
環境の変化を、ビジネスチャンスへ。
お客さまとモノ・コトをプラットフォームでつなぐ「新時代の百貨店」をめざして
三越伊勢丹グループが誕生して10年以上経ち、私たちを取り巻く環境は大きく変化しました。
引き続き、デジタル化のさらなる進化や人口減少などが想定されるなかで、
次の成長に向けた3ヶ年計画（2019～2021年度）を策定、今年度より進めています。
私たちを取り巻く様々なリスクや環境の変化をチャンスととらえて、
IT・店舗・人の強みを生かした新たなビジネスや価値を創造し、新時代の百貨店として成長していきます。

「人」と「時代」をつなぐ

三越伊勢丹グループへ

暖 簾 顧 客 人 材

不動産 国内・海外
店舗

不動産
事業

金融
事業

オンライン
事業

オフライン
事業

三越伊勢丹グループの強みと事業構造

社会トレンドの大きな変化

3持続可能な社会の確立

少子・高齢化の加速
都市部への集中と地方過疎化
アセアン・インド・アフリカ等の人口増加
アジア・アフリカ地域の経済成長

1人口動態の変化

IT革命による環境の変化
シェアリングエコノミーの拡大

2デジタル・テクノロジーの進化

消費の二極化の加速
世界的な富裕層の拡大
ミレニアル世代の台頭
インバウンド需要の拡大
オーバーストア

4顧客絶対数の減少

リアル店舗型小売業へのニーズの変化
ECの台頭
購買・決済方法の多様化
物流・サプライチェーンの変化
所有から共用へニーズのシフト
セカンドマーケットの拡大
顧客ニーズの多様化（モノからコト・体験）

5ITによる環境変化

三越伊勢丹グループを取り巻く
環境の変化

三越伊勢丹グループの「強み」

三越伊勢丹グループの「事業」

社会トレンドの大きな変化

中期経営計画
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ESGマテリアリティの推進 サステナビリティ推進 P.27
コーポレート・ガバナンス体制の強化 P.31

コスト構造改革

不動産・金融事業の 
顧客接点拡大

デジタルを加えた 
新しい顧客体験の提供

オンライン（EC）・オフライン
（店舗）のシームレス化
最高の顧客体験の提供

3ヶ年計画における取り組み

お客さま

モノ・コト

プラットフォーム

ターゲット顧客の固定化（富裕層・ミレニアル世代・インバウンド）
ハイエンドマーケットへの対応
パーソナル対応の強化 P.17（日本橋）
基幹店リモデル P.18

オンライン（EC）・オフライン（店舗）のシームレス化 P.16
オンラインによる新規ビジネスの拡大 P.20
シェアリングビジネスへの参画
レンタルビジネスへの参画

グループ外企業とのアライアンス強化 P.19
海外不動産（フィリピン）複合開発への参画 P.21

事業・コスト構造の改革 P.22

IT・店舗・人の力を活用した
「新時代の百貨店」（プラットフォーマー）

今後の価値創造の方向性

　当社は2018年統合10年を機に、三越伊勢丹グループの存在意義であり、めざす姿である「私たちの考え方」として、“人と時代をつな
ぐ三越伊勢丹グループ”を掲げ、企業の方向性を明確に定めました。その考え方のもと、IT・店舗・人の力を活用した「新時代の百貨店」を
めざして取り組みを進めています。
　もともと百貨店は店舗でお買物だけでなく食事や娯楽も楽しめる場の役割を果たしてきましたが、時代が変わるにつれてお客さまの
ニーズも変化してきました。もう一度従来の百貨店とは異なる新しいつなぎ手になるということが私たちのめざす姿です。
　ITの急速な発展により、世界中のモノ・コトの情報がつながり、お客さまの購買行動も大きく変化している中、ITを活用して、「三越伊勢
丹グループの強み」と「事業構造」を掛け合わせて強みを最大化させ、新たな事業戦略とインフラの整備に取り組むことで、「オンラインと
オフラインでお客さまとモノ・コト・情報をマッチングするつなぎ手」として新たな価値創造をめざしています。
　国内外の店舗・保有不動産・暖簾・顧客・人材といった強みをもとに、百貨店の新しい事業（オンライン・オフライン）・不動産事業・金
融事業を核に新たな枠組みで事業を転換し、今までにない顧客体験を提供することで、私たちのお客さまと時代との絆を深め、人と時代
をつなぐ役割を果たしていきます。

