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■Phase１  戦略アウトライン

１.「売れる」仕組みの重点指標⇒戦略プロセスの見える化 
２.戦略的マーケティングプロセス（体系化） 
３.現状課題と今後の方向性確立 
４.マーケットキーワードからニーズの絞り込み
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■戦略

■売上

■店頭設計の

• 「売れる仕組み」の重点指標⇒ 戦略プロセスの見える化

新規顧客獲得

戦場・競合 コンセプト強み・差別化要素
顧客 

(ターゲット) メッセージ性

既存顧客維持 頻度向上 点数増加 単価向上

訴求 
(知らしめる)

誘導 
(入らせる、回らせる)

演出 
(魅せる)

選択 
(選ばせる)

購入促進 
(買わせる)

情報発信 
(伝える)

ヨコの一貫性

タテとヨコの一貫性・モレ、ムダの排除!! 
各項目をピンポイントで戦略化→本質的な問題をあぶり出し的確なアクションへ!!

タ
テ
の
一
貫
性

人 物 器 アイデア

■展開資源の現状把握と強化課題への適切な対応

注目 
(認知度向上)

興味 
(興味を引くアイデア)

欲求 
(ニーズを喚起する)

動機 
(購入動機の提供)

行動 
(買う機会を作る)

■購買決定プロセス

■まとめ

!
①外部環境分析(顧客) 
・マクロ⇒(人口、年齢、経済、政治) 
・ミクロ⇒(消費者特性、エリア特性)

!
②内部環境分析(自社) 
・「人」「物」「器」「アイデア」 
現場把握⇒課題抽出⇒解決策

!
③コンペジター分析(強合他社) 
・近隣商業施設の位置関係 
・買いまわり 
・差別化ポイント

!
!

①市場セグメント 
　・標的市場の絞り込み

■ターゲットマーケティング !
!
②ポジショニング 
・標的ポジションの絞り込み

!
!
③ターゲット 
・リアルターゲットの絞り込み

■コンセプト設計
・ターゲットプロフィール 
・テーマ設定 
・展開方法 
・訴求アイデア
「人・モノ・器、アイデア」 
　４つの軸からの戦略

・インストアマーチャンダイジングの徹底 
⇒客単価向上策 
・週次検証⇒スペース効率⇒科学的VMDの導入
・顧客管理（RFM分析による効果的アプローチ）

・売れ筋ベスト20の徹底管理⇒80:20の法則
⇒定量
　検証と仕組み化 
・競合他社からの差別化要因の追求 
!

・業種を超えたネットワーク連携
　模倣困難な差別化の構築
    
　②話題性 
　③ノウハウの吸収

戦略的マーケティングプロセス（アウトライン体系化）

■体系だった戦略が無ければ
行き当たりばったりの結果になる。
合理的なロジックが必要

■ムリ、ムダ、ムラを無くす。 
限られた資源の中で、作業の仕組み化、　　　
プロセス改善によって本質的な 
問題解決とスピード経営を可能に。 

■原理原則のフレームワークを 
持つ事で守りを固め、強みを生かす 
柔軟な事業展開が可能!!

■MD（マーチャンダイジング）■店舗設計 ■ネットワーク戦略

■専用フォーマットによる週次検証（PDCAの徹底）

!
!

■3C分析

現状課題と今後の方向性確立

☆マーケットイン型体制への変革 (店頭起点) 
①小売り業務プロセス、仕組みの導入，実行 
    →マーケティング→品揃え→販促→販売までの一元化と共有 
②顧客創造型の品揃え→時代の変化と顧客ニーズのキャッチアップ 
③52W MD、市場モチベーションマップの作成管理 
④売上5原則指標を軸にPDCAサイクルの構築 
!
!
!
!
!

!
☆コアーターゲット、サブターゲットの明確化 
①既存顧客の維持、新規顧客の開拓→狙いを定めて効果的な訴求 
②購買行動変化に対する新たな小売りの在り方→「モノ」「コト」の融合 
③商品プラスαの価値訴求手段→多様な情報発信手段の検討 

■顧客、競合分析 
!

