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はじめに 

 

 当研究会の本年度の三田祭論文では，都市の中心地における新たな商業形態としての

「サードウェーブリテール」について考察する。 

 近年駅ナカや駅前，都心を中心に，比較的小規模な小売店が姿を見せ始め，実際にその

数を伸ばしている。本稿ではこのような商業形態を「サードウェーブリテール」と名付け

た。その機能と役割を従来の小売業態，特に近年衰退しつつある商店街と比較しつつ，論

じていきたい。 

この論文により，我々が普段の暮らしにおいて当たり前のように行う購買という行為に

ついて，それが如何にしてつくられているかを再考する一助となることができたならば幸

いである。 
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第1章 問題提起 

 

1.0 小売業の現状 

 消費者のライフスタイル・ニーズが変化する中で，それぞれの小売業態も生き残りをか

け，各時代に即した適応を繰り返している。例えば，2016年にはユニーHDと旧ファミリー

マートの経営統合やイオンモールの閉店ラッシュが行われるなど，競争の中で小売業の経

営戦略や店舗の在り方が変わってきている。 

 このような変化の中でもなお小売業界が成長を続けている理由の 1つに，小売業そのも

のへの需要というものがある。個別の企業には「創業・成長・成熟・衰退」というサイク

ルがあるが，人間の衣食住にまつわる商品の購買は半永久的に続く。田中・白石（2004）

が指摘するように「ライフスタイルの変化により買い方や求める商品に変化はあるが，商

品を購買する行為はなくならない」。1 

 

 

1.1 小売業の戦後史 

 戦後しばらくは百貨店や一部の専門店を除き，日本の小売業の大部分が小規模な商店で

占められていた。しかし，高度経済成長期に入ると，その流通構造の非効率性から小売業

の近代化・効率化が急務の課題とされた。流通の効率化が進めば物価が下がり，商品をよ

り安く手に入れることができるため，消費者にとって選択の範囲も広がるという考え方が

一般的で，小売業の効率化は抗えない波として押し寄せてきた。2 

 高度成長期には大規模小売店舗が急速に台頭・拡大し，まさに大量生産・大量消費の時

代であった。このような中で中小小売業は専門店化の道を歩まざるを得ないか，あるいは

時代の波に飲み込まれ淘汰されていく，いずれかの未来が予想された。しかし，当時の驚

異的な経済成長による需要の拡大は，小規模小売業を駆逐するのではなく，むしろその存

続・成長を促し，大型店の進出とも両立することを可能とした。3 

 しかし小規模小売業と中規模以上の小売業の均衡は 1980年代を境に破られる。【図表

1-1】のように，1982年を最後に中規模以上（従業者数 5人以上）の店舗の割合が増大す

る一方で，従業者数 4 人以下の小規模小売店舗は 85%（1982年）から 62%（2014年）に減

                                                
1
 田中道雄・白石善章（2004）『現代日本の流通と社会』ミネルヴァ書房 p.157 
2
 石原武政（2000）『まちづくりの中の小売業』有斐閣 p.1-3より要約 
3
 同上 
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少している。1980年代初頭は小売業における重大な転換期であったのである。1970年代ま

での小規模小売業と中規模以上小売店の共存関係は崩れ，小規模小売店舗，とりわけ零細

な店舗が，大型小売店舗等との競争に破れ，現在に到るまで衰退の途にあることは明らか

である。 

 パッケージ化した小売商品のセルフサービス方式が新たな販売方式として浸透し始め，

「単品・大量・安売り」や「品揃え・ワンストップショッピング」等の新たな価値が生ま

れた。こうした新しいビジネスモデルを採用したスーパーを中心とする小売業態が生み出

されていく過程で，小規模で古いモデルの店舗は淘汰されていくことになったのである。 

 

【図表 1-1 従業者数別小売店舗数の割合の推移(単位：％)】 

商

店

数 

（年） 1972 1974 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002 2007 2014 

1-2 人 62.0 62.5 61.9 61.1 60.2 57.7 54.0 53.1 51.0 49.9 48.7 46.4 44.3 40.8 

3-4 人 23.3 23.3 23.7 24.0 24.0 25.1 26.1 26.2 24.7 24.7 22.5 22.9 22.2 21.8 

5-9人 10.5 10.2 10.3 10.5 10.9 11.7 13.2 13.5 14.8 15.0 16.1 16.8 17.7 18.8 

10-19 人 2.8 2.7 2.7 2.8 3.1 3.6 4.3 4.5 6.0 6.6 8.0 8.8 10.1 11.4 

20-19 人 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.2 1.3 1.8 1.9 2.4 2.5 2.8 3.5 

30-49 人 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.9 

50-99 人 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 

100人以上 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 

（出所）経済産業省『商業統計表業態別統計編』（各年） 

時系列 産業細分類別（産業 4桁分類）（1972年～2007年） 小売業計 

2014年確報より「商業統計表業態別統計編」確報 データ 第一部第 7表 より作成 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html 

 

 【図表 1-2】を詳しく見ると，日本の小売店舗数は 1982年の 172万店をピークにして

2007年には 113万店となり，2014年の統計では 100 万店程度という結果となった。この期

間に減少したのは，商店街区に多く見られた従業員数 4人以下の小規模店舗であり，4小売

業全体の事業所数推移と 4人以下の事業所数推移は相関していることが見て取れる。 

 

 

                                                
4
 鈴木隆男（2015）特集：「商店街賑わい創出の鍵を握る 第 1章商店街とは何かーその形成の歴史と商 

業政策の変遷」 p.3 

http://www.j-smeca.jp/attach/article/article_2015_08_03-07.pdf 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2/xls/san01hyo.xls
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html
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【図表 1-2 日本の小売業の事業所数の推移】 

 

（出所）経済産業省『商業統計表業態別統計編』（各年） 

時系列 産業細分類別（産業 4桁分類）（1972年～2007年） 小売業計 

2014 年確報 

経済産業省『商業統計表業態別統計編』確報 データ 第一部第 7表 より作成 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html 

 

 

1.2 商店街とその衰退 

 経済産業省によれば，商店街とは，小売店，飲食店及びサービス業が近接して 30店舗

以上あるものをいう。5さらに中小企業庁によると【図表 1-3】の通り，商店街は 4つのタ

イプに分類され，特に①近隣型商店街と②地域型商店街の割合が全商店街の内 9割を占め

ている。 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 経済産業省経済産業政策局調査統計部（2016）『商業統計表利用上の注意』  p.1 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2/h26/pdf/ricchi/ricchiriyou1.pdf 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2/xls/san01hyo.xls
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html
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【図表 1-3 商店街の 4分類】 

①近隣型商店街 
最寄品※中心の商店街で地元主婦が日用品を徒歩又は自転車等によ

り買い物を行う商店街 

②地域型商店街 

最寄品及び買回り品※が混在する商店街で，近隣型商店街よりもや

や広い範囲であることから，徒歩，自転車，バス等で来街する商店

街 

③広域型商店街 
百貨店，量販店を含む大型店があり，最寄品より買回り品が多い商

店街 

④超広域型商店街 
百貨店，量販店を含む大型店があり，有名専門店，高級専門店を中

心に構成され，遠距離から来街する商店街 

※ 最寄品：消費者が頻繁かつ手軽にほとんど比較しないで購入する物品。加工食品，家庭雑貨

等。 

※ 買回り品：消費者が 2 つ以上の店を回って比べて購入する商品。ファッション関連，家具，家

電等。 

（出所）中小企業庁（2016）『商店街実態調査報告書』 p.12 より作成 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf 

 

 2015年度中小企業庁実施の『商店街実態調査報告書』の「最近 3年間の空店舗数の変

化」の項目では【図表 1-4】の通り，近隣型商店街と地域型商店街の 3割強が空店舗数が

「増えた」と回答し，【図表 1-5】の「商店街の最近の景況」の項目では順に 77%， 64%が

「衰退している」と回答している。 

 小売業において小規模店舗は全体の 6割を占めるが，その多くは近隣型・地域型商店街

に多く存在すると考えられる。しかし，すでに見たように小規模小売業の店舗数が長期に

わたって減少を続けていること，さらに近隣型・地域型商店街のおよそ 7割が衰退を感じ

ていることから，近隣型・地域型商店街における小規模専門店の数は減少し続けていると

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf
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【図表 1-4 最近 3年間の空店舗数の変化】 

 

（出所）中小企業庁（2016）『商店街実態調査報告書』 p.17 より作成 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf  

 

【図表 1-5 商店街の最近の景況】 

商店街

タイプ

別 

 
繁栄して

いる 

繁栄の兆

しがある 

横ばいで

ある 

衰退の恐

れがある 

衰退し

ている 

無回

答 

近隣型商店街 0.6 1 15.1 31.4 50.6 1.3 

地域型商店街 1 3.5 19.1 36.2 39.4 0.9 

広域型商店街 3.3 3.8 27.5 42.9 22.5 0 

超広域型商店街 4.4 2.9 44.1 35.3 10.3 2.9 

無回答 2 0.7 23.8 27.9 35.4 10.2 

中小企業庁：商店街実態調査報告書（平成 21年度）より作成 

（出所）中小企業庁（2016）『商店街実態調査報告書』 p.35 より作成 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf 

 

 小売業において小規模店舗は全体の 6割を占めるが，その多くは近隣型・地域型商店街

に多く存在すると考えられる。しかし，すでに見たように小規模小売業の店舗数が長期に

わたって減少を続けていること，さらに近隣型・地域型商店街のおよそ 7割が衰退を感じ

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf
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ていることから，近隣型・地域型商店街における小規模専門店の数は減少し続けていると

考えられる。  

 それでは，かつて近隣型・地域型商店街によって満たされていた消費者ニーズはどのよ

うなものであり，そのうち何が失われていったのだろうか。まず，近隣型・地域型商店街

でこれまで扱われてきた商品やサービスを確認する。【図表 1-6】に「商店街における小

売業の店舗数と業種構成の変化」を示した。1982年の全ての店舗を 100とした時に，2007

年の店舗数は 63と大幅に減っている。1982年から 2007年でその数が 0となったものは

「写真機等」「履物」「卵・鳥肉」「パン小売」「牛乳」「乾物」「建具」「畳」「荒

物」「陶磁器等」「農耕用品」「楽器」「その他機器（ガス器具，ミシン・編機，石油ス

トーブ等）」である。また半分以下となった業種は，「菓子小売」「酒」「電子機器」

「呉服・服地」「用品雑貨等」「各種食料品」「鮮魚」「野菜」「靴」「食肉」「米穀」

「豆腐等」「自転車」「家具等」「書籍・雑誌」「文房具」「たばこ」である。逆に増え

たものは「婦人・子供服」が 1ポイント，「その他飲食料品（3のうちコンビニ 2）」が 2

ポイント，「その他商品（建築材料，ジュエリー製品，ペット・ペット用品，美術品，合

成洗剤等）」が 1 ポイントと少なく，新しく登場したものは「その他衣類等（傘，かつ

ら，ステッキ，エプロン，赤ちゃん用品等）」が 1ポイント，「中古品」が 1ポイントで

ある。以上の結果から商店街で販売されていた商品は専門的に特化したものが多く，それ

も日常的に使われる最寄り品，食料品，そしてロングテール6で流行り廃りのない品が店頭

に並んでいたことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 販売機会の少ない商品 
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【図表 1-6 商店街における小売業の店舗数とその業種構成の変化】 

 

（出所）経済産業省『商業統計表』1982年，2007 年より作成 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html 

 

 上述の通り，近隣型・地域型商店街の小規模な小売店が減少し，商店街そのものが衰退

しているが，一方で商店街がこれまで提供してきた最寄り品や食料品へのニーズがなくな

ることはない。ということは，失われた商業機能は近隣型・地域型商店街の小規模小売店

以外の業態によって代替されているはずである。では代替となる小売業態とは一体どのよ

うなものであろうか。現在定着，そして発展している 5つの小売業態を確認し，比較・検

討したい。 
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【図表 1-7 小売業態の特徴】 

 主な特徴 

①百貨店 ・高級・買い回り品・専門的・ギフト市場中心 

②SC ・ワンストップショッピング・飲食施設やレジャー施設の併設・郊外

に立地 

③スーパー ・店舗当たり 70%以上が特定のカテゴリー・売場面積 250 ㎡以上・安価

で専門的 

④コンビニエンスス

ト ア （ 以 下 コ ン ビ

ニ） 

・24時間営業・POSシステム・売れ筋商品 

⑤インターネット型

小売業 

・膨大な商品数・無店舗販売 

（出所）石井・向山（2009）pp.100-112，pp.133-142，pp.177-186，pp.149-160 

満薗勇（2015）pp.242-243 

土屋純・兼子純（2013） p.219 より作成 

 

