特集

女性視点に立った
販売促進戦略への取り組み
取材ご協力：株式会社マルヨシセンター

バレンタインデーはメーカーの協力を得て POP を掲示

お客様の興味・共感・感動を引き出す
「コト POP」を店内の至る所に展開。
同時陳列の雑誌は通常の 3 倍の数を
販売した

女性スタッフによる販促活動で
主婦の心をガッチリつかむ
スーパーマーケットにおいては、お客様の大多数を占める女性、中でも主婦
の支持を獲得することが売上拡大のカギを握る。女性スタッフによる、女性
の視点に立った POP づくりで、主婦の心をつかむ株式会社マルヨシセンター
（香川県）の取り組みをレポートする。
［取材日：2012 年 2 月 29 日］

マルヨシセンター松縄店

■ 株式会社マルヨシセンター 会社概要
代表取締役会長兼社長

佐竹文彰

創業

1961（昭和36）年

売上高

402億5,000万円
（2010年）

店舗数

37店舗

本部

〒769-0198
香川県高松市国分寺町
国分367-1

お客様の心をつかむうえで
女性視点の販促は急務

店舗から 2 時間以内の場所に構えるこ
とにより、生産基地・店舗・物流機能
をバランスよく、あたかも人体の器官の

株式会社マルヨシセンターの創業は

ごとく配備している。これにより、お

1961 年。現在の代表取締役会長兼社

客様のニーズを的確に把握し、それを

長の佐竹文彰氏が、有限会社トキワ

満たす商品を提供できるトータルシス

フードセンターという屋号で開業。香川

テムの構築に取り組んできた。

県を拠点とし、愛媛県、徳島県、兵

スーパーマーケットにとって、優れた

庫県にスーパーマーケット 37 店舗を展

商品とともに欠かせないのが、お客様

開している。
（株）マルヨシセンターは、

に商品の魅力を伝えるための販促戦略

“ スーパーマーケット人体構造論 ” を基

である。そこで、
（株）マルヨシセンター

本政策に掲げ、主力商品の生産基地を

が近年、力を注いでいるのが、お客様
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取材にご協力いただいた方々

