
雇用調整助成金・教育訓練研修プログラム
～マーケティング研修（基礎講座）～

河野中小企業診断士事務所 代表 河野健一
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1962年福岡県北九州市生まれ
・福岡県立東筑高等学校→青山学院大学経営学部経営学科卒業
・大学卒業後、日本通運福岡航空支店にて航空貨物輸出営業（3年在籍）
・日本通運退社後、インテリア雑貨販売会社㈱アクタスへ入社（22年半在籍）
在籍中、小売店舗販売→店長・法人営業→九州エリアリーダー
・公益財団法人日本生産性本部経営コンサルタント養成課程卒業（17期生）
・2016年10月中小企業診断士資格登録（経済産業大臣登録番号415679)
・11月より、河野中小企業診断士事務所設立
連絡先：福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル3F  TEL:092-687-6438 FAX:092-687-6401
携帯：090-1970-3376

主な資格
公益財団法人日本生産性本部 認定経営コンサルタント・中小企業診断士
商工会議所認定 ビジネス法務2級、1級販売士
事業再生士補
●趣味は、中距離走・ウエイトトレーニング（15歳から42年間継続中です）
●愛犬アトムと夫婦の3人暮らし

講師プロフィール2



主な業務実績
●2017年４月～2020年３月 福岡市経営相談員（担当領域：販売戦略等）
●2018年４月～2020年３月 福岡県よろず支援拠点コーディネーター
●2017年～2020年３月 福岡県働き方改革派遣アドバイザー
●2018年9月～2019年１月 佐賀市商業事業者育成事業 派遣講師

セミナー＆現場実査、改善助言
●2018年６月 福岡商工会議所補助対象職員向け研修講師

小売業者向け各種調査分析手法の基本
●2018年１０月 宮若市創業セミナー講師
●2020年１月 西鉄労組組合員に対する【西鉄の決算書を読み解く】セミナー講師
●2020年３月 唐津東商工会 個別経営相談会
●2020年６月～ あさぎり町（熊本県）農業事業者への事業改善提案
その他
広告業企業の顧問
経営革新計画策定１７社、経営改善計画策定１０社、
2020年 北九州市商工会議所主催セミナー登壇予定
上記のように、主に小規模事業者に対する現場改善支援や、経営改善計画策定まで、幅広い業種（特に物
販業）に対する業務を行っています。
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今回お話しする概要

Ⅰ. マーチャンダイジングの意味
Ⅱ.マーケティングのイメージ
Ⅲ.  経営戦略策定のイメージ
Ⅳ.   商品計画の立案イメージ
Ⅴ. 価格政策のイメージ
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Ⅰ．マーチャンダイジングの意味

●一般的には【小売業の主たる顧客層が欲求または欲望す
る商品を、適正な数量、適正な価格、適正なタイミングで
提供するための諸活動】を意味する。
●【インストアディスプレイを展開するメーカーの販売促
進活動及び小売業における商品（アイテム）と商品ライン
の明確化】2008年AMA（全米マーケティング協会）
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Ⅰ．マーチャンダイジングの意味
もっと簡単に言い換えるならば。。。。

お客様が買いやすい【店】【商品】【価格】を継続して追及する事

モノ・サービスを提供する為の活動全て
どのような人に？どのような商品を？いくらで？どのように？
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売場づくり 品揃え 接客・サービス 価格・価値 仕入・物流



Ⅰ．マーチャンダイジングの意味
マーチャンダイジングの流れ（新規出店）をイメージすると。。。。

具体的な取組
顧客ターゲット・陳列・仕入・価格・売場設計 販売サービス業務・販促活動

目指す方向性は？
ストアコンセプト オリジナリティ

市場の把握
商圏・地域特性 競合店
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出店



Ⅰ．マーチャンダイジングの意味
マーチャンダイジングとマーケティング

●マーケティングとは一言で言えば
【売るための仕組み作り】
⇒ 顧客ニーズの把握と方向性の仮説（競合店との差別化）

●マーチャンダイジングとは一言で言えば
【ニーズへの対応を計画的に実行に移す事】
⇒ どのようなお客様を対象に、どのような売場で、どのよ

うな商品・サービスをいくらで販売するのか？

8



Ⅱ．マーケティングのイメージ
ターゲット層の定義を明確に。。。

その１．誰に販売するのですか？
例）オフィス街に近いエステ店舗なら
⇒ ？
例）郊外で代々続く饅頭屋さんなら
⇒ ？
例）商店街の昔ながらの魚屋さんなら
⇒ ？
例）駅前のパン屋さんなら
⇒ ？
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Ⅱ．マーケティングのイメージ
周りのライバル店（競合店）ってどんな事やってるの？