 ①百貨店 

 百貨店は価格競争から脱し，高級化を進め，買い回り品を中心として，専門的な商品を

多く陳列する。特にギフト市場等で強い存在感を示しているのが百貨店の特徴である。 

 ②ショッピングセンター（SC） 

 SCは複数の小規模小売店に商業床を提供し，1つの SCで様々な需要が満たせるようなワ

ンストップショッピングのモデルとして発展してきた業態である。多数の小売店の集合で

あるだけでなく，飲食施設やレジャー施設を取り込み，1日中過ごすことができるような

SCも多い。1974年施行の大規模小売店舗法，いわゆる大店法によって多くは郊外に立地さ

れるようになり，2000年に大店法は大規模小売店舗立地法に代わり，規制緩和されたが，

今なお SCが郊外に多く立地することに変わりはない。 

 ③スーパー 

 スーパーは総合スーパーと専門スーパーに分かれる。総合スーパーはしばしば SCとして

扱われ，その特徴は前述の通りのため，ここでは専門スーパーに着目する。専門スーパー

とは，食品スーパーや衣料品スーパーのことを指し，経済産業省の定義に従うと，それぞ

れのカテゴリにおいて，店舗あたり 70%以上がその商品群で満たされており，売場面積が

250㎡以上のものをいう。一例として，食品スーパーではマルエツ，衣料品スーパーでは
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ユニクロなどをイメージしてもらえるとわかりやすい。専門スーパーは安価で食品なら食

品，衣料なら衣料とそれぞれ専門的な商品の陳列を行なっている。 

 ④コンビニ 

 コンビニは現在では全国津々浦々に存在し，24時間 365日営業という消費者にとって非

常に身近な存在となっている。コンビニの大きな特徴は POSシステムの存在だ。POSシス

テムとはレジの端末情報から商品の「売れ筋」「死に筋」を把握できるシステムで，それ

を実際の陳列に反映させる。これによって常に消費者のトレンドに合わせた商品を配置で

き，逆に売れない商品を売場からなくすことで，狭い売り場を効率良く運用できる。 

 ⑤インターネット型小売業 

 インターネット型小売業はネットシステムが発展した現代において新たに登場してきた

小売業態で，瞬く間に私たちの生活の中に浸透していった。アマゾン・ドット・コムや楽

天市場，ヤフー・ショッピングなどは多くの人が利用したことがあるだろう。最大の強み

は商品数であり，数ある商品の中から消費者が自分のニーズに合った商品を探すことがで

きる。無店舗販売で，ネット環境さえ整っていればどこからでも購買行動を起こせる。7 

 この 5つの業態は商店街が提供した商品やサービスを代替しているのだろうか。 

 ①百貨店は，最寄品よりも買い回り品が中心であり，かつ相対的に高級・高額な商品の

品揃えを特徴とすることから，最寄り品を多く提供していた商店街の代替とはなり得な

い。 

 ②SC は，取扱商品の幅という点では，近隣型・地域型商店街が満たしていたニーズのか

なりの部分を代替することが可能な業態であると考えられる。ただし，SCは主に郊外に立

地しているため，消費者にとっては自家用車等で郊外店舗まで買い物に出かけなければな

らないという移動コストが発生する。特に住宅環境が厳しい大都市圏の消費者に注目すれ

ば，移動コストを考慮して日常的な最寄り品や鮮度が重要な生鮮食料品を一定期間分まと

めて購入し，自宅で保管・保存するという購買行動は一般的とは言えない。むしろ，日常

の通勤・通学のついでに 2~3 日分を購入するという高頻度・少量購買が主流のパターンで

あると考えられる。とすれば，SCはかつて近隣型・地域型商店街が満たしていた都市消費

者の買い物利便性を完全に代替する存在とは言えないように思われる。 

 安価で専門的という点で言えば，③専門スーパーは近隣型・地域型商店街における小規

模店舗の代替になり得るかもしれない。しかしスーパーは常に大量に商品を確保しなけれ

                                                
7
 石井淳蔵・向山雅夫（2009）『小売業の業態革新』中央経済社 pp.100-112，pp.133-142，pp.177-

186，pp.149-160， 

満薗勇（2015）『商店街はいま必要なのか』講談社現代新書 pp.242-243 

土屋純・兼子純（2013）『小商圏時代の流通システム』古今書院 p.219 より要約 
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ばならないという特徴から，事前に予約して商品を仕入れる。生鮮食料品の場合，予約時

点で知ることのできる情報は産地や規格，品目等に限定されるため，品質が十分評価され

ないという限界がある。8 

 ④コンビニは，近隣型・地域型商店街内にも立地し，効率的なロジスティクスを武器に

して，狭い商圏を対象に小規模な店舗で多品種の売れ筋商品を揃える業態である。消費者

がとりあえず必要な商品のほとんどはコンビニで購入することが可能である。さらに 24時

間営業という形態から考えると，商店街の商品やサービスの代替以上の存在とも言える。

ただし POSシステムの導入で，常に売れ筋商品が棚に並んでいるということを考えると，

ロングテールで流行り廃りのない品揃えを提供していた近隣型・地域型商店街の小規模店

舗を代替しているとは一概には言えない。 

 ⑤インターネット型小売業は市場に出回るほとんどの商品を網羅しているが，無店舗販

売のため，消費者は実際に商品を手にとって吟味することはできない。また注文してから

時間がかかるためにすぐ手元に届くとは限らないのも商店街の実店舗とは大きく異なる点

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 細川允史・藤田武弘・尾碕亨・小林茂典（2000）『卸売市場情報システム化の進展下における予約相対

取引の先物取引化の可能性に関する研究』p.13 より要約 https://www.jcfia.gr.jp/study/ronbun-

pdf/no9/9.pdf 

https://www.jcfia.gr.jp/study/ronbun-pdf/no9/9.pdf
https://www.jcfia.gr.jp/study/ronbun-pdf/no9/9.pdf
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【図表 1-8 『全国消費実態調査』等による年間消費支出額】 
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※1 1982 年にはディスカウントストア・量販専門店，コンビニエンスストア及び通信販売の調査なし。 

※2 めん類，乳製品，油脂・調味料，茶類を除く飲料等。1982 年の販売額及び店舗数にはコンビニエンス

ストアを含む。 

※3 店舗数の増減率は，うち製造小売 30.5％，その他小売 88.1％ 

※4 コーヒー，ココア等を含む 

※5 豆腐，こんにゃく，納豆，漬物，かまぼこ，ちくわ等 

※6 店舗数の増減率は，うち製造小売 8.2％，その他小売 80.1％ 

※7 2007年の消費支出額の合計(3,514.8)は，飲食料品以外も含む全ての商品のコンビニでの「全消」等

による消費支出額の計 

※8 帽子，マフラー，手袋，ネクタイ，装身具，傘等 

※9 シャツ・セーター類，下着類を含む 

※10 草履，下駄，サンダル，スリッパ等 

※11 2007 年のみ祭具・墓石(計 721.6)を含む 

※12 住宅用設備器具等を含む 

※13 ガス器具，ミシン・編機，石油ストーブ等 

※14 二輪車，部品，関連用品を含む 

※15 たばこ・喫煙具，建築材料，ジュエリー製品，ペット・ペット用品，骨とう品・中古品，合成洗剤

等 

※16 2007 年につき，医薬品(調剤薬局を除く）の販売額 2,473.9，店舗数 25,256，調剤薬局の販売額

4,157.4，店舗数 36,610 

※17 レコード等を含む 

※18 浴用・洗顔石けん，シャンプー，歯磨き等を含む 

※19 灯油，プロパンガス等 

（出所）総務省『全国消費実態調査』，内閣府『国民経済計算』 

1982年及び 2007 年より作成 

 

 

1.3 新たな小売業態「サードウェーブリテール」 

 後発の業態は，かつて近隣型・地域型商店街に数多く存在していた小規模小売店舗には

発揮できないメリットを消費者に提供することで成長を遂げてきた。しかし 1.2から，既

存の業態だけでは近隣型・地域型商店街の小規模専門店が提供してきた商品やサービスを

代替できているとは言い難いことがわかった。それでは，かつて近隣型・地域型商店街の

小規模専門店が提供していた商業機能のうち，既存の業態がカバーできない部分はどうな

ったのであろうか。本稿では，近隣型・地域型商店街の小規模専門店の衰退により失われ

た商品やサービス，利便性の提供を代替する小売業態が新たに発展しつつあることに注目
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し，そのような小売業態を「サードウェーブリテール」と名付け，定義する。 

 サードウェーブリテールと名付けた根拠としては，新たに定義したこの小売業態が戦後

の小売業態として，第三波に当たると考えられるからである。第一波は，戦後しばらく日

本の小売業の大部分を占め商店街を形成していた小規模小売店舗である。第二波は小売業

の効率化が進展した高度成長期以降に台頭したスーパー，量販店，コンビニ，ショッピン

グモールなどを指す。第二波により失われた第一波の商業機能を補う形で，第三の波とし

て現れたのが「サードウェーブリテール」である。 

 サードウェーブリテールの条件は以下の通り。 

①かつて近隣型・地域型商店街の小規模専門店で提供されたが，後続の他の小売業態では

提供されてこなかった商品・サービス，利便性を消費者に提供する小売業であること。 

②近隣型・地域型商店街の小規模専門店が減少に転じた 1982年以降に，展開を始めた小売

業であること。 

 以下本稿では，新たな商業形態としてのサードウェーブリテールがかつて近隣型・地域

型商店街の小規模専門店が担っていた商品・サービスや利便性の提供をどのように補完し

ているのかを明らかにしていく。 

 近隣型・地域型商店街の提供していた商品やサービスのニーズとはどのようなもので，

現在もそのニーズは存在するのか，そしてサードウェーブリテールの条件を満たす小売業

の具体的な事例を検討することで，その存立条件・要因を検討することが本論文の課題で

ある。 

 

 

1.4 サードウェーブリテールの存立条件 

 問題提起に述べたように，近隣型・地域型商店街の小規模専門店は減少した。しかし

（1）小規模専門店が提供していた商品や利便性には依然としてニーズがあり，（2）かつ

て商店街の小規模専門店で提供されていた商品・サービスのうち，既存の業態で代替でき

ない部分を提供することで新たに市場に参入した小売店，すなわちサードウェーブリテー

ルに注目し，その上で（3）そこで提供されていた商品を提供し得るビジネスモデルには，

既存の小売業態とは異なった何らかの存立条件が存在すると仮定した。サードウェーブリ

テールが存立し得るための条件として考えられるのは以下の 2つである。 

1．住宅街や繁華街など，商店街が立地しやすい傾向にある場所に存立する。 

 かつて小規模専門店が対応し，その後に発展した他業態が代替できていない消費者のニ

ーズというものがあるとすれば，それはもともと小規模専門店が集積していた商店街が商
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圏としている場所に存在すると考えられる。【図表 1-9】に示したように，商店街の過半

数は住宅街，繁華街に立地している。したがって，他業態に代替されていないニーズを提

供する新しい業態の参入機会もこれらのエリアに多く存在するはずである。 

2．商店街の失われた小売機能を代替する仕組みがある。 

 消費者の小売店の選択基準には価格だけではなく，商品の品質や付帯サービスがある。

もし，かつて近隣型・地域型商店街の小規模専門店が提供していた品質や付帯サービスに

依然として特有の価値があり，他業態がその価値を提供できていないとすれば，サードウ

ェーブリテールは失われた小売機能を代替する仕組みを備えていると考えられる。 

 

【図表 1-9 商店街9の立地環境】 

 

（出所）中小企業庁（2013）『商店街実態調査報告書』 p.33 より作成 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/0329Jittai2.pdf 

 

  

                                                
9
 以下データを用いて「商店街」と表記されているものは商店街の 4類型全てに該当するが，そのうちの

9割を近隣型・地域型商店街が占めることから，広域型。超広域型商店街の影響は大きくないものと考え

る。 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/0329Jittai2.pdf
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第2章 失われた商品・サービスへのニーズ 

～渋谷地下商店街の事例～ 

 

 

2.0 本章の目的 

 本章では，渋谷地下商店街の事例を用いて，近隣型・地域型商店街が提供していた商品

やサービスに現在もニーズは存在するのかを検討する。 

 

