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三越伊勢丹グループの中期経営計画の目標は、「百貨

店事業の再生」です。三越、伊勢丹をはじめとした百貨

店の力を最大限に発揮することでグループ全てにシナジー

効果をもたらすためにも、いかに多くのお客さまとつなが

り、当社のファンになっていただくかがこの計画の根幹で

す。お客さまお一人お一人のご要望にしっかりとお応えで

きるよう、私たちは店舗、セールス、デジタルを活用した

あらゆるつながり方をご用意しています。

まず、当社のお客さまの中でも特に多くお買上げいた

だく方々は、「外商」というつながり方があります。次に、

日常で百貨店にご来店くださるお客さまとはエムアイカー

ドでつながり、さらに必要に応じて三越伊勢丹アプリを通

してつながります。また時間が無くお忙しい方などは、店

舗へのご来店が無くても三越伊勢丹オンラインストアをご

利用いただくことで、デジタルIDでつながります。

そして、それでもつながりきれないマスのお客さまには

「SNS」を通してつながることができます。当グループの

SNSは現在、Instagram、Twitter、Facebookなどグ

ループ全体で約340ものアカウントを持ち、おおよそ240

万フォロワーがいます。そのフォロワーの方々が、さらに

商品やイベント情報だけではなく、その情報に対して共感・

感動を拡散していただくと、発信は無限大に広がっていき

ます。

私たちは今まで、マスに対しての宣伝は新聞折り込み

チラシや車内吊り広告といった、一方通行の手段しかあり

ませんでした。しかし、SNSであれば、それこそ「＃（ハッ

シュタグ）」や自分の興味のあるコトやキーワードカテゴリー

のクラスターに対してつながれるので、マスでありながら

もその中の「個」とつながっていくことができます。三越

伊勢丹アプリにおいても、お気に入りの店舗やお好みの

カテゴリーにマークをつけてくれた個客とつながりがあり、

私たちからその店舗の最新情報をタイムリーにお客さま

の嗜好に合わせてお伝えできるので、以前よりも効率よく、

的確につながっていくことができます。

分かりやすい事例があります。コロナ前の三越日本橋

本店の「三越英国展」の催事で90万部のダイレクトメー

ルとチラシを配布していました。コロナ以降に２年半ぶり

に同店で英国展を開催した時には、ダイレクトメールは

一切郵送せず、そのかわりアプリとSNSからの情報発信、

その先の個客からの拡散のみという過去にないアプロー

チを行いました。拡散が功を奏し話題を集め、一部には

行列が見られるなど英国展は大成功でした。これは私た

ちが SNSというツールのおかげでマスに対しても個でつ

ながることができたからです。

こうして私たちがリアルでも、またデジタルでもお客さ

まと「個」でつながることで、LTV（ライフタイムバリュー）

の深い関係性を築き、ウォレットシェアをさらに増やすこ

とができます。多くのお客さまと個でつながり、双方向の

コミュニケーションを図ることでお客さまのご要望にお応

えする品揃えや販売サービスに活かせます。三越伊勢丹

グループの⾼感度上質なお買物を多くのお客さまにご体

験いただけますよう、これからも邁進してまいります。

❶高感度上質店舗の構築

この取り組みでは、伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店の両本店を、全国の高感度上質なネットワークの中心として、まち化に

