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「人」と「時代」をつなぐ
三越伊勢丹グループへ

経営計画の位置付け
現中期経営計画の取り下げについて
大きな方向性は変わりませんが、新型コロナウイルス感

長期計画をバックキャストさせた新たな中期計画の策定を

環境の変化を、ビジネスチャンスへ。

染症の拡大を契機とした社会環境・消費環境変化の現状と

進めることといたしました。長期計画および新たな中期計

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

今後を踏まえ、
戦略の修正とスピードの向上を図るとともに、

画については2021年5月に発表を予定しております。

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、

策定に向けて

新型コロナによる環境の変化を踏まえて、

現 3ヶ年計画は一旦見直し

次の成長に向けた 3ヶ年計画（ 2019〜2021 年度）を進めてまいりました。
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、

2019

店舗とデジタルを活用した
当社ならではのプラットフォームの確立

不動産事業による

2019〜21 年度中期経営計画（小売事業）の主な取組進捗

三越伊勢丹グループの強みと事業構造

取組進捗

オンライン
事業
人 材

現 3ヶ年計画は取り下げ、
「長期計画」および「新 3ヶ年計画」を策定し、
21 年 5 月に発表予定

「顧客接点の拡大」

コスト構造改革

顧 客

長期計画

並行して、今まで以上の事業構造改革・
ビジネスモデル改革・コスト削減を徹底し推進

（プラットフォーマー）

暖 簾

現 3ヶ年計画
次期 3ヶ年計画

IT・店舗・人の力を活用した新時代の百貨店

国内・海外
店舗

1

オフライン
事業

集客力のあるお買場による賑わいの創出と、収益確保の両面を満たす店舗モデルの構築

19 年度一部実施
20 年度計画は凍結中（基幹店）

人口動態の変化
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

デジタル・テクノロジー
の進化

三越伊勢丹にて実施済

対象範囲設定済

実施前と実施後で店舗要員約 20 % 減少

20 年度より着手予定のところ、
コロナにより1 年後ろ倒し

三越伊勢丹グループの「事業」

三越伊勢丹グループを取り巻く環境の変化
顧客構造の変化

IT による環境変化

消費の二極化の加速

ニーズを捉えたシームレスへの転換

IT 革命による環境の変化

世界的な富裕層の拡大

購買・決済方法の多様化

シェアリングエコノミーの拡大

ミレニアル世代の台頭

物流・サプライチェーンの変化

インバウンド需要の拡大

顧客ニーズの変化（モノからコト・体験）

持続可能な社会への
関心増大

MD 面積あたり効率修正

店舗運営モデル見直し

今後、全事業会社へ波及

社会トレンドの大きな変化

※ 2020年11月時点の情報です。

店舗モデル改革

MDカテゴリーバランス修正
金融
事業

不動産
事業

三越伊勢丹グループの「強み」

〜2030
年度

を策定

人と時代をつなぐ三越伊勢丹グループ

不動産

年度

5月

および将来を見据えた「めざす姿」

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

2021

コロナ禍における「再生計画」

※2018年11月発表の3ヶ年計画（2019〜2021年度）

オンラインでもオフラインでも

年度

あらためて、

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。

「最高の顧客体験」を提供

2020

年度

オーバーストア

店舗モデル改革については、長年本格的に着手できま

向上を図る取り組みです。
これまで店舗維持に非常に大き

せんでしたが、お客さまのニーズと展開バランスの乖離を

なコストをかけてきましたが、基幹店において、低収益な

埋めながら収益拡大を図る各取り組みを進めています。

自主編集平場の集約化や店頭業務の見直しを行うこと

MDカテゴリーバランスの修正については、基幹店であ
る伊 勢 丹 新 宿 本 店、および 三 越日本 橋 本 店において、

で、運営に必要な店頭の要員が約20%減少となりました。
今後はグループ各社へ導入してまいります。

2019 年度までに大規模リモデルを実施いたしました。そ

MD面積あたりの効率修正については対象範囲を決め

の後もブランド・MD単位の修正リモデルを重ねる予定で

るところまで進めてきましたが新型コロナウイルス感染

したが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響のため

症拡大の影響を見ながら、お取組先さまと話し合いなが

2020年度はいったん凍結しております。

ら進めてまいります。

店舗運営モデル見直しは収益向上に不可欠な要員効率
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中期経営計画

2

オンラインとオフラインのシームレス化

取組進捗

2

オンライン（ WEB ）とオフライン（店舗）を自由に行き来できる「シームレス」の仕組みを確立

1 オンライン体制の確立

2 One to Oneの取り組み
One to Oneアプリ立ち上げ

EC 売上計画上方修正

デジタル会員本格獲得開始

アプリ会員獲得推進

売上拡大

オンライン掲載型数を増やす

お客さまとのコミュニケーション強化

2

One to One の取り組み

“お客さまの生活様式・働き方・消費行動が大きく変化
していく中で、百貨店として何がご提供できるのか？”