☆顧客データの細分化 
①ロイヤルカスタマーに対する特別感のあるアプローチ 
②近隣競合店との比較対象 
②ベンチマーク→新たなビジネスモデル 

■商品政策

■ターゲット

■顧客、競合

■強み ■課題

■環境意識、社会的責任への取り組み

■業界のリーダー企業⇒経営資源の優位性
■伝統のある老舗企業→消費者への安心感、信頼感

■マーケットへの発信性、訴求性、視野の広さ
■課題への具体的戦略の落とし込み 
■PDCAマネジメントサイクルの精度 
■価値創造 

■商品力、バリエーションの豊富さ⇒MDミックスの自由度

マーケットキーワードからニーズの絞り込み

マクロ 立地エリア 某百貨店・デベロッパー

①消費増税による駆け込み需要と増税後 
②円安、株高⇒実感の無い経済環境 
③健康志向⇒ライフスタイルの変化 
③環境志向⇒社会貢献への意識変化 
④IT技術の進化⇒イノベーションの厳選 
⑤晩婚化、お一人様消費

①若年ファミリー層が多い 
②教育に熱心 
→大学キャンパス、予備校、塾多数 
③区全体で緑地が70%→自然と共生 
④駅前都市開発→人口増加要因あり。 
⑤首都圏への通勤ベットタウン 

①地域密着サテライト店舗の多店舗化 
②顧客参加型「コト」軸イベントの必要性 
②大型専門店誘致 
③百貨店とモールの融合 
④都心部との競合，周辺施設との競合 
「デイリー」「カジュアル」「値頃感」 
!
    

①高額品はターミナル駅近隣商業施設で購入⇒「日常品は地元で!」 
　最寄品、買い回り品、高額品の購買棲み分け顕著 
②単純に物を買う購買行動から買う事自体への楽しさ、満足感、 
　付加価値を見いだす消費傾向 へ変化⇒ 
③購買行動の変化⇒情報過多⇒比較購買による賢い消費スタイル 
④近隣商業施設のリサーチの重要性 
!
!

購買特性

購買心理

①AIDMAモデルからAISASモデルへの変化 
　　　①Attention(注意）　　　　　　 
　　　②Interest(関心）　　　　 
③Desire(欲求）　　　　③Search(検索） 
④Memory(欲求）　　　④Action(行動） 
⑤Action(行動）　　　　⑤Share(共有） 
消費者購買行動の変化に対する 
新たなアプローチの必要性 
!
!

ニーズの絞り込み 
地域特性、外部環境変化に対応した適切な戦略 

!
「人」「物」「器」「アイデア」 
軸による差別化要因の必要性！！

■Phase１  戦略アウトライン

１ ２

３ ４
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■Phase２　外部環境分析

５.地域別人口年齢比較（地域特性１） 
６.地域別消費品目比較（地域特性2) 
７.ターゲットプロフィール 
８.近隣商圏　競合分析
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地域別人口年齢層比較（地域の特色①）
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①人口は増加傾向→19区中3位 
②平均年齢全国平均より低い 
③30～50の年齢層が一番多い。   

④２人以上のファミリー世帯比率高い 
⑤単身世帯伸び率⇒19区画中５位 
⑥15～64歳生産力人口伸び率19区中５位   

■まとめ

立地エリア 横浜市 全国

ターゲットプロフィール（◯◯◯地域）
既存顧客→40～60代女性■コアターゲット

■サブターゲット 30～40代女 主婦、OL(団塊ジュニア世代)

立地エリア近辺高層マンション

月収入           

共働き世帯→収入 1世帯  680万円

■住居

■家族構成 父親、母親、子供(小学生1人，中学生1人)

■仕事
■趣味

50万円■収支
食費  7.5万円  15%

支出上位

教育  4.6万円  9%
被服  2.5万円  5% 
2.5万円～5万円

家族旅行  緑地、公園、河川→自然と共生

・大型マンション建設によるニューファミリー層急増 
・決められた予算内で賢い消費→スマート消費 
　→比較購買、点数買い 
　等身大のライフスタイル→「価値ある消費」 
・ナチュラル、デイリーなファッションスタイル

■ 大型マンション集中地帯        

人口増加率高い

人口横ばい・減少

単
身
世
帯
比
率
高
い

フ
ァ
ミ
リ
ー
比
重
高
い
世
帯
比
率
高
い

鶴見区

• 港北
区都筑区

中区

• 青葉
区

• 緑区

泉区

磯子区

金沢区
栄区

西区

南区
戸塚区

瀬尾区

港南区

保土ヶ谷区

旭区

• 都築
区

40歳前後
横浜市平均年齢 43歳

42歳前後 44歳前後

鎌倉市 大船

・立地エリア傾向→南部地域→①特に平均年齢が若い②ファミリー比重高い③人口増加傾向 
・駅前再開発事業→2010年商業施設「トツカーナ」オープン  2012年区役所など公益施設建設中 
 ・交通→横須賀線沿線10分圏内!→戸塚、大船，保土ヶ谷が第1商圏→それ以上は他商圏に吸引。 