 

2.1 渋谷地下商店街の概要 

 渋谷地下商店街は，日本有数の繁華街である渋谷の一等地である渋谷スクランブル交差

点の真下に位置し（図表 2-1），地上の百貨店やショッピングセンター，コンビニエンス

ストアと商圏が重なっている。 

 渋谷地下商店街の前身は，戦後渋谷区に並んでいた闇市・露天商であった。しかし渋谷

駅周辺の区画整理を進めるために，それらを現在の渋谷地下商店街の位置に移転する事業

計画が持ち上がった。10事業計画には東京都と，東京都から委託を受け，当時渋谷区の土

地開発を行っていた東急電鉄が参加した。紆余曲折を経て 1953年に地下街建設の都知事認

可を得て建設を開始。浅草地下商店街に次ぐ日本で二番目に古い地下街として，1957 年に

渋谷地下商店街が生まれた。誕生した当初開店した店舗は 63店舗であり，全て個人経営の

専門店であった。11また 1区画あたり 2坪の土地が，東急電鉄との賃貸契約によって与え

られた。12 

 現時点 2016年において，店舗数は 35店舗とかなり減少したが，うち個人商店が 29店

舗，チェーン店が 6店舗と，個人経営店の割合が約 83％と非常に高い割合を占めている。

13【図表 2-3】から明らかなように，渋谷に並ぶ繁華街である新宿の地下商店街の新宿サブ

ナード，池袋の池袋ショッピングパークと比較してみても，繁華街の地下商店街における

個人経営店の割合は非常に高いことは歴然である。 

                                                
10
 渋谷地下商店街振興組合（1984）『しぶちか二十五周年誌』 p.94，p.97  より要約 

11
 渋谷地下商店街振興組合（1984）『しぶちか二十五周年誌』 p.22  より要約 

12
 渋谷地下商店街振興組合（1984）『しぶちか二十五周年誌』 p.126  より要約 

13
 渋谷地下商店街 HP 

http://www.shibuchika.jp/ 

http://www.shibuchika.jp/%EF%BC%89%E5%8F%82%E7%85%A7
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 2016年現在，渋谷では JR渋谷駅周辺における大型商業施設を含む開発計画も進んでお

り，今後も更なる発展が見込まれる。14 

 日本を代表する繁華街の一つである渋谷という街において，渋谷地下商店街のような古

い小規模な個人経営店が高い割合を占める商店街に対して消費者のニーズは果たして存在

するのだろうか。 

 

【図表 2-1 渋谷駅周辺地図】 

 

（出所）Googleマップより作成 

 

【図表 2-2 渋谷・新宿・池袋の地下商店街の個人経営店の割合】 

場所 チェーン店数 個人店数 個人経営店の割合 

渋谷地下商店街 6        29    82.9% 

新宿サブナード        75          19          20.2% 

                                                
14
 東急電鉄 HP 

http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/visit/ 
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池袋 ISP        68           4             5.3% 

（出所）渋谷地下商店街 HP http://www.shibuchika.jp/ 

新宿サブナード HP http://www.subnade.co.jp/shop/fashion/ 

http://www.subnade.co.jp/restaurant/ 

池袋ショッピングパーク http://web-isp.co.jp/floorguide/ より作成 

 

 

【図表 2-3 渋谷地下商店街店舗変遷表】 

 
昭和 32（1957）年

12 月 

昭和 57（1982）年

7月 
平成 13（2001）年 

平成 26（2014）年

10月 

店

番 
屋号（業種） 屋号（業種） 屋号（業種） 屋号（業種） 

1 なみき屋（果物） ゆり（婦人洋品） 【※】 【※】beroe the 

boom 2 カナリヤ（化粧品） 

3 泉屋（玩具） 
ラブ（装身具）

→8，9へ【位変】 
【※】 

【※】3COINS 

OOOPS! 4 銀鱗（食料品） サナダ（裏地・洋

裁材） 5 うづら屋（書籍） 

6 東堂印章（印章・ゴム印） 

7 寿屋（万年筆） 
【※】Luce（レデ

ィスウェア） 

8 柏屋（傘・履物） 
→3より【位変】 スウィング 

9 京屋（郷土玩具）  

10 鈴木屋（傘・履物） 

田園都市線連絡口 

11 
みはと屋（靴）→39

へ【位変】 

12 伊芭屋（バナナ） 

13 
アカシヤ（趣味の洋

品） 

14 まいあみ（生地） サナダ（裏地・洋 （店番廃止） 【※】SAS キャル

http://www.shibuchika.jp/
http://www.shibuchika.jp/
http://www.subnade.co.jp/shop/fashion/
http://web-isp.co.jp/floorguide
http://web-isp.co.jp/floorguide
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裁材） （レディスウェ

ア） 

15 アンドロメダ（アクセサリー） 【※】 
NAGAI（ファッショ

ンバック） 16 ナガイ（袋物） 
カジュアルバッグナ

ガイ 

17 鶴田靴店（紳士靴） つるた靴店（紳士靴） 
【※】kaleido bon 

Marche（雑貨） 

18 北川商会 

（名義は「北川商会」と同

様だが，店舗名は記載な

し） 

【※】 
 

19 ありいづみ（喫煙具・タバコ） 

20 三味堂（銘菓） 
くるみ（アクセサ

リー） 

ヤマダ（レディスウェア） 21 荻野商店（袋物） 
シブヤ荻野（袋

物） 

22 ヤマダ（ネクタイ） 
ヤマダ（ネクタ

イ・洋品） 

23 
坂井商事（ライタ

ー・たばこ） 
ブリケ（喫煙具・タバコ） 

24 みどりや靴店（靴） 
みどりやくつ店

（靴） 
みどりや靴店 

MIDORIYA（レディ

スシューズ） 

25 
石井商店（蜂の屋最

中） 
アイドル（婦人

靴） 
MARUISHI 【※】wee willie 

26 まるいし靴店（靴） 

27 松下（表札・看板） →29 より【交換】 

マリーナ（婦人洋

品） 

マリーナ（婦人洋

品） 

マリーナ 
マリーナ（ランジ

ェリー） 28 よね屋（菓子） 

29 
ナカムラ（靴下・洋

品）→27,28 へ【交

フランス堂（袋

物） 
 

MARUKOSHI part2 

(レディスウェア） 
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換】 （レディスウェ

ア） 

 
30   

31 
みつや（ケミカルシ

ューズ） 
みつや（婦人靴） みつや靴店 

MITUYA（レディー

スシューズ） 

32 末広屋（玩具） 【※】 
【※】MISTER 

MINIT 

33 
スターゴールド（洋

菓子） 

スターゴールド

（装身具） 
スターゴールド 

スターゴールド

（レディースウェ

ア） 

34 万年堂（カバン）   

35 中央堂（ハンドバッグ） 

36 
コイワ（ケミカルシ

ューズ） 

まるいし（婦人

服） 
まるいし靴店  

37 本田屋（餅菓子） 
有馬音響堂（レコ

ード） 
ペットグッズさとう 

38 佐藤金物店（金物） 
佐藤刃物店（金

物） 

39 富屋（ポロシャツ） 富屋（洋品） トミヤ 
MIHATO（レディー

スシューズ） 40 
不二屋シャツ店（ｸﾗ

ﾎﾞｳｼｬﾂ） 

みはとや（靴）11

より【位変】 
みはと屋 

41 
シブヤアクセサリー

（装身具） 

→47 番へ【位変】 

 田園都市線連絡口 

42 
コージーコーナー

（洋菓子） 

43 丸岡生花園（生花） 
ミモザ（婦人洋

品） 
ミモザ 

渋谷地下商店街振

興組合事務所 

44 紅葉堂本舗（銘菓） フラワー（生地） ふらわー【名変】 
ふらわー（レディ

スウェア） 

45 木原屋（海苔・銘 鈴木屋（傘・はきもの） Sol mono 
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茶） 

46 タイガー（化粧品） 

47 
若草（アクセサリ

ー） 
→41 より【位変】 シブヤアクセサリー（装身具） 

48 コンパル（化粧品） 【※】 

【※】ラ・シェンヌ

コリーヌ（バラエテ

ィ雑貨） 

49 ハッピー（靴下） 
ハッピー（ベル

ト） 
WAVE【交換】 【※】Squints（レ

ディスウェア） 
50 まるみや（洋品） ウエイブ（袋物） 【※】 

51 ボン（洋菓子） アーデン坂下（化粧品） 

52 みどりや（袋物） ウェイブ（袋物） ハッピー【交換】 ハッピー 

53 忠明治製菓 
マルコシ（ネクタ

イ・洋品） 
【※】 

【※】Quick（時計

修理） 

54 
マルコシ洋品店（洋

品） 
マルコシ（婦人用品） 

MARUKOSHI（レディ

スウェア） 

55 勉強堂（婦人靴下） 
勉強堂（婦人靴

下） 
べんきょう堂（ダンスウェア） 

56 仁科屋（和菓子） 松花堂（化粧品）  

57 
永久堂（菓子・タバ

コ） 
スター商会（婦人

洋品） 
トマト（婦人用品）【名変】 

58 スター商会（靴下） 

59 美鶴（装身具） 
えとらんぜみつる

（装身具） 
えとらんぜみつる（レディスウェア） 

60 
森洋品点（ブラウ

ス） 
モリ（婦人洋品） 【※】  

61 
岡崎商店（サンダ

ル） 
イワイ（ハンドバ

ック） 

Candy pull（ぬいぐ

るみ・ファンシー雑

貨） 

【※】Libero（雑

貨） 
62 宝屋（小間物） 

63 東京生花（生花） 
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 昭和 57年まで営業 

 平成 13年まで営業 

 現在（平成 26年 10月）まで営業 

 途中開店 

【名義】 名義変更 

【※】 転貸 

【位変】 位置変更 

【交換】 店舗交換 

（出所）上山和雄編（2014）pp.124-125 

 

 

2.2 「しぶちか」へのニーズ 

 渋谷地下商店街へのニーズを明らかにするため，渋谷駅周辺での街頭調査及びインター

ネット上でのアンケート調査を行った。対象は全世代，調査期間は，2016年 10月 26日

（水曜日）から 2016年 11月 2日（水曜日）の 1週間で，計 965名の回答を得た。アンケ

ートの質問は，以下の通りである。 
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【図表 2−4】は，アンケート調査の質問④「しぶちかのお店を利用したことがあります

か？」に対して，「利用したことがある」「利用したことがない」という回答数を，質問

①の年代別集計したグラフであり，【図表 2-5】は年代別の比率を示したものである。 

 また，【図表 2-6】は質問④「しぶちかのお店を利用したことがありますか？」に対し

て，「利用したことがある」「利用したことがない」という回答を，質問②の回答された

性別に分けて集計した。 
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【図表 2−4 年代別利用者数（n＝965）】 

 

（出所）アンケート調査より作成 

 

【図表 2−5 年代別利用者割合（n＝965）※100％積み上げ横棒の形式】 

 

（出所）アンケート調査より作成  



28 

 

 

【図表 2-6 利用者の性別割合（n＝965）】 

 

（出所）アンケート調査より作成 

 

 

 

（出所）アンケート調査より作成 
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 性別でみると，やや女性が多く，また 30代以上のサンプルサイズが小さいため結果の

精度に問題が残るが，年代が高くなるほど「利用したことがある人」の割合が高くなって

いる。 

 

 

【図表 2-7 渋谷地下商店街の店舗別利用者数（複数回答可）n＝255】 

 

（出所）アンケート調査より作成  

 

 【図表 2-7】は，質問④で，しぶちかを「利用したことがある」と答えた人に，質問⑬

「どのお店を利用していますか？」を訪ねた時の回答であり，主にアクセサリーショッ

プ，スリーコインズといったチェーン店の他に，婦人服や，タバコ，下着，化粧品，靴及

び靴の修理サービス等に対して渋谷地下商店街利用者のニーズが存在していることがわか

る。 
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【図表 2-8 商店街における小売業の店舗数とその業種構成の変化】（第 1章【図表 1−6】

の再掲） 

 

（出所）経済産業省『商業統計表』1982年，2007 年より作成 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html 

 