INTEGRATED REPORT 2019
14



構造改革

三越伊勢丹グループの3ヶ年計画

目指す姿

2018年度までは、まず先行して構造改革を進めてきました。
今年度からは、いよいよ次の成長に向けた本格的な取り組みに軸足を移し、人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループとして、

お客さまをはじめとしたステークホルダーの皆さまに新たな価値をご提供していきます。
また、成長戦略の実現に向けた収益基盤を確立すべく抜本的なコスト構造の改革に取り組んでいきます。

戦略の全体像

1 オンラインでもオフラインでも「最高の顧客体験」を提供
2 グループの強みにデジタルを加えた「新しい顧客体験」を提供
3 不動産事業による「顧客接点の拡大」

IT・店舗・人の力を活用した新時代の百貨店（プラットフォーマー）

人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループ

成長戦略

コスト構造改革

三越伊勢丹グループの強みと事業構造

ビジネスモデルの革新
現状の小売ビジネスモデルを変えていく必要があるという認識のもと、
お客さまが、「いつでも、どこでも最高の顧客体験」できるつなぎ手となるため、 オフライン（店舗）の強みを生かし
オンライン（EC）へスムーズにつなぐ「小売ビジネスモデルの革新」に取り組みます。
加えて当社の最大の強みである基幹店においてはさらなる独自性の磨き上げを行うべくリモデルに着手しています。
また、金融事業においては優良な顧客基盤を拡大することで収益の向上を図っていきます。

1

オンラインの新たなビジネス
現状の小売ビジネスに加えて、お客さまに「新しい購買体験」を提供するため、
デジタル技術を活用した新たなビジネス開発に取り組みます。

2

不動産事業の拡大
当社グループの国内、海外で保有する不動産を活用し、収益拡大を図ります。

3

コスト構造改革
成長戦略の実現に向けた収益基盤を確立すべく、抜本的なコスト構造改革に取り組み、
2021年度販管費3,000億円体制の確立をめざします。

4

中期経営計画
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店頭へ
来店

お客さま

1 基幹店の商品がいつでも、どこでも（店頭でもECでも）購入できる

オンラインでもオフラインでも「最高の顧客体験」を提供

2 デジタルを活用した新しい顧客体験の展開（接客サービスの質向上）

店頭で現物を見て
商品を選ぶ

店頭で商品を購入する

時間・場所を問わず
オンラインで商品を検索

オンラインで商品を購入する

各事業戦略
ビジネスモデルの革新

オンライン EC・オフライン店舗のシームレス化

自宅PCや
スマホで

1
成長戦略

同じ商品情報・商品展開
＜在庫・品揃え＞

店 頭 オンライン（EC）

　「在庫の奥行」や「品揃えの幅」といったお客さまのご不便を解決し、「いつでも、どこでも最高の顧客体験を提供」するために、ビジネ
スモデルの革新に取り組みます。
　まずは伊勢丹新宿本店をオフラインの起点としてすべての商品情報をデジタル登録することで、店頭でもオンライン上でも情報を得
られ、購入することができる体制をめざしてまいります。
　そのために、お取組先との在庫連携を拡大するほか、デジタルスタジオを設け、商品のデジタル登録を進めていきます。  