◯              ◯              ◎          ◯           ◯
大船 戸塚 東戸塚 保土ヶ谷 横浜

百貨店 SC GMS

長距離 ・東急 
Northportmaii 
ららぽーと横浜
港北みなも 
トレッサ横浜 
キュービックプ

百貨店 SC GMS

中距離
横浜そごう 
横浜ビブレ 
マルイシティ 
新宿高島屋 
相鉄ジョイナス 

ルミネ横浜 
ワールドポーターズ横浜 
ベイウォーター横浜 
コレットマーレ

イオン金沢シーサイド 
ベイサイドマリーナ 
アウトレット

百貨店 SC GMS

近距離
京急百貨店 
港南台高島屋 

トツカーナ東急戸塚
サクラス戸塚 
大船ルミネ 
ミオカ上大岡 
モディ戸塚 

ダイエー東戸塚 
イトーヨーカドー港南台 
イトーヨーカドー港区 
イトーヨーカドー栄区

神奈川区

港北区

青葉区

緑区

近隣商圏　競合店分析

■まとめ

■Phase２　外部環境分析

５ ６

７ ８
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■Phase３　ターゲット絞り込み

９.ターゲット絞り込みプロセス 
10.ペルソナ設計具体例 
11.ペルソナライスタイル調査① 
12.ペルソナライフスタイル調査② 
13.ターゲットの見直し（潜在顧客の可能性） 
14.地域１次商圏マーケットポジション
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■Phase３　ターゲットの絞り込み（ペルソナ設計）　

9 10

11 12
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■Phase３　ターゲットの絞り込み（ペルソナ設計）　

定量、定性の深堀り

金額

年齢20 40 60

ターゲットの見直し(◯◯◯店)　潜在顧客へのアプローチ

コア

サブ

■戦略ターゲットとリアルターゲットのギャップ 
・顧客が求めている物が本当に提案出来ているのか? 
⇒ヒット商品の不在 
⇒明確な主力商品の提案力 
⇒売れている理由、売れない理由の検証 
⇒関連購買の可能性⇒雑貨バリエーション 
⇒既成概念の撤廃⇒可能性を広げる視野の広さ 
★あらゆる視点から原因追求の必要性

■顧客像を規定する。 
①コアターゲットのニーズ満たす 
→深堀り→顧客ニーズ、購買行動，ライフサイクル 
②サブターゲットのニーズで幅を広げる 
⇒潜在顧客、新規顧客の獲得可能性最大化 
③情報発信、メッセージ性 
⇒記憶，インパクト、楽しさ、心地よさ 
⇒ストアコンセプトの確立

高
級
感

カ
ジ
ュ
ア
ル

プライス(L)

プライス(H)

クールドゥクール

!
プレミィコロミィ

BlueBleuet

アンナベール

!
グランサックス

SHAZBOT

ビーアンエンジェル

PLAZA

アフタヌーンティー

コキュ

横浜そごう雑貨

横浜高島屋雑貨

弊社

地域1次商圏マーケットポジション
マーケティングポイント
■空白マーケットへ進出⇒差別化

13 14



＜Marketing Strategy＞

Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

15.コンセプトアイデア　アウトライン 
16ライフスタイルシーン別戦略 
17.参考イメージ① 
18.参考イメージ② 
19.参考イメージ③ 
20.設計デザイン会社とのアイデアコンペ

■Phase４　コンセプトメイク
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■Phase４　コンセプトメイク　
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■Phase４　コンセプトメイク　
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■Phase５戦略設計

21.SKU店舗設計（最適商品量陳列） 
22.インストアマーチャンダイジングの導入（VMD) 
23.スタイリングマップ 
24.価格戦略 
25.店頭ビジュアル訴求ツール 
26.ニュースペーパーによる価値ある情報発信



■Phase５　戦略設計　
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■Phase５　戦略設計
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■Phase６ ネットワーク戦略　

27.オープンイノベーションの必要性 
28.店内コラボレーション（異業種連携） 
29..社会貢献プロジェクト（異業種連携） 
30..顧客参加型体験イベントの企画



Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

■Phase６　　ネットワーク戦略　異業種連携
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＜Marketing Strategy＞

Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

■Phase７ WEBマーケティング収益モデル

31.WEBメディア購買影響度（アンケート） 
32.O2O施策による新規顧客の囲い込み策 
33.WEBメディアを使った手順と仕組み 
34.自社メディア（オウンドメディアの強化）



Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

■Phase７　WEBマーケティング収益モデル　（オンライン）
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＜Marketing Strategy＞

Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

■Phase８ 人・組織の共通認識

35.持続的成長サイクルの構築



Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

■Phase８　人・組織の共通認識　
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＜Marketing Strategy＞

Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

■Phase9 現状・課題・解決策まとめ

36.3C分析（自社・競合・顧客）→差別化要因 
37.4P+付加価値戦略 
38.ターゲットセグメント（市場とのギャップ）



Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

■Phase９　現状・課題・解決策まとめ

	