 【図表 2-8】は，商店街における小売業の店舗数とその業種構成の変化を示す表であ

り，商店街が，1982年（商店街店舗数のピークの年）から提供してきた商品が読み取れ

る。【図表 2-7】及び【図表 2-8】を用いて，1982年の近隣型・地域型商店街の業態と渋

谷地下商店街の店舗の業態を照らし合わせると，【図表 2−9】のようになる。 
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【図表 2-9 渋谷地下商店街の店舗別利用者数（複数回答可）n＝255】及び【図表 2-9 商

店街における小売業の店舗数とその業種構成の変化】より作成 

 

【図表 2-9】において 

注 1:アクセサリーは 1982年時点で商店街において提供されていなかったものである。 

注 2:靴修理は靴屋で提供されていたものであるため，含む。 

注 3:スリーコインズは，親会社である株式会社 PALが婦人服・紳士服・雑貨等の企画・製造及び卸・小売

であったため含まない。15 

 

 【図表 2−9】より，アクセサリーショップやスリーコインズといった，渋谷地下商店街

に昔からあったわけではない商店を利用している人は多いものの，商店街において昔から

提供されている商品である，靴及び靴の修理サービスや，タバコや婦人服等に対するニー

ズが今も存在していることがわかる。 

 

 

 

 

 

                                                
15
 株式会社パル HP 

http://www.palgroup.co.jp/company/ 
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【図表 2−10 商業集積地区別 年間商品販売額（百万円）・売場面積（㎡）・1㎡当たり

の年間商品販売額】 

商業集積地区名 年間商品販売額

（百万円） 

売場面積（㎡） 1㎡当たりの年間

商品販売額（万

円） 

渋谷地下商店街 1236 407 304 

渋谷公園通商店街 155585 107178 144 

渋谷東商店街 7351 4042 156 

道玄坂周辺 88509 37031 235 

渋谷青山通り商店会 6336 4533 127 

東急本店周辺 35157 24147 145 

（出所）経済産業省『平成 19年商業統計調査報告 立地環境特性別集計編』より作成 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2/h19/index-ritchidata.html 

 

 【図表 2−10】は，商業集積地区別に見た平成 19年商業統計調査報告を抜粋した表であ

る。渋谷地下商店街は，売場面積は小さいものの，他の渋谷区の商店街に比較してみて

も，１㎡当たりの年間販売額が高いことが示されている。 

 従って，渋谷地下商店街が提供している商品に対するニーズは実際に存在しているお

り，多くの人に購買されている事が読み取れる。 
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【図表 2-11 渋谷地下商店街を利用する理由】

 

（出所）アンケート調査より作成 

 

 

 

【図表 2-12 「立地がいいから」の内訳】 

 

（出所）アンケート調査より作成 

 

 



34 

 

 

【図表 2-13 「専門性が高い」の内訳】 

 

（出所）アンケート調査より作成 

 

 【図表 2-11】は，質問 14に対する答えをグラフにした。これらより，渋谷地下商店街

は，「立地が良い」という点と，「専門性が高い」という点，「価格が安い」という点等

から利用されていることがわかる。 

 以上より，流行の街であり，日本有数の繁華街である渋谷という街においても，近隣

型・地域型商店街が提供してきた商品に対するニーズは依然として存在することが，渋谷

地下商店街におけるアンケート調査からわかった。また，渋谷区の他の商業集積地区より

も，渋谷地下商店街の「1㎡当たりの年間売上販売額」が高い事が示されている通り，渋

谷地下商店街が提供している商品，すなわち近隣型・地域型商店街が提供してきた商品に

は，ニーズがあるだけではなく，実際に多くの人に購買されている事が読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

第3章 サードウェーブリテールの存立条件 

 

 

3.0 本章の目的  

 本章では，サードウェーブリテールの選定条件を満たした小売店が存立のための考えら

れる 2つの条件 

1．住宅街や繁華街など，商店街が立地しやすい傾向にある場所に存立する。 

2．商店街の失われた小売機能を代替する仕組みがある。 

を満たしているのか，検証していく。 

 

 

3.1 商店街の減少とサードウェーブリテール 

【図表 3-1】より，東京都の人口は年々増加しており，また【図表 3-2】から，東京都は全

国で最も人口増加率が高い。このことから，東京都民における生鮮食品などの生活必需品

に対する需要は全国と比べても増加していると考えられる。一方で，【図表 3-1】では，

年々東京都内の商店街数が減少していることが読み取れる。 
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【図表 3-1 東京都の総人口(各 1月 1日現在）と商店街数の推移】 

 

（出所）東京都総務局統計部（2016）『東京都の人口（推計）―過去の推計―』 より作成

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jsuikei/js-index2.htm 

東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.７より作成 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

 

 

【図表 3-2 都道府県別人口増減率】 

 

（出所）総務省統計局 『人口推計』（平成 26年 10月 1日現在）結果の要約より作成 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/  

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jsuikei/js-index2.htm
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jsuikei/js-index2.htm
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/
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 【図表 3-3】のように，商店街における後継者不足問題が現在深刻化している。しかし

ながら後継者不足の対策をしている割合は 7.8％に過ぎないため，店の存続が困難になっ

ていると考えられる。16 

 

【図表 3-3 商店街の抱えている問題点】 

 

（出所）東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.85 より作成 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

 

【図表 3-4】では，全国の商店街において，1982年から 2007年の間でどのように店舗が

変化したかを表している。この図から，生鮮食料品や身の回りの品を扱う物品販売業が減

少していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16
 東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.87より作成 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
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【図表 3-4 商店街における小売業の業種別の店舗数の変化の類型】 

 

（出所）経済産業省『商業統計表』1982年，2007 年より作成 

 

 【図表 3-5】によると，商店街の店舗の中では圧倒的に飲食店が多い。しかし【図表 3-

6】からわかるように，商店街が自らに不足していると考えている業種は減少傾向にある生

鮮食料品店などであり，商店街側も実際に存在する店と利用客のニーズが一致していない

ことを自覚していることがわかる。 

 全国で最も人口が増加している一方，商店街の減少，店とニーズの乖離が進む東京で

は，一体何が今まで商店街が提供していた商品やサービスを代替しているのか。【図表 3-

3】で「スーパー・大型店の影響で集客力が低下している」という回答が上位に位置するこ

とからも，スーパー・大型店がその一部を代替していることも考えられる。しかし第 1章

で述べたように，それらの既存の小売業態では商店街が提供してきた商品やサービスのす

べてを代替しているわけではなく，いずれの業態にも吸収されない消費者のニーズが残さ

れていると考えられる。 
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【図表 3-5 業種別平均店舗の構成（複数回答）】 

 

（出所）東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.13 より作成 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf  

 

【図表 3-6 不足している業種（複数回答 単位：％）】 

 

（出所）東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.14 より作成 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf
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 1章で見たように，本稿では，以上のような，吸収しきれない一部のニーズを満たす新

たな小売店の形態に注目し，「サードウェーブリテール」と名付けた。次節以降では，こ

の「サードウェーブリテール」であると考えられるいくつかの小売業に注目し，「サード

ウェーブリテール」の存立条件に当てはまるかという点を明らかにしていきたい。 

 事例として取り上げるのは，旬八青果店（青果店），sakanabacca（鮮魚店），TOKYO 

COWBOY（精肉店），MISTER MINIT（靴修理）である。 

 この条件より 

・旬八青果店（青果店）―3.2 

・sakanabacca（鮮魚店）―3.3 

・TOKYO COWBOY（精肉店）―3.4 

・MISTER MINIT（靴修理）―3.5 

 以上のお店について，本稿 2章で立てた仮説：「サードウェーブリテール」が存立し得

るための 2つの条件がある。 

 その条件とは  

1．住宅街や繁華街など，かつて商店街があった場所に立地する。 

2．商店街の失われた小売機能を代替する仕組みがある。 

 この条件に沿ってフィールドワークによる店舗へのインタビュー，インターネット調査

により検証していく。なお，この検証が各店舗の全ての特徴を表しているとは言い切れな

い。 

 

 

3.2 旬八青果店の事例 

 旬八青果店は株式会社アグリゲートが運営を行う青果店である。 

（選定条件①）：青果店は【図表 3‐1】にリストされた業種であり，かつて商店街で提供

されていた商品・サービスを扱っている。また，（選定条件②）：株式会社アグリゲート

は 2010年 1 月に設立された会社であり，商店街における小規模専門店の衰退がはじまった

1982年以降に誕生した青果店である。 

 旬八青果店は「旬にこだわる青果店」として，新鮮・美味しい・適正価格の青果を，毎

日顧客に届けることをコンセプトとしている。17店舗面積は狭いが，2～6坪の売場で，月

間で 300～500万円を売り上げ，店舗利益率は 10％を超えている。また顧客のニーズに合

                                                
17
 旬八青果店 HP 

http://shunpachi.jp/ 
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った商品を提供するために，出店エリアを目黒区，渋谷区，港区，品川区に絞り込み，

「超狭域ドミナント出店」戦略をとっている。18 

 株式会社アグリゲートは，「未来に，“おいしい”をつなぐ。」という企業理念のも

と，「すべての人々が豊かな食生活と共に生きることの出来る社会にするためのサービス

を創出する」というミッションを掲げている。それを実行するべく，アパレルのビジネス

モデル「SPA」を青果小売業に応用した「SPF（specialty store retailer of private 

label Food）」を展開し，システムの確立を目指している。19 

 旬八青果店では，形や大きさが出荷基準に満たさない規格外品を多く扱っており，廃棄

されるようなモノを，サラダやスムージーにするといったオリジナルな商品の製造や販売

を行うことで，新たな価値を生みだし，粗利率 50%という驚異的な数字を実現している。 

しかし，6期目になり，管理システムの未整備などの要因もあり，黒字が一転し赤字とな

った。これを解決すべく，社内教育体制を整えた。そのノウハウを生かし，普段の食をも

っと楽しみたいというカルチャー的な教育と，食や農業に関わったビジネスをしている人

向けの講座の 2種類を用意し，教育事業「旬八大学」として現在提供をしている。20 

 また，旬八 onlineでは，旬八青果店と同様に日替わりで仕入れた野菜や果物を，オンラ

インショップにおいても販売している。社内専用の「トークノート」といった SNS を用い

ることで商品に関する情報を共有しており，商品情報をリアルタイムで更新・共有するな

ど，ITも取り入れている。店の雰囲気は，おしゃれ過ぎず誰でも入りやすい雰囲気があ

り，「崩れるのありきのデザイン」となっている。店内の壁や棚には POPが多く貼られて

おり，生産者の情報など説明書きを多く添えるなどの工夫がなされている。21 

                                                
18
DREAM GATE「たった 2~6坪の売場で，月商 300~500万！急成長を続ける『旬八青果店』成功の裏側にあ

る秘密」,2016年 9月 8日掲載記事 

http://www.dreamgate.gr.jp/news/4962 
19
 ASCII STARTUP「今週のイチオシ！  第 24回 月商 300万円超のすごい八百屋「旬八青果店」が目指す

未来」，2016年 5月 27日掲載記事 

http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/ 

20
 旬八大学 HP 

http://shunpachi-univ.com/ 

 ASCII STARTUP「今週のイチオシ！  第 24回 月商 300万円超のすごい八百屋「旬八青果店」が目指す未

来」，2016年 5月 27日掲載記事 

http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/ 

21
旬八日替わりオンライン 

http://shop.shunpachi.jp/?mode=f1 

 ASCII STARTUP 「今週のイチオシ！第 24回 月商 300万超のすごい八百屋『旬八青果店』が目指す未

来」,2016年 5月 27日掲載記事 

http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/ 

http://www.dreamgate.gr.jp/news/4962
http://www.dreamgate.gr.jp/news/4962
http://ascii.jp/elem/000/001/145/1145425/
http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/
http://shunpachi-univ.com/
http://ascii.jp/elem/000/001/145/1145425/
http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/
http://shop.shunpachi.jp/?mode=f1
http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/
http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/
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 旬八青果店は現在 8 店舗あり，複数店舗展開している。東急百貨店本店店は催事出店で

あるため，東急百貨店本店店を除く 7店舗へのインタビュー調査を行った。 

 

 

【図表 3-7 旬八青果店店舗立地地図】 

 

（出所）Googleマップより作成 

 

