、②販売促進
（ＰＯＰ・ディスプレイ・チラシ等）の強化、③パソコン・ＩＴの活用、の順となってい
ます。一方「行っていない」という回答では、①営業時間の延長または営業日の拡大、②
業種転換・業態変更、③商品構成の見直し・変更、の順となっています。
来街者層としては、①主婦、②高齢者、③家族連れ、④会社員、⑤学生、⑥観光客、の
順となっています。以上商店街の現実を把握したうえで、次項の商店街活性化活動に入っ
ていきました。
３、商店街活性化が進まない訳と進める方法
商店街の方々に当然のように活性化していきたいと言う思いはあります。しかし、どの
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ようにしたら活性化していくのか具体策が見当たらないのです。そこでポイントを絞りな
がら活性化しない原因と活性化に向けての対策を考えてみました。
１）

リーダーシップを発揮できる人の存在

商店街には組織があり理事長や数人の理事がおられ商店街の運営に一生懸命頑張ってお
られます。しかし失礼な言い方になるかも知れませんが、町内会の役員と同じで順番制に
近く熱意を積み重ねていくには組織体制が形骸化しているように思えます。では、どのよ
うにすればよいのでしょうか。リーダー的存在が出てくるのを待つのではなく、自分たち
で作っていくことが大事です。一番大事なことは熱意を持っている人です。そして人望が
あり周りをまとめる技量を持ち合わせている人です。そのような人が存在すれば、次はリ
ーダーを支えて共に行動する人を少なくとも 2 名以上確保することです。そうすることで
基本的推進組織はできたと考えても差し支えないでしょう。
２）

この街を誰に継いでもらうか

「自分の店舗は自分の代で終わっても良い」と考えるひとがいます。理由は「子供には子
供の世界があるから」と言います。後継者も「店舗を継承するだけ魅力を感じていない」
と言うのも事実でしょう。でも、後継者のいない店舗は活力を感じません。活性化に大事
なことは引き継ぐ誰かが存在することです。なにも子供である必要はありません。強い思
いのある第三者でも良いのです。やりたい人に引き継ぐ体制を商店街で構築していくこと
が大事でしょう。
３）

活性化ビジョン（あるべき到達目標）を設定する

昔からの慣習でしょうか、なかなか目標を設定して進めている店舗が少ないのが実情で
す。しかし目標を持つことが大事です。最大の目標は「個店の利益を上げること」です。
「目
標売上高と目標利益」が設定できて
いるかです。
「自店だけ儲けるのは皆
に悪い」と思う必要はありません。
儲けることで「納税できる」
「雇用を
促進できる」と言う社会的使命をし
っかりと果たすことができるからで
す。そのためには「来店者数や来街
者数をどれだけに設定するのか」と
言う数値目標を立てることが大切で
す。
４）

顧客が誰であるか設定する

昔は顧客が誰であるかを考えなくても向こうから来て頂けました。近年は郊外型大型流
通施設に顧客が流れ来街者がめっきり減少しました。今後は郊外型大型流通施設と競争す
るのではなく、共存することが大事でしょう。「商店街ファンとなる顧客は誰か」を設定し
て、
「その顧客は何を望んでいるか」を調査することが大事です。そうすることで「我々は
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何をすべきか」が明確になっていくのです。
５）

戦略の立案を楽しむ

「戦略とかターゲットとか言う言葉はお客様に対して失礼な気がして使えない」と言う
方がおられました。
「おもてなしの心」を持つその方ならではの考えで「なるほど」と感じ
させられました。
「○○する方法」と言い換えても良いかも知れません。しかし、ここでは
あえて戦略と言う言葉を使わせて頂きます。目標を決めたらそれに向かって行動し始めな
ければなりません。どのように行動して目標を達成するかが戦略です。販売戦略、店舗戦
略、商品戦略、ブランド戦略、プロモーション戦略など様々です。どれだけ幅広く且つ深
く考えて実行できるかが勝負でしょう。
６）

