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｢人と時代をつなぐ
三越伊勢丹グループ｣

の実現に向けて
ビジネスモデルを革新していきます

代表取締役社長執行役員
（CEO）

杉江 俊彦
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デジタルの活用は
ビジネスモデルを革新するチャンス

収めましたが、百貨店はいつしか、
そこで進化を止めてしまい
ました。
振り返ってみると、同時期に、小売業界においては、はじめ

代表取締役社長執行役員の杉江俊彦です。統合 10周年

はスーパーマーケット、続いて
「カテゴリーキラー」
と呼ばれる

を迎えた三越伊勢丹グループは、その節目の2018 年 4月に

低価格の専門店が生まれてきました。一定の品質のものを低

「私たちの考え方」を制定し、企業の方向性を明確に定めま

価格で求めるお客さまが増えた結果、百貨店は品揃えの幅を
絞り込むというビジネスモデルにシフトし、
それに伴いお客さま

した。

も徐々に絞り込まれてしまったという一面があります。

「私たちの考え方」
をベースとした、3ヶ年計画
同年11月には
（2019 〜 2021 年度）を発表し、次の成長に向けてお客さま

この状 況を一 度 見 直さなければいけません。これからは

に新たな価値を提供していくために、IT・店舗・人を活用した

シームレス化を推進することで、商品カテゴリーの拡大を進め
てまいります。
ただし、
「 既存のお取組先に頼ってお客さまが求

「新時代の百貨店」
（プラットフォーマー）
をめざしています。
三越伊勢丹グループの最大の資産はお客さまです。私たち

める価値の高い商品を仕入れれば売れる」
という過去の成功

の店舗は老若男女、国内外を問わず幅広いお客さまにご利用

体験は通用しません。お客さまのニーズがある商品を仕入れ

いただいています。特に、私たちが出店している地域では、三

る、
また独自性のあるショップを導入するには、取引形態も含

越伊勢丹グループのことを広く認知いただき、多くのお客さま

めてこれまでの百貨店の手法にこだわらず一歩踏み込んでい

に私たちの様々なコンテンツをご利用いただいています。

くことが必要になります。
このように“古き良き時代”の百貨店
的発想から抜け出し、新たなビジネスモデルの構築に挑んで

今後もIT・店舗・人をフル活用することで当社をご利用いた

いきたいと考えています。

だくお客さまの幅をさらに拡大しつつ、既存のお客さまには、
これまで以上に新たなサービスや商品をご利用いただけるよ

オンラインとオフラインのシームレス化の推進
こそが成長戦略のカギを握る

うにすることが大切になってくると考えています。
そのなかでも、
デジタルを活用し、オンラインとオフラインの
シームレス化を推進することは、場所や時間の制限がなくなり、

