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はじめに

　近年、インターネットや通信技術の進化により、小売業を取り巻

く環境は大きく変わっています。店舗ではキャッシュレス決済の増

加、セルフレジの導入などによって、売場スタッフに求められる知

識や対応は多様で複雑になりました。マーケティングやセールスプ

ロモーションの手法もデジタル化によって次々に新しいものが生ま

れています。さらに、EC 市場での販売がシェアを拡大するという小

売販売全体の激しい変化にも直面しています。

　とはいえ、販売スタッフがお客さまのニーズをしっかり把握し、

その行動や心理を理解し、適切な接客を行うことの大切さに変わり

はありません。逆にネットショップにはない買いものの楽しさを求

めるお客さまや、情報提供やコンサルティングを受けながら商品を

選びたいお客さまのニーズは高まっているといわれます。

　第１巻は、小売業の全体像を正しく理解し、日々のオペレーショ

ンや売場づくりの知識を再確認する内容を盛り込みました。新しい

ことを覚えたり、すでに実行していることを整理したりしながら、

各章のテーマに一つひとつ取り組んでください。
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学習のすすめ方

学習を始める前に、講座全体の学習スケジュールを考え、決めておき
ましょう。必要に応じて、メモを取ったり、思い付いたことを書き留め
たりするための専用のノートを１冊用意するのもよいでしょう。

① 学習のスケジュールを立てる

まず、テキストを読み、重要だと思った箇所には下線を引くなどし
ましょう。あなたの働いている業態、店舗、売場によって、そのま
ま当てはまることとアレンジが必要なことがあるかもしれません。
もし今の仕事に直接は関係ないと思えるような内容だとしても、あ
なたのキャリアパスの中でいつか役立つこともあるので、目の前の
ことだけではなく、広い視野を持って学習をすすめてください。

学習が終了したら、課題に取り組みます。はじめは、テキストを見
ずに取り組んでみましょう。わからない部分については、テキスト
を読み返しながら、解答を記入します。すべてに解答し終わったら、
期日までに提出してください。

② 学習をすすめる

③ 課題を提出する
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そもそも「小売業」とは 
どんな仕事？

個人のお客さまを相手に品物を売るのが小売業
　流通フローを簡単な図に表すと、次のようになります。

　実際にはもっと複雑なパターンもあれば、メーカーと小売店が製販一

体となるケースもありますが、生産者とお客さまの間に立つのは、基本

的に卸売業と小売業です。卸売業は、工場から店舗への納品など企業間

での取り引きを行うのに対し、小売業は個人のお客さまに直接商品を販

売します。なかには、食品スーパーで飲食店に業務用食品を販売するよ

うに、小売業が卸売業を兼ねる場合もあります。しかし、経済産業省で

は業務用販売よりも個人向け販売のボリュームが大きければ、基本的に

小売業と見なしています。また、店舗を持たずに個人のお客さまに商品

を販売する通信販売や訪問販売なども小売業に含まれます。

小売業は生産者やお客さまの代役を担う立場
　小売業には、大きく分けて２つの役割があります。

① 生産者に代わってお客さまに「品物を売る」
　お客さまが欲しいと思う商品を取りそろえ、品切れさせず、品質を管

理し、手軽に買いものができる工夫を凝らします。

Lesson 1

商品がつくられ、お客さまの手元に届くまでの間には、さまざまな企業や人々
が関わっています。このひと続きの流れを「流通フロー」といいます。小売業
の役割は、その最終段階で、商品とお客さまの出合いの場をつくり、販売する
こと。しかし、ひと口に小売業といっても大小さまざまな店舗があり、販売す
る商品も異なります。そこでまず、小売業の特徴を整理してみましょう。

Point 1
小売業の役割は生産

者とお客さまの代わ

りになること

生産者（製造者） ➡ 卸売業 ➡ 小売業 ➡ お客さま
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② お客さまに代わって生産者から「品物を仕入れる」
　ものづくりを応援するとともに、販売情報から売れ筋商品を割り出