　同時に、近隣に店舗のない地域のお客さまにもオンライン上で基幹店と同様の品揃えを提供することができます。

　お客さまにデジタルIDへ登録していただくことで、オンラインでもオフラインでもシームレスにお客さま一人ひとりに合わせたサービスを
提供できる状況をめざしております。オフラインとオンラインの接客の中で得られた定性情報のデジタル化を行って蓄積し、オフラインでも
オンラインでもお客さま一人ひとりに合わせた最適な提案を実現し、新たな顧客体験を提供することで、接客の質の向上に取り組みます。
　店頭ではお客さまがご来店される際に、これまで蓄積された定性情報をもとに、どのお買場でもどの担当者でも、お買場の垣根を越え
て豊富な商品情報・サービスとマッチングしてお客さま一人ひとりに合わせた最適な接客・提案をしていきます。
　お客さまと店頭をつなぐツールとしてPCからでもスマートフォンからでも使用可能な会員さまページを活用します。会員さまページで
は、各種サービスやイベントの予約、お買物履歴など 情報閲覧が可能になるほか、お客さま一人ひとりに合わせたおすすめ情報が届くな
どの機能がご利用いただけます。今後、これらのサービスを順次拡大していく予定です。
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ご予約
　WEBサービスを利用し、事前に各種サービスやイベン
ト、スタイリストのプロフィールやスケジュールを確認し
てご自身の都合に合わせた予約をすることができます。
または電話でのご予約や店頭でも受け付けることが可
能です。

ご来店
　ご来店時には、お客さまのご要望がデジタルを活用
して店頭スタッフに連携され、事前に準備を行い、一人
のお客さまに様々なスタッフが対応する新しいかたちの
お買物体験をご提供いたします。
　お客さまは、おもてなし拠点である1階レセプション
にお立ち寄りいただき、常駐のガイドがお客さまの目的
に応じて、各階のパーソナルショッピングデスクに常駐
するカテゴリーに精通したコンシェルジュにお引き合わ
せします。コンシェルジュはそれぞれのフロアで取り扱
う商品だけでなくカテゴリーやブランドの垣根を越えて
ご案内。専門性の高いスタイリストや他フロアのコンシェ
ルジュと連携しておもてなしをすることで、お客さま一
人ひとりのご要望にお応えいたします。

接客を支える仕組み
　店舗では、スタイリスト接客ツールを導入し、各店頭
スタッフがお客さまの接客・購買情報を顧客カルテに
蓄積しています。
　お客さまの情報をモバイルやタブレットを活用して
店頭スタッフ間で共有することで、今まで別々に管理し
ていた顧客データ、コンシェルジュの情報まで一元化
されるため、重複や無駄がなくなり、より質の高いおも
てなしの時間が拡大しています。
　この接客ツールは三越日本橋本店を皮切りにスター
トし、今後、順次各店にも広げていきます。

レセプション

パーソナルショッピングデスク

パーソナルショッピングデスクでの接客

情報コンテンツの最適な発信

※ 三越伊勢丹グループでは接客を通じて、「お客さまの魅力や感性などをスタイリングしていくこと」をめざし販売員のことをスタイリストと呼んでいます。

新しい顧客体験の具体例
三越日本橋本店の取り組み

（パーソナル対応の強化）

デジタルを活用した新しい顧客体験の一環として、
各店に先行して、三越日本橋本店で2018年10月のリモデルオープン時から取り組みを開始しました。

このほか、現在、店頭では様々な属性をもとにしたお客さまへの情報発信のトライアルを実施しています。将来的に
は、お客さまのセグメントを細かく分析し、よりパーソナライズされた情報を発信、情報発信に対するヒット率等から、
お客さまの関心事をリアルタイムで分析することで、次の施策に生かしていきます。