新たなビジネスモデル構築に向けてデジタルを活用した取

バラエティに富んだ品揃えを可能にしていきます。

り組みを、徐々に進めています。

たとえば、釣り具や古銭など、かつて百貨店で扱っていまし
たが、効率化を求める時代の流れのなかで徐々にラインナッ

たとえば、2018 年 6月にスタートした提案型のオンライン

プから外された商品もあります。
このような商品もデジタルを

定期宅配サービス
「ISETAN DOOR 」は、定期会員数が1 万

効果的に活用することで、
もう一度百貨店の魅力度を高めて、

人を超え、順調に推移しています。

2019 年 2月には約 200もの百貨店コスメブランドを展開

より多くのお客さまのニーズを満たすことができるのです。

がスタートし、
する化粧品オンラインサイト
「meeco（ミーコ）」

このように、デジタルの活用は私たちのビジネスモデルを革

今後、品揃えやサービスを拡充していきます。

新するひとつの大きなチャンスだととらえています。

さらに、4月にデジタルスタジオを開設し、店頭で展開してい

過去の成功体験を捨て
新たなビジネスモデルの構築に挑む

る商品のWEB 登録をする体制が整い、稼働を始めました。
ただし、私たちがデジタル化に取り組む目的はECの品揃え
と売上の拡大だけをめざすのではありません。

現在、
日本で主流になっている百貨店のビジネスモデルは

なぜなら、現在のEC 売上比率は当社グループ内で3% 程

過去の成功体験から抜け出せていません。三越伊勢丹グルー

度、全国の小売全体でも7% 弱ほどという現実を冷静に見て

プはそこから脱却し、
ビジネスモデルを急ピッチで変えようとし

いく必要があると考えています。ECではなく、商品を手に取っ

ています。

てみてから購入したいと考えているお客さまは決して少なくな
いでしょう。

思い起こせば30 年ほど前、好景気のなか、女性が消費を
牽引し、婦人服のマーケットが拡大しました。
アパレル各社が

しかしながら、
当社グループでは多くの商品を取り扱っているも

魅力的な商品を次々と世の中に送り出し、さまざまなファッ

のの、現在はどの店でどのような商品を販売しているか、情報が

ション雑誌が出版され、多くのお客さまにもご支持いただきま

探しにくく、
お客さまに十分に伝わっていません。
お客さまが店舗

した。利益率が高い婦人服中心のビジネスモデルは成功を

にご来店される前にWEBで検索することが日常的になっている
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成長に向けて、
お客さまのご要望に

積極的に応えてまいります。

なか、
当社の店舗の取り扱い商品を検索して確認した上でご来

機能をさらに高めることができれば、機会ロスが減り需要は増

店いただける状態を早くつくることが重要です。
これが、
最初の出

えるのではないかと考えています。
オンラインとオフラインの長

発点だと思います。

所を融合させれば、
さらに新しい発想が生まれてくるはずです。

たとえば、
このような話があります。
ある京都の銘菓はジェイ

デジタルを活用して
お客さまとのつながりを強化

アール京都伊勢丹で店先に大行列ができるほど人気がありま
す。一方、伊勢丹新宿本店ではその銘菓を並ぶことなく買える
のです。
もし、東京の伊勢丹新宿本店でご購入いただけること
を十分に訴求できれば、喜んでご来店くださるお客さまも多い

当社では、今までアナログで行ってきたお客さまとのコミュ

ことでしょう。以前は何かを訴求する場合は紙の媒体を使うこ

ニケーションや接客サービスにデジタルを取り入れることでお

としかできませんでしたが、
デジタルを活用することで、百貨店

客さまの利便性や提供する価値を高める新たなサービスを始

で取り扱っている幅広い商品をより多くのお客さまにお伝えす

めました。

ることできます。
もっと多くの商品情報をWEBに掲載し検索

三越日本橋本店では昨秋のリモデルに合わせて、デジタル
を活用したおもてなしを強化しました。お客さまがお買物のご
相談をしたい場合には、WEBサービスを利用して事前にコン
シェルジュのスケジュールやプロフィールを確認した上で予約
ができます。
今までであれば電話でご連絡をいただいていましたが、今
はアプリを導入し、店舗のイベントやサービスの予約などもで
きるようになりました。
また、
ロイヤリティの高いお客さま向けに三越日本橋本店と
伊勢丹新宿本店に新たにラウンジを設置し、
サービスを開始
しました。
ラウンジでは、
アプリの会員証をご提示いただくと飲
み物やお菓子なども無料で、ゆっくりおくつろぎいただくことが
できます。
このサービス導入以降、
ご利用くださるお客さまの
ラウンジをご利用いた
お買い上げが20% 以上も増えました。
だくことで、“特別感”をご評価いただいたのだと思います。
今までは、
このようなサービスを十分に提供することができ
ていませんでしたが、改めて重要であると感じています。先端
技術でもなく、斬新な発想でもない、
「当たり前」のサービスに
も、実は成長戦略のヒントは隠されています。
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このように、デジタルの力を活用して、品揃えの幅を広げ、
接客方法を進化させることで、
お客さまのご要望にしっかり応
えていきます。
これらを推進できれば、
まだ当社グループは成
長できると考えています。