し、新たな商品開発をサポートしています。

　小売業には、生産者とお客さま、両方の目線を持つことが不可欠とい

えるでしょう。

流通フローは単に品物が移動するだけではない
　小売業の機能は、おもに商流と物流という流通フローから成り立って

います。

　商流とは、売買によって商品の所有権が誰に移るかを表すもので、そ

れと同時に商品が壊れたり不良があったりしたときに、その責任を誰が

負うかというリスクの分担も明確にするフローです。

　一方、物流は文字通り商品の輸送や倉庫での保管など、ものの動きを

表します。また、それに伴う商品の搬出入や、個包装や外箱に入れる作

業、さらに小分けや詰め合わせ、ラベル貼りなど、物流センターで行わ

れる流通加工の作業も物流のフローに含まれます。

　商品の売買に伴うフローは、ほかにもあります。たとえば、商品の代

金が買い手から売り手にわたるフローは金流といいます。また、販売デ

ータや商品評価などの情報もあらゆる方向から発信されます。これらは

情報流として、今後の商品開発や販売戦略に活用される非常に重要なフ

ローです。

Point 2
さまざまな流通フローの

意味を理解しておこう

小売業の基本的な機能

商流 物流
売り手から買い手に商品の所有権やリス
ク負担が移ること
※ただし決済が完了するまでは所有権は買い手に

移らない

商品を輸送する機能と保管する機能
※梱包や値札貼りなどの作業も含まれる

売り手 買い手

所有権
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組織化して大規模な 
展開を図るチェーンストア

19 世紀後半に米国で誕生した大規模な小売業態＊ 1

　チェーンストアは、多くの店舗を展開することで仕入れや物流にかか

るコストを削減し、大規模ならではの薄利多売方式で利益を上げる小売

業態です。その始まりは19 世紀後半とされ、米国を中心にスーパーマ

ーケットなどのチェーンストアが次々と誕生し、世界で発展を遂げてき

ました。日本では1960 年代から70 年代にかけて大規模小売業のチェ

ーンストアが勢力を増し、それまでお客さまの日常的な買いものの場で

あった個人商店や町の商店街を超える存在となっていきました。

＊１：業態については P.22 参照。おもに「どうやって売るか」で分類される。

量販店の多くは基本的にチェーンストア
　国際チェーンストア協会では、チェーンストアを「単一資本で11 以

上の店舗を直接経営・管理する小売業または飲食店の形態」と定義付け

ています。また、大量に商品を仕入れて大量に売る店のことを量販店と

もいいますが、基本的に量販店の多くは広域エリアに出店し、チェーン

展開をしています。

　チェーンストアのおもな特徴には、次のようなものがあります。

① 出店エリアを広げることで利益を伸ばし、シェアの拡大を図る

② 本部組織が各店舗の運営方法を統一し、マニュアル化する

③ 仕入れは本部、販売は各店舗と、おもな役割が分担されている

Lesson 2

小売業にはベーカリーや青果店のような個人商店もあれば、百貨店やスーパー
マーケットもあり、扱う品目も食品・日用品から衣料品、家具や自動車のよう
な大型商品までさまざまです。その中で業界をリードしているのは、複数の店
舗を運営して経営の効率化を図る、組織化された大規模な小売業であり、その
代表といえるのが「チェーンストア」です。

Point 1
チェーンストアは多店

舗展開で効率化を図り

大きな利益を得る
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大型チェーンの出店戦略：２つのパターン