販売促進部
店内販促セクション

松縄店
チェックスタンドチーフ

木太店
チェックスタンドチーフ

国分寺店
チェックスタンドチーフ

大西 洋子さん

大野 亜紀さん

森 智江さん

鹿谷 美和さん

視点の販促だ。以前は、販促戦略の

ても楽しめました。同時に、私たち女

的な取り組みを発表するセミナーで、大

策定や販促物の制作を手がける販売促

性が普通だと思っている感性の中に、

野チーフが見たものは、レジでイベント

進部をはじめ、現場で販促活動を行う

女心をひきつけるヒントがあることを知

を行う店や、レジの脇で商品を売る店、

店長や各部門チーフの大多数を占める

りました。販促とはこうあるべきだとい

レジで商品提案をしている店だった。

男性社員の考え方を反映した販促がほ

う固定概念に縛られるのではなく、自

「このセミナーに参加したことで、レ

とんどだった。しかし、激しい競争の

分の感覚で仕事をしていいのだと自信

ジまわりでもいろいろなことができると

中で成長し続けるためには、お客様の

を持てたような気がします」
（大西さん）

教えられました。また、会社が私をこ

大半を占める、主婦の心をひきつける

大西さんが講座の内容を上司の榊田

のようなセミナーに出席させてくれたと

ことができる女性視点の販促を強化す

利信氏（販売促進部マネジャー）に報

いうことは、同じ様なことをしてもいい

べきであると判断したからだ。

告すると、すでに店舗で女性の感性を

と許可してくれたのだと思いました。店

（株）マルヨシセンターが全社的な取

反映した販促を行っている女性社員が

長も一緒に出席していたので、
『担当以

り組みとして、販促活動の中に女性視

いることを聞かされる。彼女たちと連

外の仕事もしていいですか』と相談し

点を取り入れるようになったのは、大

携し、女性視点の販促をつくり上げた

やすかったのも、取り組みを始めるきっ

西洋子さん（販売促進部 店内販促セク

いという大西さんの提案に榊田氏は賛

かけになったと思います」
（大野チーフ）

ション）が、2010 年 9 月に、女ゴコロ

同。こうして大西さんは、各店の取り

森智江さん（木太店チェックスタンド

マーケティング研究所主催の「女性マー

組みを全店に伝えるために、女性視点

チーフ）も、大野チーフと同じセミナー

ケッター養成講座」
に参加したのがきっ

の販促活動に積極的な女性社員と連絡

への出席をきっかけに独自の販促を始

かけだった。

を取り始めた。

「この講座で印象的だったのは、男
女の考え方の違いと、女性ならではの

女性視点の販促は
すでに現場で動き出していた

購買行動の特徴をまとめた『女ゴコロ
をつかむ 8 つのキーワード』です。確

大西さんが連絡を取ったのは 3 人の

かにそうだと共感することばかりで、と

チェックスタンドチーフ。1 人は、自作
のコト POP の事例集を送っ
てくれた大野亜紀さん（松
縄店チェックスタンドチー
フ）
。大野チーフがコト POP
をつくり始めたのは 2010 年
春のこと。同年 3 月に、流
通業専門インターネットサイ
トが主催するセミナーに出
席した直後からだ。全国の

可能な限り店舗を巡回し、現場から得た情報を全店に
発信するのが大西さんのミッション
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スーパーマーケットが特徴
大野チーフのコト POP 事例集。メーカーの営業担
当者に名刺代わりに見せて連携の輪を広げている

女性視点に立った販売促進戦略への取り組み
株式会社マルヨシセンター

写真を POP に載せる。ただし、自宅
にパソコンがないため、POP をつくる
のは店のパソコン。頭の中でレイアウト
を考えておき、業務終了後やお客様が
少ない時間に 10 〜 15 分で作成する。
POP の掲示場所は、青果売場から鮮
魚、精肉、日配品売場へと続く通路沿
いの売場とレジまわり。勝手に掲示す
できました」
（鹿谷チーフ）
インターネットの料理サイトで、連日キャベツ
料理が上位に入っていたことに注目し、春キャ
ベツを用いた食べ方提案の POP を青果売場
に掲示（松縄店）

めた女性社員の 1 人だ。
「大野チーフと同じように、このセミ
ナーで他社の取り組みを見て驚きまし
た。それまでは、他部門のチーフと協

この研修以来、鹿谷チーフはほかの
女性従業員を巻き込みながら女性視点
の販促に力を注ぐようになる。
※ブルーオーシャン戦略
既存の商品やサービスを改良し、競争の
ない未開拓市場を切り拓き、ユーザーに
高付加 価値を低コストで提 供すること。
利潤の最大化を実現する戦略。

力することを考えたことはありませんで
した。ところが、レジ担当者が 他部
門を巻き込んで販促に取り組んでいる

るのではなく、店長と部門チーフに許
可をもらってからだ。
「頭の中のイメージを言葉だけで説
明するのは難しいので、下書きを見せ
ながら、
『こんな POP をつくりたいの
ですが、掲示してもらえませんか？』
と相談しています。最近では店長や部
門チーフから『何か POP を置いてみた
ら？』とか、バイヤーから『この商品で