その２. 同業者やライバル店を把握してますか？
●品揃えは、自店舗とどう違う？
●販売価格帯は、自店舗とどう違う？
●サービスの内容は、自店舗とどう違う？
●どんな販促してる？（DM、スタンプラリー、ポスティング、
SNS、Fブック）
●接客対応の違いは？
●営業時間は？
●立地環境は？
●どんな客層が来てる？
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Ⅱ．マーケティングのイメージ
事業者の取り組む業界や周辺の環境は今後どうなっていくのか？

その３.環境の変化を感じる。
●伸びる市場なのか？縮小していく市場なのか？
⇒インターネットの公開データや業界動向（貸出審査辞典な
ど）で最低限調べられる事はあります！！
●その業界で、今、何が流行っているの？
⇒ 日経トレンディ、家計調査情報（統計局など）
例）乳製品や惣菜は伸びているが、鮮魚は低下。

●店舗周辺の人口の変化はどうなっている？
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
基本的な概念を学ぶ【ゆでガエル理論】

【ゆでガエル理論】とは、ゆっくりと進行する危機や環境変化に対応する事の大切さ、
難しさを戒めるたとえ話の一種です。
カエルを熱湯の中に入れると驚いて飛び出しますが、常温水に入れて徐々に熱するとカ
エルはその温度変化に慣れていき、生命の危機と気づかないうちにゆであがってしんで
しまう。

つまり、人も組織も、現状に甘んじることなく、常にあらたな事にチャレンジ
していく姿勢が必要であり、それが無ければ衰退の速度は加速する。

12



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
基本的な概念を学ぶ【アンゾフ・モデル】
事業展開の方向性を考える（成長戦略）

現在の製品・サービス 新たな製品・サービス

現在の市場 市場浸透戦略 製品開発戦略

新たな市場 市場開拓戦略 多角化戦略
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
基本的な概念を学ぶ【ポーターの５フォース分析】

14

売り手 競争業者

新規参入

代替品

買い手

この５つの業界内の競争が厳し
いほど、収益は上げにくくなる



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
基本的な概念を学ぶ【ポーターの競争戦略】

●コストリーダーシップ戦略
競合より低コストを実現し、市場シェアを確保する。
●差別化戦略
価格よりも、商品のオリジナリティやサービスの独自性によって
顧客から価値を見出し、競争優位性を確保する。
●集中戦略
特定【ニッチ】の製品、地域、顧客層などに経営資源を集中させ
ることで競争優位性を確保する。
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
基本的な概念を学ぶ【コトラーの市場地位別競争戦略】
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インターネット公開データより抜粋



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略の進め方
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➀環境分析
SWOT分析等

②ポジショニング分析
自社の今と今後進むべき
ポジションを模索する

③市場細分化

④事業領域の選定

⑤目標設定

⑥マーケティング戦略
４Pの実行等



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
SWOT分析とは
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内部環境

強み
自社の強みは何？

弱み
自社の弱みは何？

外部環境

機会
市場や業界動向、社会構造
の変化などの中に、自社の
ビジネス機会（チャンス）
は？

脅威
市場や業界動向、社会構造の変
化などの中に、ビジネスリスク
は？



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
SWOT分析の例①（建材卸売業）
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内部環境

強み
・即日出荷可能な物流体制
・熟練従業員が多く、誤出
荷比率が低い

弱み
・バイイング力の欠如によ
る高コスト体質
・物流センターの老朽化
・新規顧客開拓力が低い

外部環境

機会
・オリンピック景気による
市場拡大
・リフォーム業界の伸長
・バリアフリーニーズ増加

脅威
・耐震性に関する法規制強
化
・B社の低価格戦略による
価格競争の激化



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
SWOT分析の例②（魚屋）

強み 弱み
・長年の経験で培った鮮魚の目利き力 ・取引先や商品別の動向把握ができていない
・飲食店向けの豊富な品揃え ・店舗サインや駐車場サインなどが全く整備されていない。
・急な注文に対応できる機動力 ・商売人を意識してか、店頭で展開する魚は一匹単位が多く
・鮮度の高い鉢盛 高齢者はじめとする一般客は魅力を感じない。
・両親の保有する資金力 ・固定費の比率が高止まりしており、売上が伸び悩む中で