おける憧れと共感の象徴になるべく磨き上げていきます。その第一歩として、両本店の目指すべき姿を明確にし、「百貨店の科学」

によりMD バランスを適正な形に変えていきます。伊勢丹新宿本店は徹底的にファッションを追求し、世界の最旬、最新の MDを、

三越日本橋本店は伝統、文化、芸術、暮らしを中心とする店舗に進化させていきます。

◉ 両本店を“憧れと共感”の象徴へ進化方 向 性

長期に目指す姿として掲げた「特別な」存在となり、お客さまのお悩みやお困りごとを感動的に解決し、関心事に⾰新的に提

案するために、従来のマスマーケティングから、「個」のマーケティングへ転換した戦略をとってまいります。

生活にこだわりを持ち、上質で豊かな生活を求めるお客さまの消費全てを“⾼感度上質”消費と捉え、そのニーズにしっかりと

お応えしながら、日常とハレの日、月１回でも、年１回でも、三越伊勢丹グループをご利用いただける全てのお客さまとのつな

がりを深めてまいります。

“高感度上質”戦略

方 向 性

◉“高感度上質”戦略とデジタル改革で、リアル店舗とオンラインを融合したシームレスな
 顧客体験価値の提供

◉ パーソナル（個）マーケティングによる“つながるCRM”でファン化して、“グループ生涯個客”を拡大

◆ ｢中期経営計画｣ 実現に向けた、重点取り組み事項

“ファッションの伊勢丹”を再興

商品
展開

サービス サービス

商品
展開

“伝統・文化芸術・暮らし”を強みとした店舗を構築

伊勢丹新宿本店 三越日本橋本店

⃝ラグジュアリー分野で、地域 No.1
⃝美術：｢デジタル上の美術館｣ を構築
⃝歳時記など ｢上質な暮らし｣ の ｢モノ｣ が全て揃う

⃝「本物／本質／拘り／最先端」×「先行／限定」の拡大
⃝次世代をターゲットにした新中分類

発信 発信
⃝中央ホール
  →重要文化財としての特別なプロモーション

⃝コミュニティマーケティングを実行

⃝個客の対応に向けたデータマーケティングを実行
⃝“個”のご要望にお応えするマーケティングを実行
⃝特別な環境で最高のおもてなしを提供

全 て の お 客 さ まと
「 個 」で つ な が る

取締役代表執行役副社長 CMO

竹内  徹
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❷個人外商改革

従来は、個人の外商セールスが、個々の知恵と経験を活かしてお客さまとの一対一の関係性のなかで商品提案を行ってきました。

それに加えて、AI などを活用したデータ分析をすることで顧客接点を科学し、バイヤーネットワークを活かすことでお客さまの声

に迅速にお応えし、お客さまの期待を上回るご提案や、セールス不在時でもお客さまにお伺いできるような店頭アテンダントやセー

ルスのチーム制にも取り組んでいます。

◉2022年度重点ポイント：新セールスネットワーク構築
 ［外商セールス ＋ バイヤー ＋ 店頭アテンダント］ × ［デジタル］ による、
 MD 提案力の向上と展開拡大