	 	

	

	

①外部環境分析（マクロ）内部環境分析（ミクロ） 
②３C分析（自社、競合店、顧客） 
③SWOT分析（強み、弱み、機会、脅威） 
④ターゲットマーケティング（市場細分化、ターゲット、ポジショニング）

①現状⇒②課題⇒③解決策 
（効果的なアプローチ） ニーズの絞り込み

3６



Leverage Labo 
レバレッジラボ-研究所

ǋŞóǥǟǕá¶v�ǂǑì°ŝ\�ǒ ǋȡɍȖȤȨ ǋ�¤

ȏɍɉɅțȦȉɍǂǑŞóá¶v�ǒǑȢȊȍɍǒȅè�Ŏ ǃ ǃ �ƛ��¨ǲÎì°ǲĦīǱ^ǜǬLĒġȏȸɈɍțɄɋ�CȅĤÂǢ

ǂƸƿ�ƹƸØɑɃȫȓɉǏȈȐȣɀɋȹɋȺ�7ȝȡɍȨǘȀz�ȶɅȝrųɒ ǋ0^ ǂîƌÈƧȅƎǼȂǐ

ǃ }p�ƛ�ǲůōǂ�qǘȀǲƢ�Jȅ.ǖǬǔȂǐ ǃ ȈȐȣɀɋÝŎǂ�qǘȀȴȇȼɆɍɑțȤȓȝȺȕȤȨɒǲà�ƫ�xK Ǆ á¶v�ȅȿȧɇ�ŎǮǡǬƞáǏƞŞƽ�Ŏȅì°ŝ\ǶîƌÈƧ

Ǆ Ɓ4clǲXxKǂƴ�ȻɋțɄɋ ŨɅȤțɂ Ǆ ȊɋȦɆȈȴɉȈǏɁɋȔ�ÚÈŚ¤ǂƺƸɨƻƸ��ǲxK0^ ǅ ƹƹ�ƻØǂƽơĹyȴɉȈǙ�ÎǠȃȏɍȶɋ

ǂƺƸƹƽ��ǹǭŀǛǮǠȃǬǔȂǂXxǲƉǔƱ ǅ ÈŚǡǦȴɍȩȗɍȨ�ųǂƏǵu!ŨǂȴȇȼɆɍǭíǡǼȂǑuǒǭƢ� ǂƕ¨pɤəǰǯǭøǲƴǔȴȇȤțɄɋ�ƛ�ȅƢĪ

ǅ Ġŷ�ǮȿɍɇǲŖ\ǂŞóƲǲ�ƛ�P ǋȗɋȟȶȨ ǂȐȤȶɇɐȝȡȊɆɋȔȴɉȈǂȾɋȞǏɈȧȉɍȝǲŝ\țɄȤȶ

ǂư��ǾgƏǲ�ǙȁǭțȪȜɍLä ǃ ǍǑÓ�ǒǑ��ǒǑǗ=ǘǜǒǲƻǪǲƄ ǂĚǏ�ǽ_Ǽ��ǔư�ǲƢ�ȅďǕǐ

ǆ ƕ¨ƔǮǲĬ\ǏaƆǲɝɠɤɓɤəǰǯǮǲĬ	 ȑɍɊɍȩǂǑȧȊɆɍǒɌǑȐȜɂȈɇǒɌǑ,ƨ¯ǒ

ǂ�ƛ��¨Îì°Ƕǲ{Ƨǂư�ȫɍȞǲ{PǱ�«

ǃ cbJɑȓȏɆȦȉɍǏ¹ŘJǏ)Ƭɒ ǋcbÉį ǋcbÉį

Ǆ ƹƺƽ�ǲôZǮ�Ŀǁÿżňǲ�¨¯Ǐ)Ƭ¯ ǃ ȶɉȢȓȨȈȋȨp�CǂȻɍȕȤȨȊɋp�CǶǲțȴȨɑ�ƪƀĈɒǂšŢP ǃ �zìNǲǏ�ĻǺɢɚəɗșȊȓɇǲĦīǂȻɍȕȦȉɋȔǂbÅǖǂŸ(ǂŸzǹǭǲɠɚýMǲðĄP

ǅ Ĩ�ġź�Ƕǲ�«ǁȍȗȧ Ǆ �ĴġǏťěġǰɢɚəșȊȓɇǲîĲǂŲƭǶǲ:�ġȶɉȟȝǶǲŒǮǡƇǺǐ ǂȻɍȕȤȨȊɋɑ�ƪƀĈɒȅƄǮǡǦư�IƌpǲbÅǖǂ×�ǲ{PǮư�ȫɍȞǲȑɀȤȣȈȤȶ