さらに収益を圧迫している。
・同族経営により、社内意思決定や事業収益確保にむけた対策があいまい
（社長のリーダーシップの弱さ）

機会 脅威
・骨なしの加工品需要 ・店舗近隣商店街の衰退が著しい
・高齢者や単身者向けサービス提案の余地 ・店舗周辺人口の減少
・売上の柱である門司港ホテルの売上は堅調に ・大型店舗への集客シフト
推移している。 ・主力仕入先の支払サイトが非常に短く、売上が伸び悩む中で資金繰りを

圧迫している。
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
SWOT分析の例③（サプリメント通販会社）

強み 弱み
●原材料調達から商品開発・製造・発送まで自社（利益率が高い） ●実店舗がない（現状Webのみの販売）
●負圧乾燥機を使用しての製造は世界で当社のみ ●新たな市場での商品展開ができていない。
●少量商品でもOEM製造ができる ●商品種類は多いが売れる商品に偏りがある。
●分子栄養学・サプリメント測定器を使ったお客様への提案営業が可能 ●戦略策定が苦手？
●20年の販売実績（特に妊活ユーザーに向けた実績） ●各商品のエビデンスが不足

●語学力（中国業者とのコミュニケーション）
●定期会員の減少が続いている。

機会 脅威
●サプリメント業界自体は、平成16年をピークに減少傾向だったが、 ●通信販売では、資本力のある大手（ファンケル・DHC・サントリーなど）には
平成22年に増加に転じている。 対抗できない。
●通信販売やその他の流通経路での売上シェアは増加傾向である。

内
部
的
側
面

外
部
的
側
面
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
SWOT分析の例④（飲食店）

強み 弱み
●㈱X社勤務時代から現在に至るまでに培った、S社長の ●フランチャイジイーの為、自店舗でのメニュー変更や価格見直し、販促物改善
飲食店実務及び経営経験。 仕入先交渉などに制約がある事。
●フランチャイザーから、原材料や運営ノウハウなどを安定的 ●B店店長の経験値が浅く、回転率向上やコスト削減など運営面ノウハウが乏しい。
に調達できる事。 ●A店店舗存続のために実施した改装工事や、閉鎖した焼肉店への追加融資により
●B店店長は、運営に対し前向きな姿勢もあり、今後の成長が 借入負担が大きい事（現状2店舗でのCFから、当初借入契約どおりの金額での
見込まれる可能性を秘めている事。 月々返済(月々約210万）は不可能な状況）

機会 脅威
●入居先である商業施設は、その立地環境からも ●入居先である商業施設は、大型店舗の撤退や周辺イベントの減少などの
施設全体の集客・売上(特に飲食部門）は堅調に推移している事。 影響を受け、施設全体の集客・売上が減少傾向にある事。
●T市への外国人宿泊数は増加傾向にあり（H30年度29.3万人
＊前年比＋35.4%)インバウンド客からの売上増の可能性がある事。

内
部
的
側
面

外
部
的
側
面
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
SWOT分析の例⑤（貸衣裳会社）
強み 弱み
●事業主の30年間に及ぶ業界経験での人脈（カメラマン、写真館 ●業績管理やコスト管理など、そのほとんどを義理姉が手掛けている。
ヘアメイク担当など） 事業主は実質的には、実務担当者としての位置付けになっており、自社の経営内容を

常時管理し、状況に応じた対策をとれていない。
●顧客への継続的な販促策がほとんど手掛けられていない。
●参列衣裳など、販売拡大が見込まれる可能性のある衣裳構成がほとんど変わって
いない。

機会 脅威
●ブライダル対象者が、記念写真を前撮り（結婚式前）し、インスタ●メルカリやネットサイトで、購入者自身が格安で直接転売している現状。
等に掲載する傾向が増加している。　　　　　　　　　　　　　　　●婚姻件数・婚姻率の低下

内
部
的
側
面

外
部
的
側
面

23



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
ポジショニング分析➀
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個人客向け高級
旅館