中国での新たな
デジタルマーケティングの研究
デジタルの取り組みは国内だけではありません。中国では、
デジタルを活用したマーケティングが日本より進んでいるため、
当社の中国店舗でも、ユニークな取り組みを研究しています。
その一つが、顔認証システムを使ったマーケティングです。

「私たちの考え方」推進協議会の様子

たとえば、
あるショップで、
プロモーションイベントを行う際に
このシステムを使うと、
お客さまが、
どの入り口から入店され、店

というのが現在の戦略です。

内をどう回られてお買い上げになられたか、有効なデータとして
蓄積することで、新たな施策につなげることが可能になります。

中国や東南アジアなどでは、不動産開発をする際に商業・

このような取り組みの実用化にはまだ時間がかかるでしょ

レジデンス・オフィス・ホテルが一体になっていることが多いの

う。
しかし、今後これが現実化してくると、店舗は、商品を売る

が特徴です。経済が成長していて開発の余地も大きいという

だけでなく、マーケティングを行う場所にもなります。
また、お

こともあるのでしょう。
そのなかで、今までは百貨店という形式にこだわり、開発済

客さまもSNSなどで店舗の情報を拡散してくださるでしょう。
デジタルを活用した仕組みでお客さまの動きなどを追いかけ

みの商業施設のなかに賃貸で出店をする、
というビジネスモデ

ることで、オンラインとオフラインを掛け合わせたマーケティン

ルでした。
これまでは、
この手法でも収益が取れていましたが、

グが可能になっていきます。

中国や東南アジアは経済成長に伴いコストが上がり、競争も
激しくなっているため、収益を確保するのが難しくなっていま

国内外の不動産を活用し、
お客さまとの接点を強化

す。今後は商業に加え、不動産開発自体にも参画していかな
いと収益を確保することは難しいと考えています。
また、
このような複合開発においては、魅力的な商業施設や
ホテルが一体となっていることにより、付加価値が高まります。

不動産事業についても、百貨店事業と同様に、お客さまと

現地企業は自社で商業施設に関するノウハウが十分でないこ

の接点をつくり、強化していきます。

とが多いため、当社に参画するチャンスがあります。有難いこ

国内は、新宿や日本橋地区をはじめ、多くの不動産を所有
していますが、現状まだ有効活用はできておりません。今後、

とに、三越や伊勢丹というブランドは、中国や東南アジアでは

保有している不動産を再開発し、お客さまとの接点をつくり、

知名度が高いので、今後、海外では商業施設を建設するとこ

収益につなげていきたいと考えています。
これは10 年あるい

ろから参画するというスタンスで、海外でのビジネスモデルの

は15 年といった期間で取り組んでいく必要があり、すぐに結

変革に取り組んでいきます。

果が出るものではありませんが、今から種を蒔き、将来しっか

2つのステップで

り育てて大きく花開かせていきたいと思っています。

収益力の強化を図る

一方で海外については、以前は日本型の百貨店でも収益
を上げることができました。
しかし、現在は、中国でも東南アジ

今までご説明した取り組みによって収益力を高めていくた

アでも競争が激化し、大きくビジネスモデルを変えていかない

めには、次の2つのステップで進めてまいります。

といけないと考えています。
では、
どのようにビジネスモデルを変えていくのか。海外につ

当社グループの規模
第1ステップは、収支構造の見直しです。

いては、不動産開発と商業をセットで考えて事業化していこう

から見て、本来生み出さなければいけない利益と現状の利益の
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「私たちの考え方」座談会での対話