会員サイトTOP画面

中期経営計画
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三越日本橋本店リモデル

　三越日本橋本店は、“モノ”を中心とした従来型の百貨店か
ら、当店の最大の強みである接客・おもてなしを中心としたスペ
シャリティストアをめざした再開発を進めております。
　第一期リモデルとして、2018年10月にグランドオープンを迎
え、お客さまに特別な体験をお楽しみいただくために、人・環
境・サービスにデジタルを組み合わせた新しいおもてなしの仕
組みを導入しました。本館1階にサービスの拠点となる「レセプ
ション」を設け、約100名のガイドがお客さまのご要望をお伺い
し、各階の「パーソナルショッピングデスク」にご案内します。各
階のデスクでは、約90名の各カテゴリーに精通するコンシェル
ジュが常駐しお客さまのご要望に沿って、ブランドやカテゴ
リー、フロアの垣根を越えたお買物のお手伝いをします。

伊勢丹新宿本店リモデル

　さらに、デジタルを活用することで、スタッフの情報共有をよ
り強化する体制を整え、一人ひとりのお客さまに最適なおもて
なしのご提案をしています。
　環境面では、建築家の隈研吾氏が店の玄関口である本館1

階の環境デザインを手掛け、「白く輝く森」をコンセプトに、来店
したお客さまがワクワクするような空間を演出しています。
　第二期リモデルは、2019年度内の完成をめざし、時計、宝
飾、美術、特選、婦人、紳士カテゴリーを対象に品揃えを拡充
し、全館で新しい日本橋の魅力を発信していきます。
　これまでに、本館2階紳士では、6月に紳士靴、8月に「パーソ
ナルオーダーサロン」がオープン。本館6階の「ウォッチギャラ
リー」も8月にオープンするなど順次リモデルを行っております。

　伊勢丹新宿本店では、「毎日が、あたらしい。ファッションの
伊勢丹」の実現に向け、リモデルを実施し、本物・本質の深掘
りや品揃えの幅の拡充、新しい顧客体験のご提案などの新た
な価値創造に取り組んでいきます。
　2018年度第一期リモデルとして、2003年のメンズ館オー
プン以来初となるメンズ館全館を改装いたしました。世界最
先端、最高峰のファッション追求によるグローバルな商品、
サービスを拡充したほか、ライフスタイルの変化と価値観の多
様化に合わせたカジュアルフロアの再編、個々人の欲求を満

たすカスタマイズ商品の拡充とコミュニケーション環境の拡
充を実施し、好評を得ています。
　2019年度に取り組む第二期リモデルでは、お客さまのライ
フスタイルの変化と多様化する価値観にお応えするため、本館
にて主に時計、宝飾、化粧品、ラグジュアリーブランドなどの品
揃えを拡充し、さらなる独自性の磨き上げを図っていきます。
　これまでに、本館5階では、4月に「リビング」、6月に「ウォッ
チショップ」オープン、8月に宝飾・婦人靴がオープンするなど
順次リモデルを行っております。

成長戦略の実現に向けた基幹店のリモデル
当社の最大の強みは世界有数の都市である東京の中心に基幹店を有することです。基幹店のさらなる独自性の磨き上げのために戦略
的な投資をすることで、企業価値の最大化を図っていきます。
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高年収の全世帯におけるエムアイカード会員のシェアが高く、
優良な顧客基盤となっています。

グループ外でのカード利用も国際ブランドを付帯したカード発行
（2008年10月）以降、安定して伸びています。

上質な顧客基盤 グループ外でのカード利用

金融事業の強化
　三越伊勢丹グループ内でのお買物の際に、半数以上のお客
さまにご利用いただいているエムアイカードは、国内のグループ
百貨店をご利用される高感度で購買力のあるお客さま約340

万人の会員で構成され、お客さまのご利用額である取扱高は
1.1兆円にのぼります。また、国の全世帯年収※2,000万円以上
のなかで、エムアイカード会員は約16%をカバーしており、カー
ドの稼働率も81%と業界で最高水準となっています。

　金融事業では、この優良な顧客基盤を生かし、提携カードの
発行やグループポイントプログラムであるエムアイポイントの交
換提携先の拡充など、グループ外企業とのアライアンスの拡大
や相互送客とサービス向上に取り組んでおり、今後も新規会員
の増加とカード利用の促進によるさらなる収益力の向上をめざ
していきます。