団体客向け高級
旅館

個人客向けリー
ズナブル旅館

団体客向けリー
ズナブル旅館

リーズナブル

高級

団
体
客
中
心

個
人
客
中
心

自
社

他
社

他
社

他
社

他
社

他
社

他
社

市場（周辺）における競合と自社
の相対的な位置づけを分析する事
で、自社の強み・弱みや将来目指
すポジションが明確になってくる



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
ポジショニング分析②
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今後のA社 D社

C社

現在のA社

男性

女性

カ
ジ
ュ
ア
ル

フ
ォ
ー
マ
ル

B社



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
市場セグメンテーション（細分化）

市場に、どのような属性にどのような分布が存在する
のかを調査し、その中の特定のセグメントを自社の
ターゲットとして絞り込む。
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
市場セグメンテーションの切り口にはどんなものがあるのか
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切り口の例

地理的変数 ・県内企業⇔県外企業
・片道１時間以内⇔片道１時間以上
・日帰り可能エリア⇔日帰り不可能エリア

デモグラフィック
変数（人口動態変
数）

・男性⇔女性・大人⇔子供・60歳未満⇔60歳以上
・単身世帯⇔ファミリー・カップル世帯
・業種
・企業規模



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
市場セグメンテーションの切り口にはどんなものがあるのか
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切り口の例

サイコグラ
フィック変
数

・保守的マインド⇔革新的マインド
・成長志向⇔安定志向
・既存取引先重視型⇔新規仕入先開拓型

行動変数 ・ライトユーザー⇔ヘビーユーザー
・低価格指向⇔高付加価値志向（品質、サービス、短納期、ブランド
等）

その他 ・顧客能力（例：機械の自己メンテナンス能力の有無）
・社内の実権（例：仕入の実権を握っているのは現場？購買部？）
・緊急性重視（例：高額でも緊急対応に金を支出するか否か）等



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
事業領域（ドメイン）の設定⇔どの領域で戦うのか？

簡単に言うと
【誰に】⇒ 対象とするターゲットは？
【何を】⇒ ターゲットが求めるニーズは？
【どのように】⇒ 品揃え、販売手法など

中小企業においては、領域を広げる事には限界がある。
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
目標設定（参考）損益分岐点売上高

●Aさんは、２０年間の修行を経てＦ市郊外にうどん屋さんを開業する決意をした。
●開業予定店舗周辺には、最近住宅地が拡大している為、近隣からの来店も見込まれる。
●長年の修行を活かし、独自のオリジナルメニュー（スペシャル納豆うどん）に特化した店舗とし
たい。
●スペシャル納豆うどんは一杯１０００円（原材料費は２００円）くらいになる見込み。
●店舗運営には、年間５００万円程度かかりそうだ（人件費、家賃など）
●修行先は東京であった為、開業する立地でどの程度売り上げが確保できるか予想しずらいが、赤
字だけは出したくない（創業初年度は、蔵前ゼロには持っていきたい！！）

損益分岐点売上＝固定費÷限界利益率（１－変動費率）
●固定費 ５００万円
●変動費 ２００円÷１０００円＝２０％
限界利益率 1－0.2=0.8
●損益分岐点売上高＝５００万円÷0.8=625万円
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略（４Ｐなどのお話をする前に）
差別化ってどんな事なのかイメージしておきましょう。
【製品による差別化編】

項目 内容

形態 大きさ、形状、物理的構造

性能品質 主要な特徴がどの位、機能・効果を発揮するか

適合品質 生産された製品にばらつきが無く、規格として適合した品質を保って
いるか。

耐久性 製品の一定環境下における、使用可能期間

信頼性 性能や耐久性が期待を満たすレベルで、期待する期間中、作用するか
否かの顧客推定レベル

修理可能性 不具合が生じた時の修理の容易さ

スタイル 製品の外観と買い手に与える雰囲気・イメージ

デザイン 製品の外観と機能に影響を及ぼす特徴全体
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略（４Ｐなどのお話をする前に）
差別化ってどんなことなのかイメージしておきましょう。
【サービスによる差別化編】
項目 内容

