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（地域：中国）
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＜＜＜＜企業概要企業概要企業概要企業概要＞＞＞＞

商 号 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

業 種 コンビニエンスストア事業（38.3%）、スーパー

ストア事業（39.5%）、百貨店事業（19.3%）、

フードサービス事業（2.2%）金融関連事（0.1%）、

その他事業（0.5%）の企業グループの企画･管理

・運営（純粋持ち株会社） ( )内は売上割合

本 社 東京都千代田区

資 本 金 500億円

従 業 員 153,128人（連結）（個店数約35,000店）

売 上 高 5兆2,238億円

地域売上 日本 66.4%、北米 32.4%、その他 1.1%

グループ会社数 99社

2008年3月現在
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＜＜＜＜海外展開海外展開海外展開海外展開のののの契機契機契機契機とととと概要概要概要概要＞＞＞＞

中国への出店[1]～中国小売業の近代化要請を受けて

（Q：中国出店の経緯について）
1996年に中国政府から、中国の小売業の近代化を図りたい、ついて

はセブン-イレブンのようなシステムを根付かせるためコンビニエンス
ストアを出店して欲しい、併せてGMS[2]形態の小売業を出店して欲し
いという要請を受けました。当時の中国の小売業は、従業員がキャッ
シャーカウンターから出てこず、陳列してある商品と代金を単に引き
換えるだけでサービスということをあまり考えない国営の店舗か、そ
れこそ小さな街の小売店が存在するだけでした。
中国政府は、セブン-イレブンの展開を優先していましたが、物流な

どインフラが未発達だったため、セブン-イレブンの仕組みを当時の中
国で展開することは、まだ難しいと判断し、まずGMSの出店を検討し
ました。華糖洋華堂の北京での出店を計画していましたが、先に物件
の手当がついた成都が中国の1号店となりました。
コンビニエンスストアよりも大きな商圏をカバーするGMSを出店し

たことにより、中国のマーケットをより深く大きく捉えることができ
たと思います。仕組み上の課題からコンビニエンスストアの出店を見
送った訳ですが、結果として得るものが多かったのではないでしょう
か。

[1]成都、北京にそれぞれ合弁で成都伊藤洋華堂有限公司、華糖洋華堂商業有限公司
を設立。1997年11月に四川省成都1号店「成都伊藤洋華堂春煕店」を、98年4月に
北京1号店「華堂商場十里堡店」を開店。2008年には北京10店舗、成都4店舗とな
る。成都では5号店の開店を準備。

[2] General Merchandising Storeの略。総合スーパー。食料品や日用品のみならず、
衣料品や家電、家具など、日常生活で必要な物を総合的に扱う大規模な小売業態。
（一般的に）特に衣料品の売場比率が大きい。
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当時の中国の賃金は日本の1/15

程度で、客単価は低いだろうと想

定してしまったのです。しかし住

民は官舎や社宅などに住んでいる

ことが多く、住宅コストは日本よ

りもかからない、共稼ぎの世帯が

圧倒的に多いことなどから、我々

が考えていた以上に消費購買力や

生活意識も高かったのです。

＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ 1 ＞＞＞＞

変えてはならないもの、変えるもの
（Q：日本と中国の接客や販売など商売のやり方の違いについて）

日本の店舗でも徹底している「クリンリネス（清潔）」「フレンド
リーサービス」、「鮮度管理（品質）」、「品揃え（欠品なし）」か
らなる小売業の「基本４原則」を徹底しました。また、そのレベルア
ップを求め続ける姿勢は日本と変わりません。「感動・感激・感謝の
ある店づくり」の姿勢は中国でも変わらない（亜運村店のバックヤー
ド）。
中国の小売業の風土では、お客様にしっかりとお辞儀をするという

ことにも抵抗がありました。お客様第一主義という考え方は普遍的な
ものであり、徹底して日本のマネジメントの仕組みを持ち込んでいき
ました。出店の時から、接客サービスは高い評価を受けましたが、品
揃えなどうまくいかなかった部分もあり、当初計画していた売上の30
～40％しか達成できない状態が続きました。これは現地のニーズにあ
った品揃えができていないということだと判断しました。