 国の全世帯数におけるエムアイカード会員数のシェア

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（億円）
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※ 全世帯データ：2017年度（厚生労働省）
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15.9% 5,031億円

エムアイカードの強み

エムアイポイント交換提携先46社 エムアイカード提携カード（グループ外）5社

レクサス東京
エムアイカード

野村不動産グループ
カスタマークラブゴールドカード

グループ外企業とのアライアンス強化、グループ内での利用拡大

会員数

約1.1兆円

年間取扱高稼働率

81%約340万人
高感度で購買力のある優良な会員基盤

など
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　今後は、百貨店の店頭で展開しているブランドはもちろん、取
り扱っていないブランドも含めて品揃えの幅を広げるとともに、
商品の検索機能を充実さ
せ、情報発信やサービスも
拡充していきます。

パーソナルスタイリング

化粧品オンラインサイト

定期宅配事業

オンライン専業ブランド

シェアリング

カスタムオーダー

eギフト

ご都合に合わせてご希望の日時にお届けします。
　サービス開始以降、首都圏の働く女性を中心に幅広くご支
持をいただいております。

　三越伊勢丹のスタイリストがもつノウハウを生かし、ファッ
ションに関心はあるものの普段百貨店でのお買物に時間をかけ
られないお客さまや百貨店でお買物をされたことのない若い世
代の方に向けて、新たなお買物体験のご提案をいたします。
　お客さまがチャットカウンセリングを通じて専門のスタイリス
トにご要望をお伝えいただくと、そのお客さまの志向にスタイリス
トのエッセンスを加え、ブランドを越えて百貨店の豊富な品揃えか
ら独自のスタイル提案をし商品をご自宅にお届けいたします。

DROBE＜パーソナルスタイリング＞

　お客さまに新しい購買体験を提供するため、グループの共通
基盤を活用し、我々の強みを生かしたオンライン上の新たなビジ
ネスを強化・拡大しています。リアル店舗だけでは提供できない
マーチャンダイジングの幅の拡大や、購買手段の多様化を進め
ていきます。また、それぞれの事業を連携させ、事業規模の拡大、
顧客利便性の向上を図ります。現在、7つの事業をプロジェクト
にて検討、アジャイル方式で推進しています。そのなかで事業化
できるものをビジネスモデル化して、将来の収益化をめざします。

基 盤

https://isetandoor.mistore.jp

https://meeco.mistore.jp

　お客さまはご来店せずに、お好きな時間に商品をじっくり試着
してご自分のワードローブとのコーディネートも確認しながらお
選びいただくことができ、気に入ったもののみをご購入し不要な
商品は返送できるサービスです。

　三越伊勢丹の情報発信力と品揃えの強みを生かし、「日本随
一の品揃え」「お客さまの欲しい商品が見つかる情報とコンテン
ツ」「ECに必要な利便性」を兼ね備えた化粧品オンラインサイト
を新設しました。
　普段店頭で購入されるものの買い足しのためにすぐに来店さ
れるのが難しい方、関心があるものの近隣に店舗がない方、百
貨店でこれまで化粧品を買われたことがない方など様々なニー
ズに合わせた、利便性の高いサイトを展開しています。

　伊勢丹の提案力や品揃えを生かした、お客さまの日常を豊か
にする新たな提案型のオンライン定期宅配サービスです。伊勢
丹のバイヤーやスタイリストが目利きした、デパ地下で人気のス
イーツから日配品や生鮮品等のデイリー食材、店頭と連動した
企画、妊娠～子育て中のママをサポートする食材まで、約
5,000品を提供しています。
　お仕事や家事などで忙しい女性が使いやすいよう、ご注文は
スマートフォンやパソコンから簡単にでき、お届けはお客さまの