レシピ紹介のコト POP で
部門の枠を越えた販促

実例を聞き、レジ担当者でも、いろい

料理提案 POP をつくれませんか？』と、
お題をいただくこともあります」
（大野
チーフ）

大野チーフの POP づくりは、売場

こうした取り組みを半年ほど続けた

から発想を得ることが多い。もし、青

2010 年秋ごろ、ファイル 1 冊分の事例

そしてもう 1 人が、鹿谷美和さん（国

果チーフがキャベツのスペースを大きく

が集まった時点で、大野チーフは大西

分寺店チェックスタンドチーフ）だ。鹿

とっていたら、キャベツを使った料理

さんにファイルを送付した。

谷チーフが 2 年前に着任した当時の国

のコト POP で応援する。そのため業

「事例を積み重ねていくうちに、松縄

分寺店は、ブルーオーシャン戦略 に

務終了後は、各部門のチーフが売り込

店だけの取り組みにしておくのはもった

取り組む重点強化店舗としてリニューア

もうとしている商品の確認と、買物を

いないと思ったからです」
（大野チーフ）

ルすることになっていた。そして、オー

兼ねて店内を一周するのだという。こ

このころになると、大野チーフはメー

プン前の研修期間中に、
ブルーオーシャ

こで重要なのが、他部門との横のつな

カーの営業担当を巻き込んで販促を行

ン戦略への取り組みの一環として、女

がりである。

うようになっていた。

ろなことができることに感動しました」
（森チーフ）

※

「男性社員の POP はキャベツのよさ

「以前は菓子メーカーの営業さんと話

だけを伝えがちです。しかし、お客様

をしたことはありませんでしたが、バレ

「最も印象的だったのが、手書きの

はキャベツだけで料理をつくるわけで

ンタインデーで板チョコを売り込みたい

ブラックボード POP の書き方を学んだ

はありません。料理には肉や調味料な

と思い、おすすめレシピや販促物の取

時のことです。ほとんどの男性社員が

ど、さまざまな商品が必要です。そこ

り寄せをお願いするようにしました。中

白・赤・黄の 3 色のチョークを使うの

で、私は青果売場と精肉売場で、キャ

には見本のお菓子や販促物をつくって

に対して、私が何気なく使った色はピ

ベツを使った肉料理のレシピを紹介す

くれた営業さんもいます」
（大野チーフ）

ンク・オレンジ・緑などのパステルカラー。

るコト POP を掲示することで、買物後

この結果、今年のバレンタインデー

その時、店長からある女性誌では表紙

の利用シーンをイメージしていただける

では、2 週間で 1500 枚の板チョコを

の題字にパステルカラーを使うことで

よう心がけています」
（大野チーフ）

販売。この展開事例の報告書を見た

性の感性に合わせたきめ細かい販促の
大切さを学ぶことになる。

他誌と差別化していると聞き、自分の

大 野 チーフのコト POP の特 徴は、

佐竹文彰会長兼社長が、
「全店一番の

感性で、思ったとおりにやれば自然と

こうした多彩なレシピ提案。週 1 ペー

展開でした」とコメントを出すほどの

差別化できるんだと自信を持つことが

スで POP 用の料理をつくり、撮った

成功事例となった。
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所。入口の掲示板に POP を

森チーフは着せ替えテディベアでテディベアプ
レゼントキャンペーンをアピール（木太店）

協力の輪を広げながら
独自の取り組みを展開

貼り出しても見逃すお客様が

テディベアのぬいぐるみをプレゼント

多いと考えた森チーフが、最

する販促キャンペーンでは、着せ替え

も目につく場所として思いつい

テディベアでアピールした。

たのがレジまわりだ。しかし、

「ある日、裁縫が得意な女性従業員

レジでは日ごろからさまざまな

が、ぬいぐるみのために服をつくってき

声かけをしている。それに加

てくれたので、着せてみたらかわいかっ

えて予約販売の声かけをお願いするの

たのです。裸のままのぬいぐるみを飾

は、チェッカーの負担を増やすことにな

るより、店内の雰囲気が明るくなるし、

る。そこで、チェッカーに負担をかけず

お子さんからかわいいと思ってもらえた

にお客様に告知する方法を考えた。

らうれしいなと思い、いろいろなパター

「レジで会計するお客様が立つ場所

ンの服をつくりました」
（森チーフ）

森チーフが最初に取り組んだのは予

の正面に、お知らせ用 POP とチラシを

毎日着せ替えて展示することで、テ

約販売の強化だった。予約販売の少な

置きました。目の前にあれば気軽にチラ

ディベアへの注目度がアップ。かわいい

さが木太店の弱点だと考えた森チーフ

シを手に取れますし、レジにいる私も

もの好きの女性ならではのアピール方

は、母の日のパーティー用に寿司と刺

お客様の反応を確かめられると思った

法として、他店から注目される取り組み

身を提案することにした。まず仲のい

からです。さらに、予約カウンターの上

となった。

い海産部門チーフと、店長の了承を取

に予約販売を知らせるフラッグをずらり

り付けてから、海産部門チーフにつくっ

と並べてアピールしました」
（森チーフ）

てもらった POP 用の予約用商品を撮

この結果、何人ものお客様から予約

影。その写真に、お知らせのコピーを

販売についての問い合わせを受け、確

つけて POP を作成した。

かな手応えを感じた森チーフは、母の

「お年寄りと孫」という組み合わせのお

日以降も、レジ横に予約販売の POP

客様が目立つ。そこで鹿谷チーフが心

次に考えたのが POP を掲示する場

複数の売場で
関連 POPを
展開

「回転寿司でサーモンが子どもに人気」というニュー
スをヒントに、ひな祭りはカウンター横、鮮魚売場
平台、グロサリー売場エンドでサーモン料理を提
案。あまった食材での料理提案も（松縄店）
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得意分野を生かして
全女性従業員が販促に参加
国分寺店では、
「若い母親と子ども」

女性視点に立った販売促進戦略への取り組み
株式会社マルヨシセンター

ー
マネジャ
に

聞く!