●三田店22
 

 三田店は三田駅から徒歩 2分，田町駅から徒歩 7 分のオフィス街に立地し，第一京浜大

通り沿いにあるため人通りも多い。営業時間は 11時から 19時で，オフィス街という立地

特性から，土日祝を定休日としている。また，旬八青果店の中では三田店が最も小規模な

店舗である。調査日時点での従業員数は 2人であった。昼の時間帯は弁当目当ての会社員

が多く，14時から 16時半ごろは比較的空いているため近隣住民が多く来店し，18時以降

は主に会社帰りの人で最も混雑する時間であるということが分かった。遠方から来店する

客は少なく，近隣の会社員や住民に需要があることがわかる。また，ランチの弁当は宣伝

効果もあり，弁当を買い求めに来る顧客が夜に野菜も買って帰るようになったそうだ。客

の年齢層としては幅広い年代に支持されている。 

 また，商店街にある青果店やスーパーとの違いとしては，旬の野菜のみを置くことであ

る。旬のものであることで，安くて品質の高い青果を仕入れることができ，販売価格を抑

                                                
22
 インタビュー調査日 2016 年 10月 25日（火）,2016年 11月 2日（水） 
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えることも可能になる。また，付帯サービスの提供や接客にも力を入れており，野菜をた

だ陳列するだけではなく，美味しい食べ方のレシピを紹介し，顧客と積極的にコミュニケ

ーションをとることで売り上げを維持している。また,規格外の野菜の販売も行っており，

直接農家に買い付けに行くことで，生産者側のニーズにも応えている。 

 

 

●広尾配送センター23
 

 旬八広尾配送センターは恵比寿駅から徒歩 12分，広尾駅から徒歩 16分の住宅街に立地

する。周辺に学校が多くある大通りにも面した立地である。調査日時点での従業員数は 1

人であった。 

 この店舗は配送がメインで店頭販売には注力していない。株式会社アグリゲートはいつ

でもどこでも買い物を楽しんでもらえるようにと WEB ショップでの販売や飲食店への販売

も行っている。24そのため，他店舗に比べて売り場面積や品ぞろえは少ない。営業時間が

12時から 18時半で定休日が水日祝であるということからも配送が中心だということがわ

かる。客層は近隣住民が多く，男女比は男性：女性＝2：8である。また，近くに領事館等

があるため，土日は外国人も来店するという特色が見られた。また，商店街の青果店やス

ーパーとの違いとしては，他店舗と同様に旬のものを提供し，商店街におけるかつての青

果店のように，顧客と積極的にコミュニケーションを取ることで，対面販売の強みを活か

そうとしている点も特徴的である。 

 

 

●下目黒六丁目店25 

 学芸大学駅から徒歩 16分と駅からは離れているが，住宅街に立地し，大通りに面して

いる。調査日時点での従業員数は 1人であった。客層に関しては昼は近隣に住む主婦や年

配客が訪れ，夕方も近隣に住む主婦の来店が多い。しかし夜になると近隣女性会社員が多

く来店するという特徴を持つ。対面販売で，調理方法や栽培方法，生産者の思い等につい

て会話しながら販売している。また，珍しい野菜も置いている。 

 

                                                
23
 インタビュー調査日 2016 年 11月 4日（金） 

24
 旬八オンライン 

http://shop.shunpachi.jp/ 
25
 インタビュー調査日 2016 年 11月 7日（月） 
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●大崎店26
 

 大崎店は大崎駅から徒歩 5分のオフィス街に立地し，周辺には大通りがある。調査日時

点での従業員数は 1人であった。 

 また，営業時間は 10時から 20時であり，日祝は 11時から 19時であるが，インタビュ

ー調査によれば，客層は平日 11時半から 12時半は会社員が惣菜を求めに来店し，ついで

に野菜を購入する客もいる。一方で休日や夕方は近隣住民が野菜や果物買いに来店し，18

時過ぎからは会社員が訪れるとのことであった。 

 商店街にある青果店やスーパーとの違いとしては，昼は目立つ外に惣菜を並べ，夜は野

菜を中心に並べることで，時間帯ごとの顧客ニーズにあったものを販売することが可能に

なった。この店舗は規格外品から作ったジュースを販売し，惣菜も販売している。また，

仕入れのチャネルが多いため，一つの仕入れ先で価格が高騰し品質が落ちても，他の仕入

れ先から仕入れることもできるという。複数の仕入先を確保していることが価格設定にお

ける強みとなっている。規格外の野菜をスーパーの半値で販売するなど，幅広い価格設定

ができることはスーパーに対する強みとなっている。また，かつて商店街にあった青果店

のようなコミュニケーションを重視しており，レシピやスーパーにない珍しいものをどう

調理するかについての相談にのっている。リピーターが多いのが強みであるが，立地の良

さゆえに家賃が高いため利益は低い。 

 旬八青果店全体で考えると，立地によって客層が異なるため，売れる商品も全く異なる

ことが都会らしさだという。 

 

 

●五反田店27 

 五反田店は五反田駅から徒歩 5分に位置する。調査日時点での従業員数は 1人であっ

た。営業時間は 10時半から 21時であり，他店舗よりも営業時間が長いことが分かる。イ

ンタビュー調査によれば，平日は 10時半から 11時半が会社員，夕方は主婦が多く来店す

るという。年齢は 20代から 80代までの幅広い層に支持されている。スーパーに対する強

みとしては，規格外商品を直接農家から仕入れて適正価格を実現させたことと，形は悪く

ても，美味しく新鮮なものを求めて買いに来る人のニーズに応えたこと，普段のスーパー

で見慣れないものも説明を重点的に行うことで付加価値をつけ，来店客に食べてもらうこ

                                                
26
 インタビュー調査日 2016 年 11月 3日（木） 

27
 インタビュー調査日 2016 年 11月 3日（水） 
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とである。町の青果店を目指し，来店客 1人 1人と顔を合わせて関係を築いているそう

だ。 

 

 

●赤坂店28
 

 赤坂店は赤坂駅から徒歩 6分のオフィス街に立地し，周辺には放送センター等が立ち並

ぶ。調査日時点での従業員数は 2人であった。営業時間は 10時半から 19時であり，客層

は近隣住民が多く，家族客や最近では男性の 1人客も来る。昼は比較的空いているが，夕

方から夜が混雑し，土日には買いだめをしに来る客もいる。これもオフィス街ならではの

特徴であるといえる。客数は他の店舗と比べて少ない。 

 赤坂店が心がけていることは 1個 1個手に取りやすい価格設定と珍しい商品にはおいし

い食べ方の説明を怠らないことだという。顧客とコミュニケーションをとり，試食を提供

して購入前に味を確認してもらうなどの方法で信用，信頼につなげることを意識してい

る。アボカドなどの実際に切ってみないと品質がわからない商品については，顧客が満足

する品質ではなかった場合，次回来店時に交換に応じるといったサービスも提供してい

る。また，顧客からのクチコミによって新規顧客を獲得しており，外の目立つ位置に旬の

もの陳列することで関心を惹き，入店を促すなどの工夫も行っている。1度訪れた来店客

は必ずリピーターにし，売れ行きが良くないものは陳列方法を変えることで，売り上げを

伸ばしている。スーパーと比べて販売個数に融通が効き，個別の要望に応じた仕入れを行

うサービスも強みの 1 つである。 

 

 

●目黒警察署前店29
 

 目黒警察署前店は中目黒駅から徒歩 10分の住宅街に位置する。また，首都高速中央環

状線沿線に位置し，営業時間は 10時から 21時であった。調査日時点での従業員数は 2人

であった。客層は料理に詳しい顧客が珍しい野菜を求めて来店するケースが多いという。

スーパーにはできない品揃えに需要があることが分かった。 

 旬八の特徴としては特定の農家から仕入れるわけではないため，毎日値段は変わるが，

スーパーと比べて自由であり，個数や包装も変えられることで手に取りやすい工夫ができ

                                                
28
 インタビュー調査日 2016 年 11月 4日（木） 

29
 インタビュー調査日 2016 年 11月 3日（水） 
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る点も強みだという。 

 

●小括 

【図表 3-8 旬八青果店の特徴】 

 旬八青果店 

立地 徒歩平均 8分，オフィス街，住宅街，大通り 

広さ 2～6坪（売場効率が良い） 

店舗当たりの従業員数 1～2人 

客層 会社員，近隣住民，女性の割合が高い，幅広い年代 

価格 自由な価格設定，適正価格 

仕入れ方法 生産者から直接仕入れる，複数の仕入れ先を持つ，自由な

仕入れ数 

品揃え 旬のもの，規格外品，形に関わらず新鮮で美味しい商品，

幅広い品揃え，弁当・惣菜・ジュースの販売（規格外品か

ら作る） 

店舗展開 ドミナント出店，複数店舗展開，オンラインショップの展

開（飲食店へも販売） 

その他 SPFシステム，社内教育制度（ノウハウ・旬八大学），Ｉ

Ｔシステム活用，凝ったデザイン，コミュニケーション重

視（レシピ紹介，取り換え，個別仕入れサービス），工夫

された陳列方法，試食提供，自由な包装 

（出所）本節のインタビューおよびインターネット調査より作成 

 

【図表 3-9 旬八青果店の条件別分類表】 

 旬八青果店 

条件 1 オフィス街，住宅街，大通り 

条件 2 ドミナント出店・複数店舗展開・オンラインショップの展開，

SPF システム・社内教育制度（ノウハウ・旬八大学）・ＩＴシス

テム活用・凝ったデザイン・コミュニケーション重視（レシピ

紹介・取り換え・個別仕入れサービス）・工夫された陳列方
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法・試食提供・自由な包装，旬のもの・規格外品・形に関わら

ず新鮮で美味しい商品の提供・幅広い品揃え，弁当・惣菜・ジ

ュースの販売（規格外品から作る）,自由な価格設定・適正価格

の実現（生産者から直接仕入れる・複数の仕入れ先を持つ・自

由な仕入れ数） 

（出所）本節のインタビューおよびインターネット調査より作成 

 

 以上の検証より，サードウェーブリテールが存立しうるための条件として挙げた 2点に

照らし合わせると，条件 1としては住宅街や繁華街に位置する店舗もあるが，オフィス街

に位置する店舗も見られた。どの店舗も来店者は近隣住民や会社員が多く，徒歩で来店が

可能な比較的狭い商圏のニーズに対応しているということが分かった。 

 条件 2としては，8 店舗という複数店舗展開やオンラインショップで全体の販売量を確

保するという効率上昇の仕組みが明らかとなった。 

 加えて，旬のものだけを置くことでスーパーとの差別化を図っており，低価格での販売

を可能とした。また，スーパーに比べて仕入れ個数や価格を自由に設定できるため，適正

価格で消費者に提供することが可能となっている。さらに美味しい調理方法の説明など，

かつての「商店街の八百屋」のような対面販売を活かした顧客とのコミュニケーションを

重視していることも特徴の一つである。珍しい野菜や果物を置き，弁当や惣菜の販売によ

り幅広いニーズにこたえていること，洗練されたデザインにも注力していることも分かっ

た。30 

 

 

3.3 sakanabacca の事例 

 sakanabaccaとは株式会社フーディソンが運営する鮮魚店である。 

（選定条件①）鮮魚店は【図表 3‐1】にリストされている業種であり，かつて商店街で提

供されていた商品・サービスを扱っている。また，（選定条件②）sakanabaccaは 2014年

に創立され，商店街における小規模専門店の衰退がはじまった 1982年以降に誕生した鮮魚

店である。 

 sakanabaccaは武蔵小山，目黒，都立大学，梅ヶ丘，戸越公園に店舗を構え，「産地の

おいしい水産品をもっと楽しく」をモットーに，産地のこだわりやおいしい食べ方のみな

                                                
30
 旬八青果店 HP 

http://shunpachi.jp/ 
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らず，従来の鮮魚店の概念を打ち壊すようなスタイリッシュな店内，魚初心者でも直感的