ǆ ļerģǁÁŀYŋǰļeŽă ǅ bĞǲľƇǺǁzȁǮÆêǲȾɆȮɆǂzȁuũùJǏȗɋȟȶȨJ£P ǂƽƺɧɠɚȶɅɋǂ�uȿȣȷɍțɄɋȻȤȶǲ ´İĕ

Ǉ ìĜțȌȈȨȤȶȓɅȝ ǆ ȍɋȨɆɍcbǏȍɋȨɆɍȶɅȊȝǲÀ5ǁƢ�ɕz�ǏƢ�Śņ Ǆ z�ƽSFÂðǲ§�ǂÎŠư�đ¥ǏÒ�ư�ŁÁǏà�ƫ�ǏȟȤȨĒǏ�R%

ǋȡɍȖȤȨɑǯǞǭűǱ�ȅÆêǡǬǔȂǲǘɖɒǂȄǘȁÖǠɎ ǋȗȈȡɍȖȤȨǮșȵȡɍȖȤȨǲ<Ũ�ǂLäġǰǰũùÏü

ǃ ȗȈȡɍȖȤȨǲÕĦPǁLäġǰcbÉįǏũùÏüǏșɍȲȝǰǯǲȈȓțɄɋȶɅɋîĲ ǃ ǑȗȈȡɍȖȤȨǒǭĀǠǑșȵȡɍȖȤȨǒǭ�ǲÀ}ǂLĒġǱɎǂȔɇɍȳɋȔÕĦP

Ǆ ſŻŗMǲ{PǱ�ǢȂÎǦǰ�zǲmȁÏǂǑȿȭǒǑȗȨǒǲLäġŖ\ Ǆ �%éª^ǳ��ǂ,õƴǛǬǽǂǑ%,ǲĕęǒǑ,õǲś�ǜǒȅ�ǖȀȃȃǴȣɀɋȝǓȁǂIƌ

ǅ ȻɍȕȤȨǶǲğ)ǏũùǏšƗǲ�Ǡ ǅ £ǺȅŮŴǡǬ%,Iƌǂ|ïǰ·õǭ®tğ)ǂǑñŋǒǑȴȇȤțɄɋǒǑ%éǒǑB&ǒƄǭIƌ

ǆ cbȶɅȝǀǲ%,ũù·õǂ|ïǰ®tğ)·õǲëŦ

ǋư�>âǏĬ\>â ǋșɍȲȝ

ǃ ɉȊɁɇȐȝȡȻɍǱ�ǢȂLäġǰȈȶɉɍȣɎ ǃ ȡɍȖȤȨǲſŻŗM{PȅºÇǂȻȊɋȩȴɉɍǲ[ƩĤǘȀƒ?ǰȈȓțɄɋȅťěǏ�ŗ

Ǆ Ĭ\�ĨǲȷɋȣȻɍȓǏÎǦǰȲȜȬȝȿȧɇǲ®tVƢǂ÷ƅǲ�Ŷ Ǆ |ïǰſŻŗMǂ�¤ǲ�āǂ�ǏƚÜġšĈǭŇ�ǏɉȊɁɇȐȝȡȻɍǱ�ǢȂčA¯ǐ

ǃ ư�2ǲč�ɑ#ɒŉìǏ�ƶ�Ǐ�VǏ�ÑǏĄ¿ƢiǏɅȊȴȝȦɍȜĮ ǅ ȗȈȡɍȖȤȨ ǃ ɅȊȝȝȡȊɇIƌpǂƞƍſŻȅƴǼǬ�R%ȅȈȤȶ

ǂư�2ȅ<Ũ� ǆ șȵȡɍȖȤȨǂƻƸɨƽƸ�ǲȴȇȼɆɍǏ1Ǜ� Ǆ ǂťěſŻƹHǏƦťěſŻƿHǂ�ƪũùòĭǭȣɀɋȝǲ��ǙȂǐ

Ǆ ɅȊȴȝȡȊɇƄǭƻǪǲțɍɋǏȦȉȝȨŨ�ǂȾȊɋȦɍȻǏșȵȦɍȻǲŨ� %,ǓȂÿżǱǗƙ"ǕǂſŻŗMųçĽäǘȀǐ ǅ ǂȐȦȘɆɍȅµĝġȲȜȬȝR�ǮǡǬİĕǂſŻŗMǲ{PǱ�«ǂ%,Æ$ǱƢ�

ǂǑȴȇȤțɄɋǒǑB&ǒǑĖwǒǑ-�ª^ǒ Ě�ǂǑȒȴȨǒ�«ǂƓǵÖǠ ťěǱrǫǔǦcbî´ǂ�ƪƠ@ǏĆ=

ǂǑȗȈȡɍȖȤȨǒǑșȵȡɍȖȤȨǒ

ǃ pÊǏȯɆȍɍțɄɋŵ�ǂƓ¼Ŋŵ�ǧǙǥǲ>ÆêJǙ¢ǔǂũùǏĆ=ǏƓ¼ĮcbƷǀǲ·õ ǃ pÊǲľƇǺǏ�JbĞǲÕĦPǏ>ǘȁÖǠǏ�ŹɑȝȨɍɆɍɒǲǓȂɈȊȈȋȨǏĩM�fǲİĕ ǃ ƽƺɧɠɚȐɈɋȢɍǭťěġǰÿPǏ»7Ǐ�7ȃťě

ǂȴȌȊȝțȌȈWȂÿPW¡·ü ǂcbÉįǁɢɚəșȊȓɇǲĦīǂƒ×ǏÌbǏƒƘ ǂzȃǦşķǂ�ƘǏ�ǭȧɍȡȷɍȝPǂÎcbƜğǏŃƢƞ'£PǂcbƜğșȊȓɇP

Ǆ %é��ǲ%,ţǓȂǙÿżňǱ�ȄȀǰǔǐ Ǆ cbǲȈȳɍɇȺȊɋȨȅQ>�ǖȂũù·õǲ©ş Ǆ %,ţũùȥɍɇǲýĘǂǃ¹ŘǄB&ǅñŋǆȧȚȊɋǇĖw

ǅ Ġŷ�ư�Ɖùpǂ��Ɵ�ǂɅȊȟɋȝȾȊɋǭÎŠƜ¾ǲƤǡǠǓȁǐ ǅ ȡɍȖȤȨȫɍȞǱ{Pǳǰǔǘɖ%,ţǏſŻŗMǲ|ïP ǅ ƻƸ�ɨƼƸ�ǲȫɍȞǱ\ȄǣǦȐȦȘɆɍƢĵǂ�ƄǲȧɍȡȷɍȝPǂǰǤzȃǦǲǘɖ

ĐŌŽăǲœĪǂȏɆȜȪɇƜğǂȽɍɋȯȤȨȀǡǠ

ǆ ŐǏåȯɆȍɍțɄɋǰǯŵ�ǂñŋƴǔǂĬ\�ĨǮǲ�APƤǡǛǏ ǆ ¸Ǩ=ǡcb�ÕĦǂɆȈɇȡɍȖȤȨǲɅȊȴȝȡȊɇǂǯǲțɍɋǭ�ǲĉǱ�ȅ¸Ǩ=Ǣǘ ǆ ŬƭǏȑɀȤȣȗȳɍ ȁǂĐŌǲƉùɑȽɍɋȯȤȨȀǡǠɒ

ǂĐŌ¹Řǲ]žPǙŔ�ǂ�ǰǔȰȊǲ~ǔ\ǔǐ ǂ�uȿȣȷɍțɄɋǮǲŖ\ǂƢ�ǂŧ²ǱDȁƇǻǐ

Ǉ Ĭ\�ĨǮǲ�APƤǡǔǂƯ�ǰ�ÞǏOŚǏcbŰÕȡȔǰǯ Ǉ ư�¨ĕǱũǖȂƹǪǲȥɍɇǮǡǬ<Ňǲ�nǓȁǂšŮǭȽɍɋȯȤȨȀǡǠƉù Ǉ ǑȒȴȨǒȰȤȕɍȜǏɦɢȅ"ǩǦĆ=ǰǯ

ǈ ȈȊȦȽAǱƢĵǠȃǦRbťěſŻp ǈ ƞƍſŻǂ�R%ȈȤȶȅďǕÐįǲ£P ǈ ȡɍȖȤȨǏȗɋȟȶȨǏcbȟȔȾɋȨȅÕĦǱǂµĝġȲȜȬȝR�Ƕǲĸ>P

ŃƢȝȨɍɆɍǂȗɋȟȶȨțɍȨǂ�4P

ǉ �ƪȫɍȞǲȑɀȤȣȈȤȶÏüǂ�ƘȧɍȡǙȾȊɋ ǉ �ƘǏ�ǭś�ǜǲǓȂëŪǂǰǤzȃǦǘɖǂşhǂ�ĻǺǲ�. ǉ �JbĞțȌȈĒǏƉKțȼɂɈɍțɄɋǂ�JbĞz�ƮİĕǂƺƸɔƾƸǲüF

�;ȻȔȬȤȨȺȊɋȨǏțȪȜɍLäǏà�ƫ�^�

ǃ S%ȶɅȝüǂ[cßS%Ũ�ǷǸ��ǲrĄǓȁǐ ǃ �uǲȫɍȞǏȗɋȸȜȡɍǲŨ�ȶɅȊȝĮŇ±ǡǦæƃǰȶɅȊȝŨ� ǃ ɉȝɆɍȢɍµĝǂS%ųËǂȨɍȡɇĤð,ǲŨ�

ǂĬ\ǮǲS%îƌǲƑǔǏ�kk;ǲ�ż�Ô0^ ǂîƌ�ûǱǿȂ%é�Ô³¬ǓȁǂǑ%,ţǱ�ǢȂƒ?ǰ��Ũ�ǒ ǂØAĤēcbú�ɑƟ�ÊƘɒǂư�à�Mñȅ ȂǂƢ�xǂ�cbǲĺ�ǂǗŕǼbǂÃ�

Ǆ cböǲ%éǲ�ǏȶɅȊȝȺȊɋȨǙ�ÕĦ Ǆ ȶɅȊȝȺȊɋȨǂɌɉɍɌȼȩɇɌȮȊǲȯɅɋȝǂ�ƪƍMƠ@ Ǆ ȶɅȊȝɅȊȫɋȔǂƻȶɅȊȝŨ�ǂ>ǘȁÖǠǂȼȩɇȶɅȊȝǶǲů�

Ĭ\[ĨǮǲ%é÷ƅ ǅ ȍɋȨɆɍcbǏȍɋȨɆɍȶɅȊȝǲÀ5ǂ�Čƣŷǭſ7ǲ7ȁXǏÍ�ȅ�ǝȂǂǗūǡ%é

ǅ ȯɍȖɋG+ǡ0^ǂțɍȞɋ÷ĒƻƽɏǂĳBǲ�� ǅ ǂȶɉȰɍțȌȈÀ}ǂ%éµĝǱƬȀǰǔ�ƪũùÏüǲëŦ ǆ ØA»7ťěǂcbƵ�ǲŁÁǂz�ƍMpȴȌȊȝŨťǂƠ@ǲ{P

ǂŻǔÄǖȝȰȊɅɇǂ3ŏư�ǲþ= ȿȣȷɍțɄɋH¡

ǃ 8kƺ¿ĈǂsēǏ�ƕ ǃ ǃ ȑɀɆɍcbǂȗɋȟȶȨƄǭȟȤȨȈȤȶ

Ǆ ÿPW¡GÆǲ�ĻǺǂìNǲðĄPǂLĒƖš Ǆ ŻWȁȷɍȝǲ�ĻǺǳĔmĊǡǐǂ ìǲĥ�ĕŤǂ
Gȴɉɍ¸Ǩ\Ȅǣ Ǆ �zɇɍɇǲǢȁ\ȄǣǂťěġǰɠɚȶɅɋǂ=ő�ÛÓǏ©şãÊɑɤɟɥɒǰǯǂȏɋɅȊɋ®t9Ù

ǅ [ȈȊȦȽcßöɆɍȩȡȊȽǱ}ǚǰƑǔǂȗȝȨȾɆȤȨ36ǂ}ǚǔɉȤȨCƟǓȁǐ ǅ ƥşÀ}ÜǲȡȊȽɆɍǰcb»7ǱŲƭǂťěġǰɠɚșȊȓɇǲƤǡǠǐ ǅ ɠɚȶɅɋǱrǫǔǦťěġǰ»7ǂÎŠ»7ǏcbɈȊȈȋȨɇɍɇǂ�ƪƵ�ŁÁ

ǂ�uǲƢ�PǱǿȂĶÜɆȝȓǏ%éɆȝȓǲdƭǓȁǐ

ǃ ư�ǶǲũùȅƴǼȂ:�ġµĝ�Ɓǐ ǃ Ʀ%é��ǭǲŸ(·ü£PɎɎǂ�ƪǏƣŭǏ��ǏɧɛɘĮǮǲȾȧȉȈȼȤȓǏȨɆȶɇȾȧȉȈǰǯ ǃ Ġŷ�ɠɚȶɅɋǏŌĨɠɚȶɅɋUÏǮƍMǂ�uȿȣȷɍțɄɋ�į

ǃ ǂȈȓțɄɋȶɅɋǲ ´Ǐ9Ùǂ�ŹǡǦŬƭǏ�ĜţǲȈȳɍɇñ�ǂ

Ǆ ȰȵɆțȦȉɍǙȾȊɋǂ�`µĝǳčǱĊǡǐ Ǆ ȊȷɋȨǏȴȌȈǏÜƝƟ�ǰǯǲƜ/ǂà�MñȅťěǢȂǐ Ǆ ſŻčĸ>P

ǅ čǱĊǡ ǅ ®tǲVƢǮËĕǂ©şǰėȧɍȡȅìNǱýǘǢǐļż�Läƴǔǂ ǅ ÎǡǔȲȜȬȝȿȧɇǲɆșɍȣǂ®tVƢǮǹǮǼǂƈƋǰŗMǲ�ŗ

ļż�LäƴǔǂȠɍțɀɇȾȧȉȈǲýĘǂƵ�ǲǓȂ®tÆ$ǂXȗȼǲůğ

ǃ čǱĊǡ ǃ șɍȲȝǲ3�ǂƵ�ǲƴǔ®tğ)ǂư�ǲjǔƇǺǂXȗȼǲůğǂ)Ƭƞ'îĲ ǃ ǑȒȴȨǒɅɋȑɋȔřħǂȰȤȕɍȜÆêǂĚ�ǶǲȈȶɉɍȣÏü