このムーブメントを
全店に広げたい

近年、女性視点の大切さが注目され
るようになってきたことから、私も女性

この課題を解決するカギが、女性視点
というキーワードだと思います。

販売促進部マネジャー※

榊田 利信氏
※取材時の役職です。榊田氏は
現在他部署に異動されています。

大野チーフ、森チーフ、鹿谷チーフ
のレベルを全店舗でできた状態を完成

従業員の意見を店づくりに生かすべき

大西さんは、
「女性マーケッター養成

だろうと考えていました。男が女性の心

講座」後、具体的な動きを起こすまで

取り組みは、
まだ始まったばかり。今後、

理を推測するのは限界があると感じて

多少の時間を要しました。それは自分 1

全 37 店で高いレベルの取り組みを展開

いたからです。

人でアイデアを考え、各店に発信しようと

するには、自分なりのお客様視点のコ

女性視点の販促のポイントは、
「自分

していたからです。本部のスタッフには

ト POP を発想できる人材を発掘するこ

の感性を大切にすること」
。メッセージ

現場がないので、アイデアを出すにも限

とが急務です。一方で、コト POP は苦

を誰かに伝えたいということです。POP

界があります。そこで、大西さんには各

手だけどマイク放送は得意という人もい

のコピーは、店に来た人、目の前に来

店の取り組みを他店に伝えるミツバチ的

るわけですから、そういうスタッフに対

た人にメッセージを伝えるのが役割で

な役割を期待していると伝えました。す

して、より手間がかからず、出力したら

す。コピーに人をひきつける魅力がなけ

でにお客様視点の販促を実践中の女性

そのまま使えるような販促物をつくるの

れば、見ていただくことはできません。

社員と連携すべきだと考えたからです。

も本部の役割だと考えています。

がけているのは、子どもに喜ばれる販

に置いたら、50 枚くらい集まりました。

ます。また、印刷 POP が多い中に手

促である。子どもたちから募集した絵

飾られた絵を見て、知り合いのお子さ

書きの POP を置くと、遠くからでも目

やぬり絵を店内で展示する取り組みも、

んやお孫さんの絵を見つけたお客様

立つので、何を書いているんだろうと

その一例だ。

同士で会話がはずんでいたのがうれし

近寄ってくるお客様が多かったのが売

かったですね」
（鹿谷チーフ）

上につながったのではないでしょうか」

「展示を始めたきっかけは、小学生

形とするならば、女性視点の販促への

の子どもがいる副店長から、最近の小

昨年の節分では鬼の絵を募集した

学校では父母のいない家庭への配慮

が、子どもには難しかったのか応募数

今年のバレンタインデーでは、絵が

から、母の日や父の日に親の絵を描か

が減少。そこで、すぐ後のひな祭りで

得意なスタッフやコピーが得意なスタッ

ない風潮があると聞いたからです。そ

は、絵の上手な女性従業員に下絵を描

フは実制作に参加。小中学生の娘を持

れなら、店内で子どもたちの絵を披露

いてもらい、ぬり絵として募集してみる

つスタッフには、子どもたちの間で “ 友

させてあげたいと考え、母の日にあわ

と、応募数が 50 枚に回復した。今年

チョコ ” や手づくりチョコが流行ってい

せて、お母さんの似顔絵を描く応募用

の節分は、ぬり絵で 60 枚以上の応募

るという情報を提供してもらうなど、多

紙をサッカー台やサービスカウンター

が集まったそうだ。

くの女性従業員が、それぞれの得意分

このように、国分寺店では女性従業
員を巻き込んだ取り組みが目立つ。そ
の代表例がリンゴジャムの拡販だ。
「女性従業員に試食をしてもらい、

（鹿谷チーフ）

野で作業を分担し、一つの POP を完
成させた。

出し惜しみせず横展開
まねるだけで結果は変わる

率直な感想や食べ方の提案をブラック
ボード POP に書いてアピールしました。

現在、大野チーフ、森チーフ、鹿谷

お客様の感覚に近いスタッフの意見だ

チーフを中心に、各店の女性社員は自

からこそ、信頼してもらえたのだと思い

分たちの取り組み内容を、随時、大西

節分などのイベント時に子どもの作品を展示
する鹿谷チーフの施策は他店に拡大（国分寺店）
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多彩な
レシピ提案で
アピール