方 向 性

外商顧客

外商セールス

ピンポイントで
バイヤーが同行

グループ内外購買･ライフタイムイベント

AIなどを活用したデータ分析

お客さまの声

店頭アテンダント

各ストアバイヤー　　　　外商バイヤー

バイヤーネットワーク 新セールス
ネットワーク

両本店の先行取り組みを支店と地域店へ展開

 吉田  １人のセールスがお客さまのニーズや生活に寄り添い、

お買場と連携して商品提案や来店促進をしてきましたが、お

客さまのニーズが多様化するなか、提案の選択肢は少なく

ご要望にお応えするのも時間を要していました。そのため、

お買場だけではなくお取組先やバイヤーともっと連携を図る

必要性を感じていました。

 島田  日本橋は大きなシェアを占める外商顧客への提案が重

要であり、常に営業部から外商部門に商品情報を発信してお

客さまへの提案を依頼していました。しかし、個々のセール

スに十分に伝わらず、個々のお客さまの声を把握することも

不十分でした。

 吉田  私の担当では、１人のお客さまにチームで対応、さら

にセールスとバイヤーと連携をすることで、以前より幅広く深

い提案をしています。

 島田  先日、あるお客さまがパーティのためのドレスを探し

ていたのですが、通常の品揃えではイメージに合うものが見

つかりませんでした。そこで、セールスとお客さまの関係性

を取組先に伝えて交渉し、そのお客さまのために一点もの

は事前にビジュアルにして作成してお見せし、通常は路面店

にしかないドレスや日本橋では取り扱っていないブランドの

雑貨など各ブランドの垣根を超えてパーソナルルームにご用

意し提案いたしました。

 吉田  １回のパーティのため、１セットと思っていたところ、

お客さまはこの提案に非常に感動され、結果的に複数の商

品をご購入いただきました。

 吉田  このようにバイヤーが１セールスではできない幅広い

提案をすることで、お客さまは選択肢が着実に広がり感動さ

れて新たな購買の動機付けにつながります。このお客さまは、

提案してくれたバイヤーにぜひ会ってその思いを聞きたいと

ご要望いただきました。

 島田  お客さまに直接お会いすることでイメージをより具体

的に掴むことができたので、その後も商品提案するなど関係

が深まりました。この事例に限らず、お客さまに直接お会い

するまたはセールスからお客さまのライフイベント全体の話

を詳しく聞くことで、お客さまの顔を思い浮かべながら企画・

提案するようになりました。また、お客さま・セールス・バイヤー

の強い関係性があることで、お取組先も通常は取り扱ってい

ない商品を日本橋に融通してくれることも増えました。さら

に店頭の品揃えの拡充により、ほかのお客さまに対しても幅

広い提案ができる好循環につながっています。

 吉田  組織として専門分野の強みを持った仲間の力を借りる

ことで、より迅速でお客さまが感動する提案につながります。

セールス・バイヤーがお互いを理解したうえで議論することで、

幅広い提案につながり、お客さまもその努力を感じてくれます。

また、お客さまは個人外商だけでなく企業のお客さまである

意識が重要で、必要に応じ組織で対応することで企業の力を

最大限に発揮します。

 吉田  最近は、お客さまがこれら取り組みの背景にある企業

姿勢にも関心を持っていただき、セールス１人ではなく会社

内のネットワークを駆使してほしい、と言われています。この

改革はお客さまが求めている取り組みであることを理解して

行動することが重要です。

 島田  今後は、他セールス・お取組先・お客さまへ、この取

り組みをどう拡大していくかが課題です。また、昨年は専任

の外商バイヤーでしたが、今はバイヤーの業務の中で個人外

商の取り組みも包含しているので、その意識を強く持つこと

が重要だと感じています。

㈱三越伊勢丹 外商統括部 
個人外商グループ 三越日本橋外商部第一担当

マネージャー

吉田 幸弘

㈱三越伊勢丹 三越日本橋本店
営業統括部 第２営業部 本館３（婦人ラグジュアリー）
バイヤー

島田 薫

個 人 外 商 改 革 の 手ご たえ
～ バイヤー × セールス対 談 ～

セールスの
立場から

バイヤーの
立場から

◆新セールスネットワークの構築に向け先行着手

外商バイヤーを設置し、ダイレクトマーケティング活動を強化

2021年度下期に当社で初めて外商組織内にバイヤー職を新設し、お客さまのご要望によりスピーディに対応しています。2022

年度には両本店の全バイヤーとネットワークを構築させて規模を拡大して取り組んでおります。

個人の持つ知見や経験に加えて、デジタルを活用した営業スタイルの導入

2020年度から日本橋本店で先行してトライアルを開始、2021年度には新宿本店へ拡大、2022年度は両本店で規模を拡大して

取り組んでおります。

お客さまの全ニーズにお応えする、百貨店外 MDを拡大

百貨店ＭＤを主体とした提案から、顧客のインサイトを具現化する提案に変革し、お客さまの暮らしに寄り添い、ニーズの理解

を深めることで、旅行などの百貨店外ＭＤでお客さまの声を反映した特別な提案を両本店で先行しており、今後支店と地域店に

も拡大していきます。

◆個客ニーズの全てにお応えする組織提案営業

2022年度には三越と伊勢丹ののれんを超えて外商組織を統合し、外商セールス・バイヤーネットワーク・店頭アテンダント・

デジタルを組み合わせて、組織で価値提案型の営業をするための新セールスネットワークの構築を進めています。

両本店  個人外商グループ総扱売上高 ※総扱売上高 ：外商セールス活動における全ての売上高 

2021年度実績 2022年度計画

790億円

2019年度差

+74億円
860億円

2019年度差

+144億円

2020年度差

+180億円

2021年度差

+70億円

―従来の営業スタイルと課題は？

―外商改⾰を受けて、取り組んでいることは？

―今回の外商改⾰の効果は？

―今後、目指すべきことは？
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