3 EC 事業の拡大

20 年 6 月サイト統合・新アプリ立ち上げ

2

ショッピングが楽しめるお買物スタイル”をご提案してい
きます。
リアル店舗でのお買物体験と同様に、オンライン

三越伊勢丹グループは、単なるECやデジタル技術の活

上においても、百貨店ならではのOne to Oneのおもてな

用ではなく、お客さまとスタイリスト
（販売員）の双方向の

しや商品提案を行い、お客さまお一人おひとりのご要望

コミュニケ ーションを 通して、“どこにいてもリモ ート

に寄り添ってまいります。

独自アプリを活用したリモートショッピング
1

オンライン体制の確立

統合サイト・統合アプリ開始
統合し、のれんを越えてお買物と店舗のイベント情報を

お客さまへ最高の顧客体験を提供するプラットフォーム

一つのプラットフォームに集約することで、
それらを通じて、

（ 基 盤 ）として、三 越 伊 勢 丹オンラインストア・アプリを

より便利に快適に新しい時代のお買物が楽しめるデジ

2020年6月に開始しました。

タルサービスを順次拡充しています。

これまで三 越と伊 勢 丹 別々だったサイトとアプリを

ECと情報の融合

2020年11月より、どこにいても、スタイリスト（ 販 売

“個品登録機能”により、接客・会話の中で欲しいと思った

員）が店頭と同様の接客でおもてなしをし、店頭の商品を

商品はそのままお客さまの専用カートに入れることがで

購入することができる
「三越伊勢丹リモートショッピング」

きるので、
ご自宅にいながらECで取り扱いのない商品を

アプリを開始いたしました。

含めた、三越伊勢丹（伊勢丹新宿本店）の店頭にあるすべ

従来のリモートショッピングのようにLINEからZoom

ての商品をスマートフォンで購入することができます。

へのご案内をすることなく、1つのアプリ内でまるで店頭

まずは、伊勢丹新宿本店の婦人・紳士・特選・化粧品の

にいるかのようにチャットによる会話から動画接客まで

一部からサービスを開始。今後、順次対象売場や店舗を

受けていただくことが可能です。さらに、新たに開発した

拡大する予定です。

三越伊勢丹シームレスアプリの誕生

三越や伊勢丹に関する商品やイベント情報を一元化し、より快適にア

「いつでも手の中に三越伊勢丹を」をコンセプトにスマートフォンに最

クセスできるようになりました。

適化されたアプリをリリース。マイページや接客予約など様々な機能を
ご利用いただけます。

オンライン掲載型数の拡大

今後は質と効率へ

基幹店の品揃えをオンラインでも提供するため、オン

拡大しています。今後は、規模の拡大ではなく、より顧客

ライン掲 載 型 数 を 拡 大してきました。2019 年 度 は 10

ニーズにあった品揃えの拡充や詳細な商品情報の訴求

万 型の目標を達 成、2020 年 度も15 万 型の目標 通りに

など、質と効率を追求していきます。

10

見込み

10 万型

今後は「型数」ではなく
「質と効率」を追求

15万型

ショップを
選択

0
2019

ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

2020

ご自宅にいらっしゃるお客さまを接客しているイメージ

「三越伊勢丹リモートショッピング」でのお買物の流れ

オンライン掲載型数

（万型）
20

17

お客さまがスマホでチャットしているイメージ

2021

チャット接客
ビデオ接客

商品
決定

スタイリスト
が個品登録

カートに
登録

ご購入・
ご決済

（年度）
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Zoomを活用したリモートショッピング
ランドセルの接客

その他のデジタルを活用した新たな試み
書道家武田双雲氏のリモート販売会

中元・歳暮におけるライブコマースの実施

中元や歳暮などのライブコマースでは、生産者と当社の
バイヤーが一緒に商品説明を行うなど、オンラインならで
はのライブ感あるご提案を行い、好評を得ました。今後も
様々な領域でライブコマースを実施していきます。
英国展における人気ティールームとの
コラボレーション仮想空間の提案

英国展サイト内で、店頭での英国展第二会場として、人
気ティールームとコラボレーションした仮想空間が登場。
通常のリアルのお買物空間で起こる
「商品との偶然の出
ランドセルをお使いになるお子さまの身長