ǃ ȍɋȡɍȦȊȾɋȨǂíǡǠǏ�ƳǂǑ%,ǓȂÿżǒ

Ǆ čǱĊǡ Ǆ *ĕǱƞǢȂșɍȲȝrĄǂ�¨Ǐ)Ƭǭ<à�ǶŅǝȂɎɆȧɂɍȝǏɆɃɍȝǏɆșȊȓɇ Ǆ �ÜĈëǂ�¨¯Ǐ)Ƭ¯

ǂɆȧɂɍȝǏɆɃɍȝǏɆșȊȓɇ

ǅ |ïǰ%,ţǂČǙąȃǂ]žPȻɍȕȤȨǂȿȭǲ%,ǙťȁǱǛǔǐ ǅ ǂÒ�ư�ŁÁǏÎŠư�đ¥Ǐà�ƫ�^�Ǳ�ǢȂ¸Ǩ· ǅ �ư�ǱȝȸțɀɆȦȉɍǓȂȊȷɋȨǏȴȌȈĮǂəɣɠ>âǏɣɜɠ>âǭſŻ�ńǲİĕ

ǂȻȊɋȩȴɉɍǲ[õơȅĕŤǡƒ?ǏLäġǰÐį ǂȧȷɉȤȰɍȧɍȡTċ
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4P戦略＋サービス（付加価値） 
現状⇒課題⇒解決策へのブラッシュアップ 差別化要因の決定①現状⇒②課題⇒③解決策 

（効果的ななアプローチ） 

■Phase９　現状・課題・解決策まとめ
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①自店舗新戦略設計シート 
　外部環境、トレンド変化への対応 
　複眼的視点で課題見直し

①現状⇒②課題⇒③解決策 
（効果的ななアプローチ） ストアコンセプトの新規性
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■会社概要

＜プロフィール＞ 
大手アパレル企業4社で、新規事業の立ち上げ・事業の再生、 
異業種とのアライアンス等、数々のプロジェクトに携わる。 
感性とロジカル思考を武器に、計画段階から立ち上げ、 
実行までを行った。 
  
既成概念や過去の成功、企業慣習にとらわれない 
「ビジネスアイデア」を「カタチ」にする人材 
が潜在的に求められているニーズを認識し、 
  
業界初「戦略プロセスデザイナー」 
  
として独立した。 
多様な価値観をもたらす源泉となっているのは、 
ビジネススクール、セミナー、勉強会など、 
業界を超えた多くのつながり。 
培ってきた知識や経験を生かし 
「人」と「仕組み」の観点から 
「大手に比べ資源が乏しい中小企業や個人事業主の支援」を中心に 
  
中小企業だからこそ、優位に立てる！！ 
「最小の労力（資金）で最大の効果（売上）」 
  
を実現する戦略コンサルタントとして活動支援を行っている。

＜主な実績＞ 
・日本を代表する著名デザイナーをディレクターに迎えた 
　新規ブランドの立ち上げ責任者 
・老舗セレクトショップの事業再生、リブランディング責任者 
・大手百貨店３社の新業態開発 
　（ライフスタイル型ショップ）のプロデュース 
・郊外小型店百貨店ショップの 
　開発～出店までの総合プロディユース 
・100億規模のヤングカジュアルブランドの事業再生 
　リブランディング・プロジェクトマネジメント 
・コンサルティングファームのプロジェクト参画 
　老舗ブランドの若返り化、O2O戦略の導入

屋号　      レバレッジラボ-研究所 
設立　      2014年４月 
代表者　   山口　貴光 
事業内容　アパレル・小売・流通業等へのコンサルティング 
所在地　   〒104-0061 
               東京都中央区銀座7丁目13番６号サガミビル２階 
TEL        03-6384-7380 
E-MAIL  info@leveragelabo.tokyo 
HP         http://leveragelabo.com

【次世代型「売れる仕組み」構築講座】　８日間集中講座 
メルマガ好評配信中　詳しくはこちら↓ 
http://leveragelabo.tokyo/lp1/lpnew3/
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