 

「感動・感激・感謝のある店づくり」の姿勢は中国で
も変わらない（亜運村店のバックヤード）



SPRING GSF 5

そのため、衣料ではプライベートブランド中心の日本のやり方を変
え、「地場化」をしていきました。つまり、当時の香港や広州で流行
していた専門店をキーテナントとして入れたことで、質の高いサービ
スと相まって、急速に売上げが向上していきました。その結果、カル
フールやウォルマートなどと比較し、一店舗あたりの売上げは華糖洋
華堂の方が高くなっています。
小売業は本来、ドメスティックなものであり、これは中国でも日本

でも共通です。中国国内のマーケットニーズにあわせた品揃えに変化
させていかなければなりませんが、お客様中心という考え方は変えて
はいけません。例えば、衛生管理の面でレベルの高い日本と同じ基準
を用いて管理することが、必ずしも現地のニーズに一致するとは限り
ません。しかし、お客様中心という考え方からすれば、低い基準に合
わせるべきではありません。そして、徹底した衛生管理を行ったこと
が、中国で評価され、プラスに働いていったということもあります。
最初に成都に出店してよかったのではないかと思うことがあります。

中国とは全く異なるアメリカの話となりますが、アメリカのセブン-イ
レブン再建のため、1991年に破綻したサウスランド社（現 セブン-イ
レブン,インク）を買収しました。本拠地はダラスにありました。サウ
スランド社の社員が、かつてライセンスを授けた日本から経営再建の
支援を受けることに屈折した感情がなかったかというと嘘になるで
しょう。もし、サウスランド社の本社が東海岸の大都会にあったなら、
さらに強い反発があったのではないかと想像したことがあります。こ
れとの類推になりますが、上海など中国沿海部の既に発展した都市に
出店し、日本のやり方を徹底しようとした場合、相当の反発があった
かもしれません。まず、これから発展しようとしていた内陸の都市、
成都で目に見える成果を上げたことが大きかったと思います。
中国では「目にみえないもの」はまだ低く評価するという傾向があ

るように思います。品質の優れた製品が目の前にあり、「これを工場

＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ 2 ＞＞＞＞
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（Q：イトーヨーカ堂独自の考え方に基づくマネジメント手法である「単
品管理[1]」や「仮説・検証[2]」などの考え方の浸透について）

「単品管理」や「仮説・検証」は、時代とともにマーケットやニーズ
が変化するため終わりがないので、「こうなったらマスターした」と
は言えるものではありません。
単品管理や仮説･検証は、ただ単に仕入れたものを売るのではなく、

自分の売場を自らコントロールするということでもあり、自分で仕切
る（小規模であっても一定の範囲をコントロールする）ことを好む中
国人には向いている考え方かもしれませんね。

[1]商品毎に売れ筋と死に筋をタイムリーに把握し、発注精度を高めること。トヨタ
自動車の「カンバン方式」と同様に、経営学の世界で英語になった日本語。会長
鈴木敏文氏の造語。

[2]会長鈴木敏文氏著『商売の原点』（講談社刊）より抜粋要約…仮説・検証とは、
お客様がいまなにを必要としているか仮説を立てて、ためしにやってみること。さ
まざまな角度から情報を入手し、人間の心理を考えた細かなものの見方から仮説を
立て、正確なデータによって検証する。これを継続的にやっていかないと、次の攻
めの商売に結びつかない。漠然とデータを見ているだけでは、なんの成果も望めな
い。仮説・検証によってデータを正しく活用し、さらに踏み込んで、これまでのや
り方とは違うことに取り組んでいけば、必ず数字は変わる。

＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ 3 ＞＞＞＞
で自分達がつくっていくんだ」と理解してもらえたとしても、『品質
の優れた』という目に見えないノウハウに関しては理解しようという
風土ではありませんでした。中国では、ノウハウとは、言葉で説明し
て、実際にやってもらうことで事が足りるというのではなく、説明し
た上で「一緒にやって効果が出れば」納得してやるという感覚です。
中国出店当時の日本人社員の言葉を借りれば、「自分がやっている

ことを中国人社員が横で傍観している」というような光景だったとい
います。実際に一緒にやってみて効果が出ることで、経営ノウハウが
評価され移転が進んでいきました。
成果が上がった売り場で働く社員の賃金報酬も上がり、好循環が出

来上がりました。一方で、万引きによる損失は管理ミスとして売り場
の責任とするなど、日本とは異なる厳しい評価も併せて行っています。
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＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ 4 ＞＞＞＞

（Q：経営理念の浸透について）
言葉の壁も影響ありましたが、経営のフィロソフィーやノウハウを

理解してもらうには、4～5年を要しました。経験を積んでいくことに
より、中国人社員による経営も可能となっていくと思います。
中国市場向けの商品開発については、衣料関連でプライベートブラ

ンドの開発も行っていますが、食品等は日本のメーカーに依頼し、中
国市場で受け入れられやすいパッケージを現地で検討し決定していま
す。現地化を進めいていく過程で中国人社員、中国企業との連携によ
るチームマーチャンダイジングも自然と出来上がっていくものと期待
しています。
中国人店長も今後増えていきます。上級の経営幹部という意味では、

合弁パートナーである中国政府系の外郭機関から華糖洋華堂の役員に
数名が就任していますが、そのうち2名が華糖洋華堂に転籍しています。
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＜＜＜＜国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略とととと意思決定意思決定意思決定意思決定＞＞＞＞

（Q：セブン-イレブンを含めたグループ全体の海外展開について）
セブン-イレブン・ジャパンとしては、国内一本に絞った事業展開を

進めてきたため、グローバル展開をするということでは、十分な人材
が揃っているというわけではありません。ただし、セブン-イレブンは
システム的な要素が強いため、グローバル展開を進めていくというこ
とは十分に考えられます。30～40坪の店舗でのオペレーションは非常
に分かりやすいのです。システムが形式知化されているといってもい
いでしょう。
アメリカのセブン-イレブン,インクを完全子会社化したことで、グ

ローバル展開の礎をつくりました。そのためにも、既に進出している
中国でのドミナント出店（高密度多店舗出店）を優先して取り組んで
いくことが重要だと考えています。
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＜＜＜＜人材管理人材管理人材管理人材管理・・・・育成育成育成育成へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ 1＞＞＞＞
（Q：中国進出に際して日本から投入した人材のタイプ、中国を含め海外

事業展開をする上で必要となる人材について）
中国出店に際して現場で活躍している日本人社員は、みな「率先垂

範」できる販売畑のアグレッシブな人物です。自ら現場に入り込み、
課題を把握、解決し、問題点を正すことができます。売場での販売を
指揮する総括マネジャー、また売場以外を管轄するオペレーションの
総括マネジャーがイトーヨーカ堂のシステムを徹底的に教え込んでい
きました。ふんぞり返って何もしない者は当社では排除されていきま
す。現場との一体感を醸成できる人物でなければなりません。労働集
約型産業の小売業の現場には、さまざまな雇用形態、就業形態の社員
が存在し、「自分はこのポストだから」というような者は生き残れな
いのです。「人」の管理がマネジメントのポイントとなっていると
いっていいでしょう。率先垂範の素地は自然と出来上がっていると言
えます。
中国での事業展開のためにグローバル人材を育成してから現地に派

遣するという考え方は持っていません。日本で成果を出している人物
を中国に派遣しているだけです。中国で特別なことをしているという
ことではなく、日本と同じように一店舗を出していくという感覚です。
その中で、現地で経営指導をすることに適した人物には、現地で継続
指導してもらうということです。