注文の容易さ 顧客が時間的、作業的、心理的にどれだけ簡単に注文できる
か

配達 製品やサービスが顧客の希望する時間、場所に届けられるか

取付 製品が顧客の希望する場所、顧客の日常に支障が無い場所に
設置されるか

顧客トレーニング 売り手の機会を適切かつ効率よく使用できるように、顧客の
従業員を訓練すること

顧客コンサルティング 顧客の製品・サービス利用価値を向上させる為のサービス

メンテナンスと修理 顧客が購入した製品を良好な作動状態に保つ為のサービスプ
ログラム
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略（４Ｐなどのお話をする前に）
差別化ってどんなことなのかイメージしておきましょう。
【従業員による差別化編】
項目 内容

専門性 製品やサービス、業界、他社比較等に関する知識や顧客にとって
の効用をわかりやすく説明する能力

信頼度・好感度 顧客価値をベースにした、誠実で迅速な対応、トラブル対応や
ハートフルなカスタマーケアの充実、従業員の外見、心理的態度
から顧客が受けるイメージ

営業プロセスの
理解と顧客価値
提案力

見込み客の発見～訪問前準備・初期アプローチ～顧客提案～
迷い客への対応～クロージング～事後フォロー

33



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略（４Ｐなどのお話をする前に）
差別化ってどんなことなのかイメージしておきましょう。
【販売チャネルによる差別化編】

販売先 展開商品（例） メーカーのチャネルコ
ントロール力

開放的チャネル政策 多い 食品などの最寄り品
小

選択的チャネル政策 中位 衣料などの買回り品
中

専門的チャネル政策 少ない 自動車やブランド品など
の専門品 大
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略（４Ｐなどのお話をする前に）
差別化ってどんなことなのかイメージしておきましょう。
【イメージによる差別化編】

項目 内容

シンボル イメージキャラクター、ロゴマーク、有名人の使用によるイメージ
アップとイメージ連想の強化

メディア 広告、宣伝等による潜在・顕著顧客に対するイメージの訴求

企業施設の雰
囲気

店舗、本社、工場、倉庫、社用車等が醸し出す雰囲気によるイメー
ジの維持・工場

イベント イベントを通じた企業訴求とイメージアップ、ユーザーとのエモー
ショナルタイ（心の絆）の構築
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略：マーケティングミックス（４P)

４Pとは【企業視点】で行うマーケティング戦略を策定するプロセス
➀Product(商品戦略）
⇒どのような商品やサービスを開発・提供するのか？
商品・サービス・品揃え・品質・デザイン・ブランド etc.

②Place(販売戦略）
⇒商品・サービスをどのように販売していくのか？
販路・物流・立地・在庫 etc.

③Price(価格戦略）
⇒商品・サービスをいくらで販売するのか？
価格・仕入・支払条件・割引 etc.

④Promotion(販促戦略）
⇒商品・サービスをより効果的に認知促進していく仕組み作り
広告・DM・顧客管理 etc.
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
マーケティング戦略：マーケティングミックス（４C)

4Cとは、【顧客視点】で行うマーケティング戦略を策定するプロセス
➀Product(商品戦略）⇒ 顧客にとっての価値とは？（Consumer Value)
②Place(販売戦略） ⇒ 顧客にとっての利便性とは？（Convenience）
③Price(価格戦略） ⇒ 顧客にとってのコストとは？（Cost)
④Promotion(販促戦略）

⇒ 顧客が望む対話とは？（Communication)
●企業側から見て、どんなにすばらしい戦略であっても、購入する顧客の価値と
連動していなければ、【絵にかいた餅】です。
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
小売・サービス業のマーケティングミックス➀

主な切り口

マーチャン
ダイジング
戦略（製品
戦略＋価格
戦略）

・素材、品質、機能、ブランド、パッケージ、アフターサービス
・ABC分析、カテゴリー別GMROI等（販売効率、在庫投資効率の最適化）
・製品ミックス（幅、深さ）⇒品揃えの総合化（ワンストップショッピン
グ）
・大量一括仕入れ⇔小口仕入⇒粗利の増大・在庫リスクの軽減・販売機会ロ
スの軽減
・PB商品の開発、新たな仕入先の開拓⇒独自性の確保、粗利益率の向上
・EOS(電子受発注システム）による納期短縮、欠品防止、在庫削減
・POS（販売時点販売管理システム）による単品管理とデータ活用
・プライスゾーン・プライスライン
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参考：GMROI(投下資本粗利益率）＝（粗利益÷売上高）×（売上高÷平均在庫投資額（原価））