に魚の理解が進む「おさかなパラメータ」，定期的に開催されるマグロやアンコウの解体

ショーイベントなど，見て・感じて楽しめる要素がたっぷり詰まった鮮魚店となってい

る。31 

 また小売りのほかに，カスタムオーダー握り寿司や刺身の盛り合わせ，中目黒店限定で

ケータリングサービス，32そしてオンラインストアによる調味料などの販売も行ってい

る。チラシからデジタルによる広告に切り替え，LINE の公式アカウントでクーポンを取得

できるなど，発想は現代的である。地域での認知は増えており，2015年 11月比で約 2倍

近い売り上げの伸びとなっている店舗や前月比で 120％伸びているところもあり，リ

ピーターの層は確実につかめてきているそうだ。ターゲットは 30代以上の一人暮らし

ではない女性であり，雑貨店やカフェのようにスタイリッシュな店にすることで，気軽に

入ってこられるよう店内が設計されている。こうした従来の鮮魚店のネガティブなイメー

ジを払拭したデザインや，水産流通全体に貢献するビジネスモデルが評価され，2015 年グ

ッドデザイン賞にも選ばれている。33 

 sakanabaccaでは，築地以外にも直接産地から仕入れを行っており，運営元であるフー

ディソンでは，そうした独自の流通網を活かし，開発した飲食店専門の仕入れシステム

『魚ポチ』を介して，1500 種以上の水産品を 3000店舗以上の飲食店に卸している。”IT

を活用した水産流通プラットフォームの再構築”をフーディソンは目指しており，

sakanabaccaはその実現の一助となっているという。34 

 sakanabaccaは現在，都内に 5店舗を展開しており，全店舗へのインタビュー調査を行

った。 

                                                
31
株式会社フーディソン HP 

 http://foodison.jp/sakana-bacca-open/ 
32
 TABI LABO「都心に次々オープン！『ベンチャー魚屋さん』のサービスとは？」,2016年 4月 19日掲載

記事 

http://tabi-labo.com/254677/sakanabacca 

33
 GOOD DESIGN AWARD（2015） 

http://www.g-mark.org/award/describe/43187 

 
34
GetNaviweb 「ITを駆使する魚屋？ お洒落でおいしい『サカナバッカ』が水産業界に革命を起こ

す！」，2016年 4月 7日掲載記事 

 http://getnavi.jp/cuisine/24039/ 

ASCII STARTUP 「今週のイチオシ！第 19回 『魚の電子化』だけでは勝てない水産プラットホームを目指

すフーディソンの課題」，2016 年 4月 15日掲載記事 

http://ascii.jp/elem/000/001/150/1150491/index-2.html 

 

http://tabi-labo.com/254677/sakanabacca
http://tabi-labo.com/254677/sakanabacca
http://www.g-mark.org/award/describe/43187
http://www.g-mark.org/award/describe/43187
http://getnavi.jp/cuisine/24039/
http://getnavi.jp/cuisine/24039/
http://ascii.jp/elem/000/001/150/1150491/index-2.html
http://ascii.jp/elem/000/001/150/1150491/index-2.html
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【図表 3-10 sakanabacca 店舗立地地図】 

 

（出所）Googleマップより作成 

 

 

●武蔵小山店35
 

 武蔵小山店は，武蔵小山駅から徒歩で 7分の商店街の中に位置している。調査日時点で

の従業員数は 4人であった。当初は高齢者をターゲットにして販売していたのだが，現

在，客層のターゲットは 30代から 40代の主婦が主である。2016年春頃からは若い顧客も

増加し，客層は幅広くなっている。販売方法は対面販売で，顧客に食材の調理方法などの

情報提供もしている。スーパー等他の小売業態との差別化を図るために，他では売ってい

ない珍しい魚を売っていたり，マグロにしてもスーパーでは一般的にメバチマグロが主流

であるが本マグロを販売していたりする。 

 

 

●中目黒店36 

 中目黒店は，中目黒駅から徒歩 8分の住宅街の中に立地している。調査日時点での従業

員数は 4人であった。インタビュー調査によると，客層は 20代から 60代の女性が多く，

中目黒の街の特性としてカップルでの来店も他店舗よりも多いそうだ。一般的には近隣住

                                                
35
 インタビュー調査日 2016 年 11月 3日（木） 

36
 インタビュー調査日 2016 年 11月 3日（木） 
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民の顧客が多いが，なかにはわざわざ車で来店する顧客もいるという。販売方法は同様に

対面販売である。また他の小売業態との差別化として，顧客の幅広いニーズに応えるため

に商品を安価なものから高価なものまで揃えたり，中目黒店限定でお酒を販売していたり

もする。 

 

 

●都立大学店37
 

 都立大学店は，都立大学駅から徒歩 2分の好立地に店を構えていることもあり，近

隣住民，高齢層や女性の方の購入が非常に多い。調査日時点での従業員数は 4 人であ

った。他の小売業態との差別化としては，他店舗についてはわからないが，都立大学

店では，漁師と直接契約を結んでいるために，市場が休みの日でも新鮮な魚を直接仕

入れることができるという点，また立地のよさが挙げられる。幅広く商品を取り扱っ

ているが，比較的他の店舗よりも客単価が高いのが特徴的である。 

 

 

●梅ヶ丘店38 

 梅ヶ丘店は梅ヶ丘駅から徒歩 2分で駅前に位置する。客層としては近隣住民や女性

が多い。昼間は高齢者が多く来店し，夕方からは仕事帰りの方が来店する。スーパー

や時には市場にさえ売っていないような魚を販売し，幅広いニーズに応えている。 

 

 

●戸越公園店39 

 戸越公園店は駅から徒歩 1分の駅前に位置する。調査日時点での従業員数は 3人で

あった。主に 40代以上の主婦が多く来店し，近隣住民の方がほとんどのようであっ

た。好立地にあることから商品もよく売れるので，こちらも幅広く商品を扱っている

という。 

 

                                                
37
 インタビュー調査日 2016 年 11月 3日（木） 

38
 インタビュー調査日 2016 年 11月 9日（水） 

39
 インタビュー調査日 2016 年 11月 4日（金） 
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●小括 

【図表 3-11  sakanabacca の特徴】 

 sakanabacca 

立地 徒歩平均 4分，駅前，（住宅街，商店街） 

店舗当たりの従業員数 平均 4人 

客層 近隣住民，30 代～高齢者，女性の割合が高い，（会社

員） 

価格 幅広い価格設定 

仕入れ方法 市場・産地からの仕入れ，漁師と直接提携 

品揃え 幅広い品揃え，握り寿司・刺身・酒の販売 

店舗展開 複数店舗展開，オンラインショップの展開，ケータリ

ングサービス 

その他 コミュニケーション重視（調理方法の提供），スタイ

リッシュな店舗（グッドデザイン賞受賞），おさかな

パラメータ，イベント， デジタル広告，LINE@でのク

ーポンの提供，魚ポチシステム 

（出所）本節のインターネットおよびインタビュー調査より作成 

 

【図表 3-12 sakanabacca の条件別分類表】 

 sakanabacca 

条件 1 駅前，(住宅街，商店街) 

条件 2 複数店舗展開・オンラインショップの展

開・ケータリングサービス，コミュニケ

ーション重視（調理方法の提供）・スタ

イリッシュな店舗（グッドデザイン賞受

賞）・おさかなパラメータ・イベント・

デジタル広告・LINE@でのクーポンの提

供・魚ポチシステム，幅広い品揃え，握

り寿司・刺身・酒の販売，幅広い価格設

定，市場・産地からの仕入れ，漁師と直

接提携 

（出所）本節のインターネットのおよびインタビュー調査より作成 
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 以上より,条件 1については駅前や住宅街など便利でニーズのある場所に出店している

ということがわかった。客層は女性が多く,年齢層も幅広い。 

 次に，条件 2としては複数店舗展開やオンラインショップ,定期的に開催するイベント,

デジタルによる広告,デザイン性に凝った店づくりが挙げられる。 

 加え，ITを活用し仕入れを行うことで,幅広い種類・価格の魚を店頭に並べて販売を可

能にしている。これにより，スーパーなどでは売っていない新鮮な魚を求める顧客の幅広

いニーズにも応えている。また，対面販売をすることで，実際に従業員と顧客との間で会

話が生まれ，商店街の小規模専門店が持っていた対面販売による商品情報の提供や顧客と

の信頼関係の形成などの機能も持ち合わせていることが分かった。 

 

 

3.4 TOKYO COWBOY の事例 

 TOKYO COWBOYは JNYコーポレーション株式会社が運営する和牛専門精肉店である。2015

年に創立され，世田谷区に店舗を構えている。（選定条件①）精肉店は【図表 3‐1】にリ

ストされた業種であり，かつて商店街で提供されていた商品・サービスを扱っている。ま

た，（選定条件②）TOKYO COWBOY は 2015年に創立し，商店街における小規模専門店の衰

退がはじまった 1982年以降に誕生した精肉店である。 

 

 現在は 1店舗のみであるが，今後お持ち帰り専用の小さな店舗などを展開していく計画

がある。今まで食べてきたお肉に満足のいかない人，自分好みのお肉を発見したい人，贈

り物として喜ばれるお肉を見つけたい人など，様々な顧客のニーズに応えたい，そして顧

客の喜ぶ姿を見たいという理念から誕生した。顧客のニーズに応えるためにコンシェルジ

ュが存在し，顧客の嗜好や気に入った部位・産地を少しでも長く，数回に分けて楽しむた

めに MEAT KEEPという日本で初めての和牛保管サービスを利用している。また，店舗の作

りとしては，従来の精肉店とは異なり，カフェやセレクトショップのような雰囲気であ

り，ガラス越しの冷蔵庫にスポットライトの当てられた様々な部位のブロック肉が展示さ

れている。また，オンラインショップも行っている。以上のように，様々な点で既存の精

肉店とは差別化した戦略をとっていることが特徴である。40 

                                                
40
 TOKYO COWBOY HP 

http://www.tokyocowboy.jp/ 

BASE Mag.「ブランド牛の影に埋もれた"美味しいお肉"を掘り起こしたい」ー新しいカタチの精肉店

「TOKYO COWBOY」誕生秘話，2016年 4月 30日掲載記事 

https://basemag.jp/officialblog/2016/04/30/095510 

http://www.tokyocowboy.jp/
http://www.tokyocowboy.jp/
https://basemag.jp/officialblog/2016/04/30/095510
https://basemag.jp/officialblog/2016/04/30/095510
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 次に，インタビュー調査について述べていく。 

 

 

【図表 3-13 TOKYO COWBOY の店舗立地地図】 

 

（出所）Googleマップより作成 

 

 TOKYO COWBOYは用賀駅から徒歩 13分の住宅街に位置する。調査日時点での従業員数は 4

人であった。営業時間は 10時から 18時で，客層に関して日中は主婦，高齢者が多く，夕

方から仕事帰りの人が来店する。主に近隣住民や，肉好きの方が多い。商店街にある精肉

店やスーパーとは違い，独自の強みとして和牛のみを取り扱っている。今の商店街の精肉

店に付加価値を付けて顧客の目の前でカットをしたり，様々な顧客のニーズに応えるため

にミートコンシェルジュとして肉の説明をしたり，MEAT KEEP のシステムはかつて商店街

にあった精肉店がやっていたサービスを行っている。今後は店舗数を増やし海外展開を考

えているそうだ。 

 

 

 

 

                                                
Awesome Barbecue.com 用賀インター近くにオープンしたハイセンス過ぎる精肉店「TOKYO COWBOY」 

http://www.awesomebarbecue.com/blog/spot/tokyocowboy.html 

http://www.awesomebarbecue.com/blog/spot/tokyocowboy.html
http://www.awesomebarbecue.com/blog/spot/tokyocowboy.html


54 

 

 

●小括 

【図表 3-14 TOKYO COWBOY の特徴】 

 TOKYO COWBOY 

立地 13分，住宅街 

店舗当たりの従業員 4人 

客層 近隣住民，主婦，高齢者，会社員，肉好きの方 

品揃え 和牛のみ 

店舗展開 1店舗のみ，オンラインショップの展開 

その他 ミートコンシェルジュ，MEET KEEP，凝ったデザイン，フル

オーダーカット 

（出所）本節のインターネットおよびインタビュー調査より作成 

 

【図表 3-15 TOKYO COWBOY の条件別分類表】 

 TOKYO COWBOY 

条件 1 住宅街 

条件 2 オンラインショップの展開，ミートコンシェルジュ，MEET 

KEEP，凝ったデザイン，フルオーダーカット，和牛のみ 

（出所）本節のインターネットおよびインタビュー調査より作成 

 

 以上より，サードウェーブリテールが存立しうるための条件として，条件 1は住宅街に

立地しているということで満たしている。また，条件 2はオンラインショップで販売量を

確保することで効率を上昇させる仕組みがあるといえる。インタビューより，今後は店舗

数を増やしていくという展望もあることも分かった。また，ミートコンシェルジュ，MEAT 

KEEPというシステムはかつて商店街にある精肉店が担っていた役割を代替していること，

かつ和牛に焦点を当てることによって他では手に入らないより高品質な肉を提供している

ことも分かった。 
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3.5 MISTER MINIT の事例 