大野チーフが紹介するレシピはインターネット
の料理サイトで探すことが多いが、地域性や
各家庭の味の違いがあるため、自分で料理し、
アレンジしたレシピを紹介する（松縄店）

全店共通キャラク
ター
「マルヨシさん」
は女性従業員が考
えたもの

県外から赴任してきたお客
様に香川の味を知って欲し
いという想いと、近年、香
川料理の食材が売れていな
いため食文化を受け継ぎた
いという気持ちから郷土料
理を紹介（松縄店）

佐竹会長兼社長がすすめる逸品「チェアマン
ズセレクト」は、珍しい食材が多いため、レ
シピ紹介のほか、切り口の色や味など、商品
理解を深める POP を作成（松縄店）

売上が低迷しているめん類の代わりにこんにゃくを拡販したいが、
提案できるメニューが少なくて困っているという榊田マネジャーの
依頼で大野チーフが考えたメニューがずらりと並ぶ（松縄店）

さんに送付している。大西さんは集まっ

子どもたちがつくった作品を展示するよ

その店舗のグロサリーチーフから電話

た情報を、社内のイントラネットに、感

うになったそうです。こうして私の取り

がかかってきて、
『大野さんがつくった

想を添えてアップしており、各店のお

組みをきっかけに、他店で新たな取り

別の POP を拡大プリントしたかったの

客様視点の販促を全店で共有できる仕

組みが始まっているのも、大西さんが私

ですが、うまくできなかったのでデー

組みを整えてきた。

たちの行動を各店に伝えてくれた結果だ

タを送ってもらえませんか』とお願い

最近では 3 チーフの取り組みに刺激

と思います。各店に女性視点の販促を

されたので、すでに掲示していた POP

を受け、お客様視点の販促を始める店

広めるきっかけになっていることを誇り

のデータも送ってあげました。とくに

舗が徐々に増えている。たとえば今年

に感じています」
（鹿谷チーフ）

著作権はありませんから、どんどん使っ

のひな祭りには、鹿谷チーフが始めた

大野チーフは、松縄店以外で自分の

「子どものぬり絵」展示が新居浜東店

POP を見つけて、うれしかったという。

でも行われている。応募用紙は国分寺

「イントラネットの写真から拡大プリ

店と同じものを本部で準備し、随時、

ントして、そのまま使ってくれているの

追加できるようにした。

を見た時は、こちらからお礼を言いた

「小豆島の店舗では、島の幼稚園の
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トマト缶のさまざまな用途を伝えるため
に、クリームシチューやキムチ鍋など、な
じみのある料理にちょっと加える提案をし
た結果、昨年同週比で 229.0％の売上を
記録（松縄店）

    

い気分でした。POP を見かけた翌日、

てください、という気持ちでサポートし
ています」
（大野チーフ）

男性社員を巻き込みながら
女性視点の販促の輪を拡大
女性視点の販促だからといって、女

女性視点に立った販売促進戦略への取り組み
株式会社マルヨシセンター

性だけが活躍しているわけではない。

を一緒に行う仲間を増やしている。

最近では男性社員がつくるコト POP も

「お客様視点の販促に積極的な精肉

少しずつ増えている。女性視点のコト

部門のチーフと『こういうことをやって

POP が成果を出していることで、男性

みたよ』
『こんな POP をつくってみたよ』

社員も女性視点を学び、POP づくりに
生かすケースが増えている。
「新商品の試食で男性と女性の意見
が分かれた時に、店長や部門チーフか
ら意見を求められるようになりました。