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
小売・サービス業のマーケティングミックス②

主な切り口

プロモー
ション戦略

・新規顧客開拓⇔CRMによる既存顧客の維持・リピートの向上
（顧客の囲い込み、ストアロイヤリティの向上）
・ポイントカード
・チラシ
・顧客参加イベント
・口コミ
・RFM（最新購入日、購買頻度、購買金額で顧客を分析）
・FSP（顧客一人当たりの生涯価値（生涯購入額）を最大化させる）
・接客・商品知識・提案力
・POP
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20:80の原則
売上の８割は２割の優良顧客によって生み出される
新規顧客の開拓費用は、既存顧客を維持する費用の５倍

累積購入額が高いお客様の方が当然、店への期待・要求も高い



Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
小売・サービス業のマーケティングミックス③

主な切り口

店舗戦略 ・回遊性・フロア構成
・棚割り
・店舗イメージの統一
・クロスマーチャンダイジング・コーディネート陳列
・照明
・BGM
・新店の出店・リニューアル
・店舗フォーマット
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Ⅲ. 経営戦略策定のイメージ
小売・サービス業のマーケティングミックス④

主な切り口
サービス提供
プロセス

・サービス提供の方針と手順
・顧客との対話（顧客要求）によるサービス内容の決定
・生産・納品スケジュール

人 ・サービス提供者（従業員）
⇒接客・商品知識・提案力・店員のかっこ良さや魅力
従業員教育・報奨制度
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Ⅳ．商品計画の立案イメージ
全体の振り返り

➀過去の活動内容と実績の評価
●過去数年間における計画内容にもとづく販売実績の推移を振
り返る。
●社内の目標に対する達成度の状況はどの程度伸縮しているの
か。
●商品に対する顧客の反応は年々どう変化しているのか。
●１店舗当たりの売上高営業利益率、一人当たりの販売効率、
坪単価など、数値面での販売効率はどう変化しているのか。
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Ⅳ．商品計画の立案イメージ
カテゴリー別商品計画

②現状の環境分析
●社会情勢や経済情勢は今後どう変化するのか
●小売業を取り巻く経営環境はどのように変革していくのか
●顧客は何を期待し、どのような購買行動をとるのか
●メーカーは、どのような新商品を打ち出すのか
●競合店は、今後どのような戦略を打ち出すのか
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Ⅳ．商品計画の立案イメージ
目標予測

③目標の予測（①や②の分析を踏まえ今後の目
標値を予測していく）
●売上・粗利目標
●商品構成目標
●販売管理費目標
●人材活用計画目標
●売場作りの目標
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Ⅳ．商品計画の立案イメージ
目標達成の為の重点課題の抽出

④：③の目標達成の為の重点対策を設定する
●売上高向上させる為には商品計画のどの部分をどのように改
善すべきか
●粗利益率向上させるためには商品計画のどの部分をどのよう
に改善すべきか
●商品回転率向上のために、品揃えをどう改善すべきか
●付加価値を高める為の販売促進活動はどう打ち出すべきか
●顧客管理手法は現状で良いのか
●販売員のモチベーションをどう引き上げるべきか
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Ⅳ．商品計画の立案イメージ
商品計画の作成
商品構成の要素には大きく２つがある
●商品ライン（商品の幅）
例）婦人服、紳士服、子供服
●商品アイテム（商品の奥行）
例）カラー、サイズ、ブランド、素材

この２つの要素を最適に組み合わせる事を【商品ミックス】と言う。
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Ⅳ．商品計画の立案イメージ
商品ミックスのパターン➀

パパママ商店 小型量販店

専門店 百貨店

47

商品ライン

ア
イ
テ
ム

浅い

深い

狭い 広い



Ⅳ．商品計画の立案イメージ
商品ミックスのパターン②

典型的な業態 ワンストップ性 専門性 必要運転資金 商圏 商品差別化
展開力

百貨店
○ ○

大 広い 高い

小型量販店
○ ×

中 狭い 低い

専門店
× ○

中（高級路線
の場合は大）

広い 高い

パパママ商店
× ×

小 狭い 低い
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Ⅳ．商品計画の立案イメージ
ABC分析の例①49