 ベルギーで創業された MISTER MINITは，1972年に日本に進出した，「お客さまの抱え

ている問題を，お客さまの立場に立って理解し，解決すること＝カスタマー・ファース

ト」¹を理念とする，靴修理と鍵の製作を中心とする靴店である。この業種は選定条件①に

あてはまる。1999年に経営危機に瀕したが，売上高によって店舗を 4通りに分類して強

化・改善・撤退のルールを明確化し，さらに立地戦略を変更することによって経営状況の

回復に成功した。駅ナカに進出したのが 1999年であるため選定条件②に当てはまる。1店

舗当たりの平均従業 

員数 1.5人，平均店舗面積 3.6坪と小規模でありながら，売り上げは 155億 3800 万円

(2016年 3月現在)である。41 

 客層としては，通勤途中に靴が壊れてしまった人(主に 30～40代の OL)など，緊急時に

利用する人が大半である。その際，スピーディーにかつ高度な技術を要求されているの

で，基本的に高度な技術を有した職人を従業員として雇うしかない。顧客のニーズに応え

るために雇用してからもトレーニングセンターで正社員を教育してから，店舗に配属をし

ている。新人研修は 7 週間に及び，店舗や研修所での技術訓練はもちろん，疑似店舗で接

客方法まで丁寧に指導する。そうすることで，技術の精度も，スピードも上げ，リピート

を得ている。42 

 靴の修理をする人は，主に壊れてしまって直さなければならない人や富裕層の人・ファ

ッション感度の高い人が多い。よって，地方のスーパーなどには出店せず，百貨店や高い

潜在ニーズを有する首都圏の地下鉄駅周辺に集中して出店している。43 

 【図表 3-1】で示したように，1982年から 2007年の間で商店街の靴販売店は，半数以上

が消滅している。このため，商店街の靴販売店の減少とともに靴修理サービスを受ける場

も減少したと考えられる。 

 立地に関する MISTER MINITの戦略として，先述のようなドミナント戦略が挙げられる。

                                                
41
 事例データベース - 3坪店で駅を囲む“支配”作戦、修理も出店もフットワーク軽く：ITpro 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/ 

  事例データベース ミニット・アジア・パシフィック 

靴修理大手「ミスターミニット」の復活秘話 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20070223/263071/?rt=nocnt 
42
MISTER MINIT HP 

 http://www.minit.co.jp/ 
43
 事例データベース - 靴修理大手「ミスターミニット」の復活秘話：ITpro 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20070223/263071/ 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/
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44MISTER MINITのドミナント戦略では，新宿駅や池袋駅，有楽町駅など毎日数百万人が行

きかう駅において，どの改札を出た人でも MISTER MINIT を利用できるように，複数の店舗

で駅を包囲する。【図表 3-16】において 1998年と 2007 年の店舗構成を比較すると，駅周

辺店舗が増加し約 3割を占めるようになったことがわかる。また，このドミナント戦略は

利用機会を増やすだけでなく，出店エリアにおける認知度を上げることにもつながってい

る。45 

 

 

【図表 3-16 MISTER MINIT 直営店構成】 

    

   （出所）日経 BP社 事例データベース 「ミニット・アジア・パシフィック  

3坪店で駅を囲む”支配”作戦修理も出店もフットワーク軽く」より作成 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/?rt=nocnt 

 立地の良さという観点からも MISTER MINITは，今まで商店街が提供していた「歩いて

行けるような近隣で靴修理サービスを受けたい」というニーズを満たしていると考えられ

る。 

 各店舗を①駅ナカ②百貨店に分けてインタビュー調査を行った。 

 

 

                                                
44
下高井戸商店街 HP 靴のチトセ より作成 

http://www.shimotaka.or.jp/kutu-chitose 

下北一番街商店街 HP ホシ靴店 より作成 

http://www.shimokita1ban.com/shop/1457.html 
45
  事例データベース - 3坪店で駅を囲む“支配”作戦、修理も出店もフットワーク軽く：ITpro 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/ 

 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/?rt=nocnt
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/?rt=nocnt
http://www.shimotaka.or.jp/kutu-chitose
http://www.shimokita1ban.com/shop/1457.html
http://www.shimokita1ban.com/shop/1457.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/


57 

 

 

①駅ナカ46
 

●JR 新橋駅店 

 従業員数は 3人で，混んでいる時間帯は平日 8時から 12時，17時からであった。ま

た，比較的空いている時間帯は休日と 13時頃であった。客層としては男性：女性＝2：8

で，来店者の目的はヒール直しが多くを占めていた。 

 

●東京メトロ永田町店 

 従業員数は 1人で，混んでいる時間帯は平日の夕方であり，比較的空いているのは休日

であった。客層としては男性：女性＝2：8で，来店者の目的としてはヒールの交換が多く

占めていた。また，他の MISTER MINITの店舗がライバル店として挙げられる。 

 

●都営地下鉄三田店 

 従業員数は 2人で，混んでいる時間帯は平日 8時から 12時，客層の中心は 20代～30代

であり，夕方は 50代以上の方で混雑する。比較的空いているのは休日である。また，ヒー

ルの交換や合い鍵を作りに来られるお客さんが多い。客層としては男性：女性＝7：3で，

ライバル店はリアットである。強みは丁寧な接客と急いでいるお客さんもいるため出来る

だけ早く仕上げることを心がけている。以前は売り上げが安定していなかったが，最近は

右肩上がりでリピーターが多いという。 

 

●都営地下鉄五反田店 

 従業員数は 2人で，客層としては女性が多く，曜日は関係なく午後に混雑する。来店の

目的は靴修理が多い。 

 

●都営地下鉄上野御徒町店 

 従業員数は 1人で，平日は会社員，休日は観光客などで混む。客層に関して年齢層は高

め，社会人，アメ横帰りの高齢女性が多く，アメ横の人などリピーターもいて，そこから

クチコミでひろがったこともある。1日平均 30人ほどが訪れる。来店目的としては，合鍵

作成が多い，その他に急な靴の修理や，まとめて持ってくる人もいる。周辺に MISTER 

MINITがなく，駅ナカの 1日中人が通るところなので，あまりかしこまった店ではなく，

                                                
46
 インタビュー調査日 2016 年 11月 7日（月） 
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通りすがりのおばあちゃんと世間話しをしたり，道を教えてあげたり，日替わりの面白い

看板をたてたり，差し入れをもらうこともあったりとフランクにやっているという。 

 

●東京黒塀横丁店 

 従業員数は 2人で，昼と夜が混雑する。客層としては周辺で働く会社員が多く，その場

の急な靴の修理を目的としている人が多い。立地柄，百貨店と比べて高級靴の修理の需要

は少ないが，店名が有名であるため繁盛している。 

 

 

②百貨店47 

●松坂屋上野店 

 従業員数は作業が 1 人，接客が 1人の計 2人であった。平日はコンスタントにお客さん

が来て時間毎のばらつきはないそうだが，平日よりも土日が混むそうだ。客層としては近

くの方，百貨店なので百貨店を利用するような年配の方が多い。来店目的としては急な靴

の故障というより，壊れてしまった靴を修理する目的で来店されるお客様が多い。百貨店

なのでいい靴を履いているお客様が多く，駅ナカ店と比べて店舗面積が広いため，可能な

作業が豊富でカバン修理やクリーニングにも対応している。近くの MISTER MINIT がライバ

ル店として挙げられる。 

 

●池袋東武百貨店 

 従業員数は 3 人であった。客層に関して平日は女性，休日は男性が多く来店し，目的と

しては男女ともに靴直しが多い。速さ，丁寧さ，質を全て意識している。  

   

●新宿高島屋店 

 従業員数は 2 人。客層は女性が多く，午前と午後 6 時以降は混む。また直し物を預け，

高島屋で買い物をして商品を受け取って帰る客が多い。5 階の店は靴専門で 6 階の店はカ

バン専門として営業していた。速さ，技術力，サービスの多様性を重要視しており，百貨

店という性格上靴好きの人が多く来店するため，より丁寧な修理を心掛けている。店頭で

できないような修理は，浅草にある工場が請け負っており，より幅の広いサービスや，よ

りクオリティーの高い修理に注力している。 

 

                                                
47
 インタビュー調査日 2016 年 11月 7日（月），8日（火） 
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●小括 

 【図 3-17 MISTER MINIT の特徴】 

 インターネット

調査 

インタビュー調査

（駅ナカ） 

インタビュー調査（百

貨店） 

立地 ― 駅ナカ 百貨店 

広さ 平均 3.6坪 比較的狭い 比較的広い 

店舗当たりの従業員数 平均 1.5人 平均 1.8人 平均 2.5人 

客層 30～40代の OL，

富裕層，おしゃ

れ 

に敏感な人 

会社員，女性の割

合が高い，20～30

代，（高齢者） 

高齢者，女性の割合が

高い 

ライバル店舗 ― 他店舗の MISTER 

MINIT，リアット 

他店舗の MISTER 

MINIT 

利用目的 緊急時の靴の修

理 

緊急時の靴の修

理，合鍵づくり 

家から持ち寄った比較

的高価な靴の修理，カ

バン修理，クリーニン

グ 

その他 スピーディーで

高度な技術，社

内教育制度，ド

ミナント戦略

（認知度向上） 

スピード重視 ，

（コミュニケーシ

ョン重視） 

幅の広いサービス，質

の高い修理（浅草の工

場でも修理可能） 

（出所）本節のインターネットおよびインタビュー調査より作成 

 

【図表 3-18 MISTER MINIT の条件別分類表】 

 ①駅ナカ ②百貨店 

条件 1 駅ナカ 百貨店 

条件 2 緊急時のニーズに応える，スピ

ード重視，（コミュニケーショ

ン重視） 

家から持ち寄った比較的高価な靴

の修理，幅の広いサービス，質の

高い修理（浅草の工場でも修理可

能） 

（出所）本節のインターネットおよびインタビュー調査より作成 
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 以上より，①駅ナカは会社員が多く来店し，来客目的としては急にヒールが壊れたなど

急なニーズに応えている。また，短時間で修理するということを心がけており，さらに，

上野御徒町店では，コミュニケーションを図るなどの特徴も見られた。これに対して，②

百貨店は客層としては比較的裕福な高齢者が多く，急なニーズに応えるというよりも，幅

広いニーズに対応していた。また，丁寧で技術力の高い修理を重要視していた。 

 仮説で立てた条件に照らし合わせると，条件 1は駅ナカ・百貨店という商業集積地にな

りうる場所にあるため満たしているといえる。条件 2 ではチェーン展開という効率上昇の

仕組みがあった。ライバル店が同じ MISTER MINITの店舗であるという回答を多く得られた

ことから，小型店舗を便利な場所に多く構え，便利さという強みを持っていることがわか

った。 

 以上 5事例の条件についてまとめたものが【図表 3‐19】である。 

 

【図表 3-19 サードウェーブリテールの条件別分類表】 

 旬八青果店 sakanabacca TOKYO COWBOY MISTER 

MINIT（駅

ナカ） 

MINSTER MINIT

（百貨店） 

条件 1 オフィス街，住宅

街，大通り 

駅前，(住宅

街，商店街) 

住宅街 駅ナカ 百貨店 

条件 2 ドミナント出店・複

数店舗展開・オンラ

インショップの展

開，SPFシステム・

社内教育制度（ノウ

ハウ・旬八大学）・

ＩＴシステム活用・

凝ったデザイン・コ

ミュニケーション重

視（レシピ紹介・取

り換え・個別仕入れ

サービス）・工夫さ

れた陳列方法・試食

提供・自由な包装，

旬のもの・規格外

品・形に関わらず新

鮮で美味しい商品の

提供・幅広い品揃

複数店舗展

開・オンライ

ンショップの

展開・ケータ

リングサービ

ス，コミュニ

ケーション重

視（調理方法

の提供）・ス

タイリッシュ

な店舗（グッ

ドデザイン賞

受賞）・おさ

かなパラメー

タ・イベン

ト・デジタル

広告・LINE@で

のクーポンの

オンラインシ

ョップの展

開，ミートコ

ンシェルジ

ュ，MEET 

KEEP，凝った

デザイン，フ

ルオーダーカ

ット，和牛の

み 

緊急時のニ

ーズに応え

る，スピー

ド重視，

（コミュニ

ケーション

重視） 

家から持ち寄

った比較的高

価な靴の修

理，幅の広い

サービス，質

の高い修理

（浅草の工場

でも修理可

能） 
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え，弁当・惣菜・ジ

ュースの販売（規格

外品から作る）,自

由な価格設定・適正

価格の実現（生産者

から直接仕入れる・

複数の仕入れ先を持

つ・自由な仕入れ

数） 

提供・魚ポチ

システム，幅

広い品揃え，

握り寿司・刺

身・酒の販

売，幅広い価

格設定，市

場・産地から

の仕入れ，漁

師と直接提携 

（出所）本章のインターネットおよびインタビュー調査より作成 

 