戦力を充実させる

戦略を実行するためにはそれに応じた戦力を充実させることが大切です。しかし、戦力
が整わないのに予定通りに戦略を進めることは失敗する要因になります。戦力に応じた戦
略に変更して実行すべきなのです。
戦力は「ひと」
「もの」
「資金」
「ノウハウ・技術」
「情報」などです。
「ひと」は「内部の
ひと」と「外部のひと」に分かれます。
「内部のひと」には教育を施してノウハウ等の向上
を目指してほしいものです。また「外部のひと」の活用や連携が当事者にない経営資源を
補完してくれます。市役所・商工会・観光協会・文化協会・農協・学校・町内会・NPO・
インフラ会社（電力・電話・郵便・警察・消防・水道）
・老健施設など地域には連携すべき
団体は多く存在します。
資金の調達では銀行からの低利融資や国・県・市からの補助金・助成金（戦略的中心市
街地商業等活性化支援事業費補助金等）の活用も考慮すべきです。そのためには事業計画
書をしっかり立案して関係者からの信用を築いていくことが大切です。
情報が発達した市場で生き残っていくにはパソコンや携帯電話（スマートフォン）の活
用が欠かせません。
「私はアナログ人間だから」と思った瞬間に自分自身が陳腐化してしま
います。時代の潮流に身を置いて船を漕ぐ自分が居て初めて成長発展ができるものです。
４、実際にどのように進めてきたか
ミーティングは各人がポストイットにアイデアを
書き、模造紙に貼ると言うワークショップ形式で実施
してきました。項目は「個店の活性化」「商店街の活
性化」
「広場の活用」の 3 つに分けて進めました。
「広
場」は大型スーパーの跡地で今は市の所有です。イベ
ント広場と駐車場として活用しています。まずは「将
来はどうなりたいか」
「どうあるべきか」を皆で考え、
討論し、抽出しました。ここで大切なのは否定するこ
となくあらゆる可能性を考えることを大事としました。
次に「顧客は誰であるか」を考えました。
「商店街の近隣に住み、歩いて来れ、健康に配
慮し、ふれあいを大事にし、買い物を大事とする高齢者」「商店街の近隣に住み、子育ての
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ため母子のふれあいを望む若き母親」「生まれて育った地元に愛着心を感じる若き世代（小
学校～高校）
」など多くの意見が出ました。
キャッチフレーズを考えることも大切です。
「住んでわくわく○○、訪れてわくわく商店
街」などモチベーションアップには最適です。
商店街の機能別ゾーンを考えてみました。
「商業ゾーン」
「交流ゾーン」
「飲食ゾーン」
「教
育ゾーン」「行政・公共ゾーン」「医療・福祉ゾーン」「観光・歴史・文化ゾーン」「住居ゾ
ーン」の現状とあるべき姿です。
そして、
「個店の活性化」
「商店街の活性化」
「広場の活用」についてあるべき姿を設定し
ました。そのあるべき姿に到達するためにステップごとの目標を設定しました。まずは「す
ぐできることからやっていくこと」としました。例えば「道路の清掃活動」
「錆びている塀
の補修」や「塗装が剥がれている看板
の塗り直し」などです。時間が経てば
何かが進んでいるというのが大事です。
止まることは停滞でなく、衰退に直結
することを忘れないようにしたいもの
です。
５、おわりに
当商店街は商店街振興組合に加盟し
ています。また当商店街内に発足した「まちづくり NPO 法人」と共に継続的まちづくり活
動を推進しています。イベントとしては「春のスプリングフェスタ」
「夏の七夕まつり」
「秋
のオータムフェア」
「冬のイルミネーション」を定期的に実施しています。その他「火曜市」
「二日の市」
「リサイクル運動」
「ベンチの設置」
「トイレの設置」
「案内標識の設置」「空き
店舗を活用したものづくりアート市」などできるところから進めています。商店街が衰退
の危機に直面して、新たな価値観を導入しようと頑張っています。従来の「買い物をする
生活の場」から「ひとの繋がりを大事にする地域コミュニケーションの場」として変貌し
ようとしています。そんな商店街を今後も支援していきたいと思っています。そして引き
続き「商店街活性化の道は如何にあるべきか」を考え続けたいと思っています。私をまち
づくりの一員として仲間に加えて頂いた商店街の皆様に感謝いたします。
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