店舗とお客さまと書道家さまのアトリエ

に合わせたマネキンを使用しながら、チャッ

の3か所をリモートでつなぎ、お客さまが

トのご 質 問に合 わせて 丁 寧な商 品 説 明と

ご希望の文字をその場で書き上げ、販売

ご提案

する取り組み

会い」をオンライン上で再現。新しい商品検索方法や三越
伊勢丹のバーチャル体験の事例として英国展の新しい試
みを行いました。

新しい顧客体験の提供をめざして
松山三越と基幹店のリモート販売会

基幹店のお得意さま向けリモート販売会

〜「仮想・伊勢丹新宿本店」をバーチャル上に出店〜

デジタルでの新しい取り組みは、バーチャルリアリティ
※1

（ 仮 想 現 実 ） の 世 界でも進めており、① 仮 想 店 舗（ 場 所
や時間にとらわれない仮想空間上の店舗）の立ち上げや、
その中での②デジタルウエア販売（百貨店の商品をデジタ
ルデータにしてアバター

※2

用の着せ替え素材として販売）

フィックス）化しているため、お客さまは気に入ったデジ
タル商品をクリックしていただくことで、三越伊勢丹オン
ラインストアからリアルの商品も購入できます。
出店期間中、
リアル店舗では緊急事態宣言のもと、時短
営業や店舗休業をしておりましたが、
仮想店舗では感染リス
ク等の心配や、入場制限もなく、想定の20倍となる約19万

に挑戦しています。
具体的には、
2020年4月、当社はバーチャルリアリティ上

人のユーザーがご来店。
こういった仮想店舗は、
在庫に縛ら

で行う世界最大級の外部イベント
「バーチャルマーケット4」

れない多様なファッション提案ができ、
リアル店舗のファッ

に仮想店舗「仮想・伊勢丹新宿本店」
を出店しました。
その店

ションビジネスの課題解決にもつながると考えています。

舗の中では、お客さまが、もう一人の自分「アバター」を操

2020年 度 末から2021年 度にかけては、他社作成の

作して、いつでも仮想世界でお買物できます。また、デジタ

プラットフォームへの出店にとどまらず、
自社で
「仮想・伊勢丹

ル商品のウエアや雑貨を展示し、当社従業員がアバターで

新宿本店」
というバーチャルプラットフォームを立ち上げ

接客を行います。デジタル商品は、
アバター用の着せ替え素

る計画を進めています。
リアル店舗と連動したコンテンツ

材として購入いただく他、伊勢丹新宿本店で実際に取り扱い

とリアル店舗では実現できないサービスを掛け合わせる

のある商品を3DCG（ 3 次元空間でのコンピューターグラ

ことで、
これまでにない顧客体験の提供に挑戦していきます。

「仮想・伊勢丹新宿本店」でできること

松山三越に新設したデジタルサロンと基幹店の店頭をつなぎ、

メンズ館の店頭と、海外のブランドの工房をつなぎ、

基幹店のスタイリストが接客、ご提案

リモートで商品説明と販売

1

2

3

4

アバターでいつでも来店

アバターの店員と話せる他、
接客が受けられる

デジタル商品は、
アバターの着せ替え素材
として購入できる

デジタル商品は、三越伊勢丹
オンラインストアにつながっており、
リアルの商品を購入できる

※1 コンピューターの作り出す仮想の空間を現実であるかのように知覚させる技術。また、そのように作り出された仮想的な現実
※2 コンピューターネットワーク上の仮想的な空間において、自分の分身として表示されるキャラクター
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中期経営計画

CMOメッセージ

2

EC 事業の拡大

3

オンラインの取り組みは、もともとはオンラインで情報

事業に対しても並行して注力してきた結果、オンライン

をご覧いただき、店頭にお越しいただくシームレスの効

売上高は想定を大きく上回り推移しております。2020

果をあげる取り組みが中心でした。しかし新型コロナウ

年度につきましては、310 億円の売上を見込み、2021 年

イルス感染症の影響を受けたお客さまの消費行動の変

度以降もさらに拡大していきます。

化に素早く対応するため、オンラインのみで完結するEC
オンライン売上高推移
一般 EC

（億円）

デジタル事業（化粧品、食品宅配、その他）

400

310

拡
なる
さら

（見込）

300

取締役代表執行役副社長 CMO

竹内

徹

当社は2019年度より本格的にシームレスの取り組みを

いただき商品は後から毎月届く等、
お客さまは、
ライフスタイ

進め、
オンラインとオフラインの両方においてお客さまに最

ルに合わせ、
好きな時間、
場所、
好きな方法で買物ができるよ

高のお買物をしていただける体制を整えてまいりました。

うになりました。

を受け、
お客さまの生活様式や働き方が大きく変化しまし

しかしデジタル技術の進歩はお買物の仕方の種類を増

みが間違いではないことを実証しました。私たちはこの

やし利便性を高めたということであり、
これによって売れ

シームレス化を今まで以上に精度、
スピードを上げ、
自信を

るようになるということではありません。重要な鍵は私た

もって突き進んで行く必要があります。

ちがリアルの店舗で培ってきた
『目利き力』です。
シームレ

私たちのデジタルの取り組みは、
『定量情報＋定性情報』
、
つ

0

2018

2019

2020

（年度）

グループCRM

デジタルにおける目利き力とマッチング力

たが、
この変化は、私たちが進めているシームレスの取り組

定量情報＋定性情報の強み

100

ス戦略を進めた当初、新宿店の商品すべてをネットで掲載
するべく型数を増やし、20年度も15万型を上回る見込み
で計画通り進めてきました。新型コロナウイルス感染症の