 

 

 

  



62 

 

 

第 4 章 結論 

 

 

 本稿では，衰退しつつある近隣型・地域型商店街の小規模専門店が提供していた商品や

利便性には依然としてニーズがあることを明らかにするとともに，かつて商店街の小規模

専門店で提供されていた商品・サービスのうち，既存の業態で代替できない部分を提供す

ることで新たに市場に参入した小売店を「サードウェーブリテール」と定義した。そし

て，サードウェーブリテールが存立するための条件として，以下の 2点を設定した。 

  

1．住宅街や繁華街など，かつて多くの小規模専門店が立地していた商店街の商圏に存立す

る。 

2．品質や付帯サービスなど商店街の失われた小売機能を代替する仕組みがある。 

  

第 2章では，渋谷地下商店街を事例に衰退しつつある商店街の小規模専門店が提供して

きた商品やサービスには今でもニーズがあることを検証し，第 3章では「サードウェーブ

リテール」の具体的事例の検討を通じて，その存立条件に関する検証を行った。 

  

 

【図表 4-1 サードウェーブリテールの特徴】 

  旬八青果店 sakanabacca TOKYO 

COWBOY 

MISTER MINIT

（駅ナカ） 

MISTER 

MINIT（百貨

店） 

立地 オフィス街，

住宅街，大通

り 

駅前，（住宅街，

商店街） 

住宅街 駅ナカ 百貨店 

広さ 2～6坪 ― ― 比較的狭い 比較的広い 

店舗当た

りの従業

員数 

1〜2人 平均 4人 4人 平均 1.8人 平均 2.5人 

客層 会社員，近隣

住民，女性の

割合が高い，

近隣住民，30代

～高齢者，女性の

割合が高い，（会

近隣住民，

主婦，高齢

者，会社

会社員，女性の

割合が高い，20

〜30代，（高齢

高齢者，女性

の割合が高い 
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幅広い年代 社員） 員，肉好き

の方 

者） 

価格 自由な価格設

定，適正価格 

幅広い価格設定 ― ― ― 

仕入れ 生産者から直

接仕入れる，

複数の仕入れ

先を持つ，自

由な仕入れ数 

市場・産地からの

仕入れ，漁師と直

接提携 

― ― ― 

品揃え 旬のもの，規

格外品，形に

関わらず新鮮

で美味しい商

品，幅広い品

揃え，弁当・

惣菜・ジュー

スの販売（規

格外品から作

る） 

幅広い品揃え，握

り寿司・刺身・酒

の販売 

和牛のみ メインは緊急時

の靴の修理 

家から持ち寄

った比較的高

価な靴の修

理，カバン修

理，クリーニ

ング 

店舗展開 ドミナント出

店，複数店舗

展開，オンラ

インショップ

の展開（飲食

店へも販売） 

複数店舗展開，オ

ンラインショップ

の展開，ケータリ

ングサービス 

1店舗の

み，オンラ

インショッ

プの展開 

チェーン展開，

ドミナント出店 

チェーン展開 

その他 SPF システ

ム，社内教育

制度（ノウハ

ウ・旬八大

学），ＩＴシ

ステム活用，

凝ったデザイ

ン，コミュニ

ケーション重

視（レシピ紹

コミュニケーショ

ン重視（調理方法

の提供），スタイ

リッシュな店舗

（グッドデザイン

賞受賞），おさか

なパラメータ，イ

ベント， デジタ

ル広告，LINE@で

のクーポンの提

ミートコン

シェルジ

ュ，MEAT 

KEEP，凝っ

たデザイ

ン，フルオ

ーダーカッ

ト 

スピード重視，

（コミュニケー

ション重視） 

幅の広いサー

ビス，質の高

い修理（浅草

の工場でも修

理可能） 
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介，取り換

え，個別仕入

れサービ

ス），工夫さ

れた陳列方

法，試食提

供，自由な包

装 

供，魚ポチシステ

ム 

 （出所）3章参照 

  

 サードウェーブリテールに相当すると考えられる 5 つの事例を比較すると，生鮮食品を

扱う旬八青果店，sakanabacca，TOKYO COWBOYはかつての近隣型・地域型商店街の小規模

専門店が果たした機能と類似している。立地は近隣型・地域型商店街の立地傾向と一致し

ており，客層は近隣住民が多い。また，4人以下の比較的小規模小売店であり，対面販売

特有のコミュニケーションを重視している。近隣型・地域型商店街の小規模専門店が持つ

機能と類似したこの「サードウェーブリテール」をⅠ.旧タイプ専門店代替型とする。この

型は仕入れにこだわり質を保ちつつも，複数店舗展開や通信販売を行うことで仕入れの効

率化を図り，また，オフィス街や駅近くに立地することで自宅は遠方でも帰宅前に勤務地

近くで購入して帰る会社員もターゲットとしている。 

 一方，MISTER MINITは、百貨店内にある場合、その機能は高価格帯・富裕層向けと，百

貨店の機能に近いものであった。靴修理という専門的なサービスは，かつて主に商店街に

おいては提供されてきたが, その担い手がなくなったことで. 百貨店内での存立を可能と

した。このサードウェーブリテールをⅡ.専門サービス高級型とする。 

駅ナカにある MISTER MINIT も同様に，専門サービスを提供しているが，必要な時すぐ

に利用できるものとして, 誰もが立ち寄りやすい身近な駅構内に存立し, 価格も比較的低

く設定されていた。このサードウェーブリテールをⅢ.専門サービス身近型とする。 

 いずれのタイプもかつて近隣型・地域型商店街の小規模専門店で提供されていた商品・

サービスであるが，そこには持続的な経営を行うための小売業として，従来の小規模専門

店にはない経営上の工夫も見られた。 

 小売業態は消費者のライフスタイルやニーズによって変化する。商店街の小規模専門店

もその変化のなかで淘汰され，衰退しつつある近隣型・地域型商店街も多い。しかし，本

稿で明らかにしたように，商店街でかつて提供された商品やサービスを代替するサードウ

ェーブリテールという新たな小売業態の登場により，他の業態では代替することができな

い商店街の失われた価値が再生することになったのである。 
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http://www.shibuchika.jp/ 

14.東急電鉄 HP 

http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/visit/ 

【図表 2-1 渋谷駅周辺地図】 

Google マップより作成 

【図表 2-2 渋谷・新宿・池袋の地下商店街の個人経営店の割合】 

渋谷地下商店街 HP 

http://www.shibuchika.jp/ 

新宿サブナード HP 

http://www.subnade.co.jp/shop/fashion/ 

及び 

http://www.subnade.co.jp/restaurant/ 

池袋ショッピングパーク 

http://web-isp.co.jp/floorguide/ より作成 

【図表 2-3 渋谷地下商店街店舗変遷表】 

上山和雄編（2014）『しぶちかを語る: 戦後・渋谷の復興と渋谷地下商店街』（渋谷聞きがた

り, 2）國學院大學研究開発推進センター pp.124-125 

【図表 2-8 商店街における小売業の店舗数とその業種構成の変化】 

経済産業省『商業統計表】1982年，2007年より作成 

15.株式会社パル HP 

http://www.palgroup.co.jp/company/ 

【図表 2−10 商業集積地区別 年間商品販売額（百万円）・売場面積（㎡）・1㎡当たりの年

http://www.palgroup.co.jp/company/
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間商品販売額】 

経済産業省（平成 19年商業統計調査報告 立地環境特性別集計編）より作成 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2/h19/index-ritchidata.html 

 

第３章 

【図表 3-1 東京都の総人口(各 1月 1 日現在）と商店街数の推移】 

東京都総務局統計部（2016）『東京都の人口（推計）―過去の推計―』 より作成

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/jsuikei/js-index2.htm 

東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.７より作成 

http://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

【図表 3-2 都道府県別人口増減率】 

総務省統計局 『人口推計』（平成 26 年 10月 1 日現在）結果の要約より作成 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/ 

16.東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.87より作成 

http://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

【図表 3-3 商店街の抱えている問題点】 

東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.85 より作成 

http://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

【図表 3-4 商店街における小売業の業種別の店舗数の変化の類型】 

経済産業省『商業統計表』1982年，2007年より作成 

【図表 3-5 業種別平均店舗の構成（複数回答）】 

東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.13 より作成 

http://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

【図表 3-6 不足している業種（複数回答 単位：％）】 

東京都産業労働局（2014）『東京都商店街実態調査報告書』 p.14 より作成 

http://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/monthly/chusho/shotengaijitaichosaH25.pdf 

18.DREAM GATE「たった 2~6 坪の売場で，月商 300~500 万！急成長を続ける『旬八青果店』成

功の裏側にある秘密」,2016 年 9月 8日掲載記事 

http://www.dreamgate.gr.jp/news/4962 

19.ASCII STARTUP「今週のイチオシ！  第 24 回 月商 300万円超のすごい八百屋「旬八青果

店」が目指す未来」，2016 年 5月 27日掲載記事 

http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/ 

20.旬八大学 HP 

http://shunpachi-univ.com/ 

21.旬八日替わりオンライン 

http://shop.shunpachi.jp/?mode=f1 

http://ascii.jp/elem/000/001/145/1145425/
http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/


68 

 

 

 ASCII STARTUP 「今週のイチオシ！第 24回 月商 300 万超のすごい八百屋『旬八青果店』が

目指す未来」,2016年 5月 27 日掲載記事 

http://ascii.jp/elem/000/001/167/1167819/ 

【図表 3-7 旬八青果店店舗立地地図】 

Google マップより作成 

24.旬八オンライン 

http://shop.shunpachi.jp/ 

30.旬八青果店 HP 

http://shunpachi.jp/ 

31.株式会社フーディソン HP 

 http://foodison.jp/sakana-bacca-open/ 

32.TABI LABO「都心に次々オープン！『ベンチャー魚屋さん』のサービスとは？」，2016年 4

月 19 日掲載記事 

http://tabi-labo.com/254677/sakanabacca 

33.GOOD DESIGN AWARD（2015） 

http://www.g-mark.org/award/describe/43187 

【図表 3-10 sakanabacca 店舗立地地図】 

Google マップより作成 

34.GetNaviweb 「ITを駆使する魚屋？ お洒落でおいしい『サカナバッカ』が水産業界に革命

を起こす！」，2016年 4月 7日掲載記事 

 http://getnavi.jp/cuisine/24039/ 

ASCII STARTUP 「今週のイチオシ！第 19回 『魚の電子化』だけでは勝てない水産プラットホ

ームを目指すフーディソンの課題」，2016年 4月 15日掲載記事 

http://ascii.jp/elem/000/001/150/1150491/index-2.html 

40.TOKYO COWBOY HP 

http://www.tokyocowboy.jp/ 

BASE Mag.「ブランド牛の影に埋もれた"美味しいお肉"を掘り起こしたい」ーー 新しいカタチ

の精肉店「TOKYO COWBOY」誕生秘話」 

https://basemag.jp/officialblog/2016/04/30/095510 

Awesome Barbecue.com「用賀インター近くにオープンしたハイセンス過ぎる精肉店 TOKYO 

COWBOY」 

http://www.awesomebarbecue.com/blog/spot/tokyocowboy.html 

41.事例データベース - 3坪店で駅を囲む“支配”作戦、修理も出店もフットワーク軽く：

ITpro 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/ 

  事例データベース ミニット・アジア・パシフィック 

靴修理大手「ミスターミニット」の復活秘話 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20070223/263071/?rt=nocnt 

42.ミスターミニット HP 

 http://www.minit.co.jp/ 

43.事例データベース - 靴修理大手「ミスターミニット」の復活秘話：ITpro 

http://shunpachi.jp/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/
http://www.minit.co.jp/
http://www.minit.co.jp/
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20070223/263071/ 

44.下高井戸商店街 HP 靴のチトセ より作成 

http://www.shimotaka.or.jp/kutu-chitose 

下北一番街商店街 HP ホシ靴店 より作成 

http://www.shimokita1ban.com/shop/1457.html 

45.事例データベース - 3坪店で駅を囲む“支配”作戦、修理も出店もフットワーク軽く：

ITpro 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080613/307997/ 
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