間には、依然大きな差が存在しています。
さらに効率化を進め、

けない重要なことは、
これから労働人口が不足していくなか、

コストを適正化して利益を生み出していく必要があります。
こ

優秀な人材をしっかり確保し評価に見合った報酬が払えるよ

れを数年間でやり遂げることが、今後の成長のカギを握って

うな企業体質を取り戻し、販売力が落ちない仕組みをつくるこ

いると考えています。

とです。
そのためには、従業員一人ひとりが自分の仕事がどう会社

デジタル化や国内外の
第 2ステップは、収益力の拡大です。

に貢献しているのかを理解する必要があります。

不動産事業などの成長戦略の推進により収益力を高めてい
きます。
これは第 1ステップ中に、種を蒔いていく必要がありま

たとえば、
ラーメン屋さんの店主であれば今日の利益がいく

す。
その実を収穫できるのは、第 1ステップが終わったあとにな

らかすぐにわかるでしょう。1日当たりの家賃や光熱費など基本

るでしょう。
よく、成長戦略の収益化の時期について、質問を

的なコストを把握しているためです。
つまり、何杯売れれば利益

受けるのですが、
その答えはそう簡単ではありません。
目先の

が出るという損益分岐の計算ができるわけです。
このように利

収益だけでなく、当社グループの将来の売上や収益を確保す

益を把握できる仕組みをつくっていく必要があると痛感してい

るために今種蒔きをやらなければいけないこともあるからです。

ます。今日は利益が出たということが把握できると、やりがいも

これまでに店舗
第1ステップの収支構造の見直しとしては、

生まれ、一つひとつの仕事が何に貢献しているのかも知ること

や事業などの構造改革を進めてきましたが、
まだ販管費比率

ができます。
また、利益が最終的に、
どのように自分に報酬とし

は十分に下がったとはいえないため、今後も引き続きコスト削

て戻ってくるのか理解できると、
モチベーションが高まります。

減を行っていきます。大きな構造改革には目途がついたものの、

今後、
シームレス化やデジタル化に対応した新しい働き方

まだ課題は残っており、一つひとつ解決しなくてはなりません。

を導入するなかで、
チャレンジする人が、いかに会社に貢献し

たとえば、今の私たちの業務フローやシステムはだいぶ前か

ているかを把握し高いモチベーションで働けるよう、従業員
を高めていきたいと考えています。
満足度（ ES ）

らほとんど変わっておらず、無駄な部分が多々あります。
これら
を解決するために、最新の組織と業務フロー、
システムに変え

消費者のマインドの変化に応える
サステナビリティへの取り組み

コスト削減を徹底的に行う必要があります。
また、業務の効率化を進めることで、人員のスリム化が可能
になります。

社会のさまざま課題に向きあい、当社の企業活動を通じて

ただし、私たちの根幹は接客なので、現場が弱まってしま

その解決に貢献しながら、
さらなる成長を遂げていくためには、

うことは避けなければなりません。会社としてやらなければい
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「人」
と
「デジタル」の融合で

新たな価値を創造します。

サステナビリティの取り組みはとても重要だと考えています。
サステナビリティについては、
「 事業活動としてお客さまのた
めになる当たり前のことに取り組んでいこう」
というのが三越
伊勢丹グループのスタンスです。
カシミヤのセーターを例にお話しすると、以前はお客さまに
カシミヤの素材の良さをアピールすれば買ってくださったの
ですが、今はそうではありません。生産地や工場の製造過程、
公正な取引形態であることなどその商品の背景や情報を十
分にお伝えしないと、
お客さまは心を動かしてくれないのです。
デジタル化の進展はサステナビリティの取り組みにも良い
チャンスとなります。
デジタルを活用することでカシミヤの産地
や流通の背景について動画を活用して具体的に説明するな
ど、可能性が広がっていきます。
このように、
サステナビリティについては、
私たちが取り組んでい
ることを十分にお客さまに伝えていくことが大事だと考えています。
コーポレート・ガバナンスについては、昨年から積極的な開
示を始めてまいりました。
引き続き、実行していることを積極的
に開示していくことが重要だと考えています。
さらに、投資家
の皆さまをはじめとしたステークホルダーの方々との建設的
な対話を促進し、いただいたご意見を経営に取り入れて、改
善するサイクルを回していくプロセスを大切にしていきたいと
思います。
株主をはじめとしたステークホルダーの皆さまには、今後とも
一層のご支援をよろしくお願い申し上げます。
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