（Q：中国で採用している人材とその教育について）
営業現場で働く中国社員の学歴などは一切考慮していません。人や

商品そして売場が好きであること、当社のやり方というものを理解し
てもらうことが大事です。中国人社員にもどうすれば昇進していくか
というステップが分かりやすいはずです。中国人社員の昇進も基本的
には日本人社員に求められる基準と同等のものです。

中国人は個人で得たノウハウや情報を共有しない傾向があります。
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＜＜＜＜人材管理人材管理人材管理人材管理・・・・育成育成育成育成へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ 2＞＞＞＞

その障害を克服するよう、パートナーミーティング等で指導していま

す。強権を発動し、情報を共有させるようなやり方は、この業態では

通用しません。現場から上がってきたノウハウを皆で共有することが

大切で、ミーティングはその仕組みの一つです。つまり現場での教育

機会を重視しているということです。
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＜＜＜＜現地企業現地企業現地企業現地企業とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁・・・・提携提携提携提携 1 ＞＞＞＞
（Q：中国では合弁パートナーはどのように選んだのか）

合弁パートナーの選定に際しては、伊藤忠商事が中心となり、徹底
的に調べてもらいました。イトーヨーカ堂の考え方などを十分に理解
してもらえることをポイントとしました。合弁パートナーの中国企業
には、店舗運営方法や仕入れなど、成都、北京でのGMS経営について
全面的な信頼をおいてもらっています。一号店で確実に実績を上げノ
ウハウを蓄積した後、多店化をはかるという出店方針も理解を得まし
た。また、スーパーマーケット（SM[1]）の展開にも着手し数年経過し
ています。SMの一号店は軌道に乗ったところですが、多店化するだけ
のノウハウはまだ十分に蓄積されていません。SMの二号店を閉店した
際には、閉店のプロセスについては、合弁パートナーのほうが経験も
あり、うまく処理できました。合弁パートナーは、一号店がうまく
いったのだからと、次々と出店を要請することはありません。こちら
の考え方を十分に理解しているからです。
出店に際しては、デベロッパーと組むことは考えていません。デベ

ロッパーは、どうしても、既に開発した物件に出店を期待する、ある
いは出店のために物件を開発するということになってしまうため、合
弁パートナーには向かないのです。
合弁パートナーは、ビジネスの基本的な考え方がしっかりしている

ことが大事です。中国でビジネスを展開し、良好な関係を築く上では
お互いにどれだけ汗をかけるか、努力できるか、ビジネス上の関係以
上にどこまで付き合えるかが大切になってきます。
仕入先については、日本での取引先に知識・経験が蓄積されており、

これを情報源としました。物流面については伊藤忠からの紹介を受け、
店中店（専門店テナント）についてはイトーヨーカ堂が直接あたって
いきました。

[1] GMSと比較し、食料品や日用品販売主体のものを指し、特定の品目を専門的に扱
わず、広く商品を取り揃える。
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＜＜＜＜現地企業現地企業現地企業現地企業とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁・・・・提携提携提携提携 2 ＞＞＞＞

多店化していくまでは、慎重にまずは一店一店を成功させ、そこで
の反省点、課題を次の出店に反映していきます。そして十分な手応え
を得てから多店化していく。慎重に出店しますが、多店化を決定して
からの出店スピードは速いと思います。新規出店に関しては、現地サ
イドからの提案を受けて、3～5年の中期計画を立案し、本部で決定し
ています。

※出所：「こだわり、超える」アジアのグローバル企業（グローバル経営委員会[編]、
生田正治、寺本義也、米山茂美、松尾隆[著]、生産性出版、2009）第２章
Case９(セブン＆アイ・ホールディングス代表取締役社長兼COO村田紀敏氏
への首都大学東京都市教養学部准教授 松尾隆氏によるインタビュー)を再
編集。なお、同書では上記事例の他、トヨタ自動車、タタ・モーターズ、コ
マツ、ハイアール、TSMC、HSBC、商船三井、シンガポール航空、ウィプ
ロの経営者との対話を掲載している。