商品名 個数 売上高 単価
1 その他 948 196,961 208 196,961 8.6%
2 塩バターロール 2,060 187,600 91 384,561 16.8%
3 明太フランス 898 182,900 204 567,461 24.8%
4 カレーパン 1,049 178,560 170 746,021 32.6%
5 その他\180 696 165,535 238 911,556 39.8%
6 塩練乳パン 1,409 130,000 92 1,041,556 45.5%
7 看板のパン 953 125,400 132 1,166,956 50.9%
8 ミックスサンド(ハーフ） 571 95,400 167 1,262,356 55.1%
9 クリームパン 785 92,820 118 1,355,176 59.2%
10 レーズン塩バターロール 994 91,500 92 1,446,676 63.2%
11 ミックスサンド 266 90,200 339 1,536,876 67.1%
12 潤い食パン 394 88,750 225 1,625,626 71.0%
13 アンパン 738 88,010 119 1,713,636 74.8%
14 エッグベーコン 547 85,020 155 1,798,656 78.5%
15 その他\200 445 84,970 191 1,883,626 82.2%
16 岩メロン 616 84,090 137 1,967,716 85.9%
17 天然酵母パン 447 82,800 185 2,050,516 89.5%
18 チキン南蛮こっぺ 473 82,620 175 2,133,136 93.1%
19 サクサクメロンパン 672 80,340 120 2,213,476 96.6%
20 タマゴサンド 458 77,280 169 2,290,756 100.0%
合計 15,419 2,290,756 149



Ⅳ．商品計画の立案イメージ
ABC分析の例①【売れ筋、死に筋、新商品開発の見極め】
●３００円以上の単価商品が、ベスト２０に
一つも無い。
●塩バターやカレーパン、塩練乳パンの販売個数
からみると、効率が悪い？
ガンガン作って売れてるが、売上増加に繋がらない。
●高単価が見込まれる調理パンが少ない。
●残り約５０品目で、約２５０万円の売上。

見えてくる課題④
こだわりの高単価商品の開発
商品点数の絞り込み？
関連販売しやすい商品展開・売場作り
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Ⅴ．価格施策のイメージ
カテゴリー別価格政策の種類（分析例：PFグラフ）

51



Ⅴ．価格施策のイメージ
カテゴリー別価格政策の種類（分析例：PFグラフ）
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Ⅴ．価格施策のイメージ
カテゴリー別価格政策の種類（分析例：PFグラフ）
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Ⅴ．価格施策のイメージ
カテゴリー別価格政策の種類（PFグラフ）
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プライスゾーン（価格帯）

プライスライン

プライスポイント



Ⅴ．価格施策のイメージ
カテゴリー別価格政策の種類（SKU分析）

55



Ⅴ．価格施策のイメージ
カテゴリー別価格政策の種類（SKU分析）
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Ⅴ．価格施策のイメージ
カテゴリー別価格政策の種類（SKU分析）
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Ⅴ．価格施策のイメージ
収益確保の考え方（会社全体でイメージすると）

理論上は（その通りにいくとは限らないが。。。。。）
例）
商品仕入原価 82,000円
販売管理費 12,000円 経営コスト
減耗・値下 10,000円
想定利益 5,000円

⇒ 想定利益5,000円を確保する為に設定する商品売上額は？
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Ⅴ．価格施策のイメージ
収益確保の考え方（商品単品でイメージすると）
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想定値入高
（予定した儲け）

仕入原価

想定売上高
粗利高
（結果の儲け）

仕入原価

値下・減耗 想定売上高



Ⅴ．価格施策のイメージ
収益確保の考え方（商品の組合せや陳列方法の工夫）

●相乗積＝売上構成比×粗利益率
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売上構成比 粗利率 相乗積
商品A 70% 20% 14
商品B 20% 30% 6
商品C 10% 50% 5
合計 100% 25

売上構成比 粗利率 相乗積
商品A 50% 20% 10
商品B 10% 30% 3
商品C 40% 50% 20
合計 100% 33



最後に。。。。
本日お話しした事は
【ライバルに勝ち、末永くお客様に選んでもらうための工夫】です！！
しかし、全てが現場で活用できるとは限りません。

重要な事は、
●この受講の中で皆さん自身が
【一つでも使えそうな内容をセレクトし、アレンジする力】
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