チェーンストアは多様な業種で主流の運営スタイル
　チェーンストアには、スーパーマーケットのほかにも幅広い商品を取

り扱う店舗としてコンビニエンスストア（CVS）やドラッグストア、ホ

ームセンターやディスカウントストアなど多くの業態があります。ま

た、昨今では家電量販店や家具、衣料品のように限定された商品を扱う

専門店も目覚ましい勢いで大型化しており、さまざまな業種でチェーン

展開が見られます。

　経済の低迷が長期化し、社会環境が変化する中で、百貨店の売上が落

ち込みを続けているものの、売上が伸びているチェーンストアもありま

す。近年は電子商取引（EC）市場が伸びていますが、その一方で、お

客さまの多様なニーズに対応できる店舗販売が求められていることも忘

れないようにしたいものです。

ドミナント型出店 大型拠点型出店

特定のエリアに集中して出店し、エリア
内のシェアを上げる：
地域密着型のスーパー、CVSなど

大型店舗で広域から集客する：
ロードサイド型店舗、ショッピングセン
ターなど

エリアA

大型店

Point 2
チェーンストアはさまざ

まな業種、業態に拡大

している
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チェーンストアの 
代表的な運営方式

大手企業の資本によるレギュラーチェーン
　レギュラーチェーン（RC）は企業が自社の資本によってすべての店

舗を運営し、現場で働く社員を直接雇用する運営方式です。大型スーパ

ーをはじめ、ドラッグストアやホームセンター、家電量販店や衣料品店

など多様な業種・業態で取り入れられています。

　RCの大きな特徴は、出店計画に始まり、仕入れ・物流・財務・販促

などを本社で一括して行い、店舗では販売のみに集中する体制にありま

す。その結果、大規模な仕入れや物流システムの構築が可能になり、コ

ストも削減できます。その半面、地域に合わせた細やかな対応がしにく

いというデメリットも。店舗側ではそれをカバーするため、他店との差

別化を図る取り組みが求められます。

企業と個別に契約するフランチャイズチェーン
　フランチャイズとは「権利・許可」を意味する言葉で、フランチャイ

ズチェーン（FC）は個々の店舗経営者が本部企業と契約を結ぶ運営方

式です。代表的なものではコンビニエンスストアやクリーニング店など

があります。本部に契約金を支払ってチェーンに加盟すると、商標やロ

ゴマークの使用が許可され、経営ノウハウとともにエリア内での販売権

を得ることができます。RCと同様に店舗の管理・運営方法が統一され、

お客さまの目に運営方式の違いはわかりません。しかし、近年は長時間

Point 1
チェーンストアは本部機

能と店舗で構成される

Lesson 3

チェーンストアは、企業がすべての店舗を本社で一括して運営管理する方式もあ
れば、個々の店舗が企業と契約を結んで、規格化された方式で運営したり、経
営者の異なる店舗同士が手を組んで共同運営したりするケースもあります。また、
お客さまが組合員になって出資金を出す生協のような組織もあります。ここでは
おもな３つの運営方式について簡単にポイントを押さえておきましょう。
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チェーンストアのおもな運営方式

レギュラーチェーン 
（RC）

フランチャイズチェーン 
（FC）

ボランタリーチェーン 
（VC）

大型スーパー、家電量販店、 
ホームセンターなど

コンビニエンスストア、 
クリーニング店など

中小規模のスーパー、 
ドラッグストアなど

労働や違約金などの問題で、本部と加盟店のトラブルも発生していま

す。そのためにさまざまな対策が講じられていますが、店舗側も本部と

の新たな関係づくりを考えていく必要があります。

　

小売店同士が協力し合うボランタリーチェーン
　ボランタリーチェーン（VC）は経営者が異なる店舗が契約を結んで一つ

のチェーンに加盟する運営方式です。加盟店が協力し合って本部組織をつ

くり、仕入れや商品開発、販売促進などを一括して行うことで有力メーカ

ーと好条件で取り引きすることができ、大規模店と同じようなメリットを得

られます。近年は減少傾向にありますが、おもに中小規模のスーパーマー

ケットやドラッグストアなどで取り入れられる運営方式です。

　VCはフランチャイズ加盟店のようにすべてが規格化されるわけでは

ないので、店舗ごとの個性もあり、古くからの屋号を残すこともできま

す。しかし本部に強力な統制力がないぶん、加盟店に負担がかかること

もあります。個々の加盟店はそれを踏まえて努力し、協力し合っていか

なければなりません。

Point 2
運営方式はおもに 3 つ

のスタイルがある

本部 本部

フランチャイズ契約

本部