まり、
オンラインのビッグデータだけでなく、
オフラインの店舗

拡大を経てネットでのお買物が急拡大してから半年以上、

での情報もフル活用できる、
ということです。

分析してわかったことは、店頭で売れないものはネットで

例えば、
近年ラグジュアリーブランドを中心にバッグは小

も売れないという、ごく当たり前のことでした。15万型あ

型化していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に

れば、売れ筋のターゲットブランドは9割以上カバーされ

よってリモートワークの機会が増えたため、
PCや資料を入れ

ています。掲載コストも考え、
ここから先はやみくもに増や

以外のお客さまのアプローチは店舗休業の影響もあり

るためのA4サイズのバッグやバックパックなどこれまでとは

すのではなく、お客さまが必要とする商品をきちんと充実

画を上回って推移していますが、2021年春に導入予定の

2020年度は目標を若干下回って推移しています。今後は、

異なる大きなタイプのものが売れ始めています。
お客さまの

させる方向にシフトしました。

新ポイント制度によりさらに加速していきます。
アプリ会員

CRM戦略のうえで中位顧客へのインセンティブ強化など

検索データ、
お買上げデータだけでなく、
店頭でのウォッチや、

につきましては、上位顧客の獲得はできているものの、
それ

様々な手段を使い、
さらなる拡大をめざしていきます。

お客さまのお声をよく聞くと、
どうもそういう傾向があるよう

ための『目利き力』、
そしてそれを的確に丁寧にお客さまへ

デジタル ID 会員（識別顧客）

アプリ会員

だ、
ということが把握できます。
定量情報を店頭で確認する、

ご提案する
『マッチング力』を、店頭と同じようにネットで

店頭の定性情報を定量で裏付ける。
デジタルを進めるうえで

も発揮していくこと。
これは百貨店を長く続けてきた私た

当社が店舗を持っていることが非常に大きな強みなのです。

ちにしかできないことだと改めて気づきました。

取組進捗

3

お客さま一人ひとりに合わせて最適な提案をする体制構築のためのデジタルID会員（識別顧客）とアプリ会員の拡大

デジタルID会員の獲得につきましては、2020年度は計

デジタル ID 会員数

（万人）

アプリ会員数

（万人）
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さらなる
拡大へ

150
オンライン売上増加
により会員数増加

（見込※）

店舗でのオンライン
新規取組施策により、
会員獲得強化

50

・ 店舗休業による獲得遅れ
・ 人の力を利用し、上位顧
30

21 年春

新ポイント制度
導入予定

100

0

客層のアプリ化は順調に
推移
（見込※）

20

さらなる
拡大へ
今後の強化施策
・CRM中位顧客インセン
ティブ強化
・ 新ポイント導入による
会員数強化施策
・ One to One アプリ
の活用
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上期 下期

2019

21

〜どこにも真似できない、当社ならではのお買物体験の実現〜

2020年に入り、新型コロナウイルス感染症の大きな影響

大へ

210

168

200

『三越伊勢丹のシームレスとは』

上期 下期

2020

ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

（年度）

2019

2020

（年度）
※ 2020 年 11月時点の見込

多くのオプションから
自由にお選びいただくお買物の仕方

そのためには、私たちが店頭で発揮してきた品揃えの

いろいろ述べましたが、最も重要なことは、新宿と日本
橋の両本店が百貨店として世界最高の状態であり続ける
ことです。お買物の仕方のオプションが増え、目利き力や

私たちがこれまで行ってきた商売の方法は、仕入れる、並

マッチング力を鍛え、その品揃えとサービスが、シームレ

べる、
宣伝する、
営業時間内にご来店いただく、
接客する、
お

スによって店舗でもオンラインでも受けられるようになり

金を払っていただく、
持って帰っていただく、
という買い方一択

ますが、そのレベルの高さは両本店のレベルの高さで決

のみでした。
しかし、
デジタル技術の進歩によりこの順番は

まるのです。
そのために店頭も、
ネットも見やすく買いやす

意味を持たなくなりました。
グループ事業DROBEのように

く、楽しく飽きさせない仕組みを作り上げること。世界中

先にお届けし、
その中から選んで買っていただく、
オーダー

どの百貨店もまだ実現していないこの取り組みを一刻も

メイドのように接客し先にお金をいただいてから製造し仕

早く実現させるため、私たちはこれからも邁進してまいり

入れる、
ワインのようにサブスクリプションで定額を支払って

ます。
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