meeco＜化粧品オンラインサイト＞

ISETAN DOOR＜定期宅配事業＞

2019年秋本格スタート予定

2019年春スタート

2018年6月スタート

オンラインの新たなビジネス2
成長戦略

グループの強みにデジタルを加えた「新しい顧客体験」を提供

新しい顧客体験の事例
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ミーツ国分寺

　伊勢丹新宿本店および三越日本橋本店など、街の再開発
が予定されている地域では、各店の独自性の磨き上げに加え、
地域の再開発の動きと連動して周辺に保有する不動産を有効
活用しながら、「まちづくり」に貢献していきます。自社保有不動
産の活用を推進することで、不動産収益の拡大を図ります。

国内保有不動産の再開発

＜商業施設運営事業の強化＞
　不動産事業の核として、商業施設運営事業の拡大を図ってい
ます。昨年度に始めた横浜や国分寺の事業等で得られたリーシン
グのノウハウを蓄積し、既存百貨店などにも活用していきます。
　2018年3月に、横浜のジョイナス内に「FOOD & TIME 

ISETAN YOKOHAMA」をオープン。横浜駅を行き交う多様な
ワーカーや横浜で時間を過ごすために集う人々に向けて、バラ
エティ豊かな食物販やカフェ・レストラン等、約30店舗を展開し
ています。
　2018年4月には、国分寺駅北口に地域密着型商業施設
「ミーツ国分寺」をグランドオープンしました。＜Store for our 

gathering＞（「ちょっと上質なライフスタイル」と「集いの場」を
提案する快適なデイリープレイス）をストアコンセプトとし、レス
トラン・カフェ、雑貨、衣料品など約50店舗を展開しています。

FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA

フィリピン・マニラにおける商業不動産複合開発

　海外においては、フィリピン・マニラで分譲住宅および商業施
設の不動産複合開発に、野村不動産株式会社、Federal 

Land,Inc. と協働で取り組んでいます。日系デベロッパーと日系
小売企業参画によるフィリピンで初めての複合開発プロジェク
トで、2021年に低層階での複合商業施設と、2027年に分譲タ
ワー型コンドミニアム4棟が完成予定です。

海外不動産複合開発の推進

不動産事業の拡大3
成長戦略

不動産事業による「顧客接点の拡大」
　三越伊勢丹グループは国内でも有数の不動産を所有しています。
　長期的視点に立って街の再開発と連動した「国内保有不動産（店舗）の再開発」を進めていくと同時に、点在する本社事務所の再
編・不動産の組み換えを含めた保有不動産の効率化を進めています。
　また、「商業不動産事業の強化」を行い、事業を拡大していくとともにリーシングのノウハウを既存百貨店にも生かしていきます。

中期経営計画
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コスト構造改革

KPI

さらなるコスト構造改革へ

KPI ＜2021年度 営業利益500億円・ROE5.0%以上＞

2019年度計画 2021年度目標

営業利益

300億円
営業利益

500億円

ROE

2.4%

ROE

5.0%以上

1

3

2

4

　 販管費の削減
抜本的なコスト構造改革により、
2021年度販管費3,000億円体制を確立します。

　 不動産の組み換え
本社事務所再編を含めた不動産の
効率化を図ります。

　 要員体制見直し
店頭業務フロー見直しを踏まえて、適正要員
配置をめざします。

　 組織改正
組織毎に収益管理・コスト改革の
専任担当を置き、コスト改革を推進します。

　2017～2018年度は、徹底した不採算事業の整理やコストコントロール、持ち越し在庫の処理に取り組んできました。
2019～2021年度はさらなるコスト構造改革を進めることで、基幹店の大型リモデル、安心・安全のための施設への投資をはじめ、今
後本格化するデジタル化のインフラ整備などの資金を確保すると同時に、営業利益目標の達成をめざします。

さらなるコスト構造改革を進めながら、2021年度には営業利益500億円、ROE5.0%以上の達成をめざします。
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