『どうやって描くの？』と意見交換をす

様視点の販促が成功するか否かは男
性社員の理解にかかっているのです」
（大野チーフ）

環境を整え、女性社員の
やる気スイッチを ON

ることでモチベーションを高め合ってい
ます」
（森チーフ）
大野チーフは、今はとにかく周囲を
巻き込むことに努めているという。

各店に広がりつつある女性視点の販
促には経営トップも注目しており、と
くに大野チーフ、森チーフ、鹿谷チー

男性社員には『パートさんは主婦だか

「コト POP の新しいアイデアはある

フへの評 価は高い。 大 野 チーフは、

ら、私よりお客様に近い発想が出ると

のですが、私には売る商品も売る場所

2011 年度の会長賞と、期間の金賞を

思うよ』と、パートさんに質問すること

もありませんので、まず売り込みたい

受賞している。一方で、最初は売場写

をすすめているので、徐々に部門チー

商品を売っている部門のチーフと対話

真だけで報告が成り立っていた段階か

フが自分の部門のパートさんに意見を

を繰り返し、私の考えをアピールし、

ら、目に見えるかたちで成果を求めら

求めるようになっています。私たちの

理解してもらうようにしています。コト

れるようなっており、
（株）マルヨシセン

感想を、そのまま POP に書き込む男

POP1 枚で商品が売れるわけではあり

ターのお客様視点の販促への取り組み

性社員もいます」
（鹿谷チーフ）

ません。商品を発注し、品揃えを調整

は新たな段階に入ったと言える。その

するのは男性の部門チーフです。お客

中で大西さんは、女性社員がお客様

森チーフも、店内で女性視点の販促

店長
に

聞く!

大野チーフの活動に
男性社員も刺激を
受けています

大野チーフがレシピを提案するコト

松縄店

店長

伊森 直樹氏

品を販促できると感じていたからです。

ても女性視点とはズレが出ます。しか

POP づくりに積極的に取り組み始めた

早速、私から各部門チーフに協力を

し、大野チーフが POP をつくり始めた

のは 2010 年から。しかし以前から、
「仕

指示しました。大野チーフには自由に

ことで女性視点を学ぶことができまし

事帰りに買物をすると、いつも品切れし

POP をつくっていいので、部門チーフ

た。おせちの残りを使って別の料理を

ている商品があります」と気づいたこと

の許可を得てから掲示するように伝えま

提案するなど、男には思いもつかない

を報告してくれたり、
「雑誌でよく紹介

した。

発想は勉強になります。

されている商品があるのですが、ウチ

大野チーフの活動は、部門間の連携

の店では置かないのですか」と伝えて

に役立っています。以前は各部門チー

はの視点を販促に生かしてもらいたい。

くれたりする点には、いつも感心してい

フが自分の商品だけを販促しがちでし

松縄店としても女性視点の販促への取

ました。

たが、
「大野チーフが提案すれば売れ

り組みを強化する考えです。

POP でレシピを紹介したいという大

るので、ぜひ他部門と協力したい」と

野チーフの提案には、最初から大賛成

歓迎する雰囲気が生まれています。最

でした。実は私も、副店長時代に肉料

近では「いい料理提案はないですか」

理の試食販売をしていた時、味付けに

と部門チーフから紹介を依頼するケー

使った調味料が飛ぶように売れた経験

スも増えています。

から、料理をして提案すれば複数の商

部門チーフは男ばかりなので、どうし

今後も、大野チーフには女性ならで

■マルヨシセンター松縄店 店舗概要
所在地
売場面積
バックヤード面積
営業時間
常設レジ台数
駐車台数

香川県高松市松縄町1012-12
648坪
276坪
9：30 〜 24：00
8台
197台
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視点の販促に取り組みやすい環境づく

販促研修会において、大野チーフ、森

に、得意分野に合わせて紹介できるよ

りが、販売促進部のミッションだと考

チーフ、鹿谷チーフの取り組みを軸に、

うになりました。また、3 人の取り組み

えている。

（株）マルヨシセンターの女性視点の販

を伝えることで、自分にもできそうだと

「彼女たちにはチェックスタンドチー

促事例を発表した大西さん。この研修

思ってもらえれば、個々のやる気スイッ

フとしての本業があるので、負担を増

会以降、3 人のチーフと頻繁に連絡を

チを押す手助けになるのではと考えて

やさないようにサポートしたいと考えて

取り合うようになった。

います」と大西さんは続けた。

います。たとえば、今年の節分では、

「絶えずコミュニケーションを図り、3

鹿谷チーフが考案したぬり絵の応募用

人の人柄や得意分野を理解できたこと

残り 34 店舗のチェックスタンドチーフ

紙を、欲しい店舗にすぐ送れるように

は、他店にお客様視点の販促を広げる

との連携を深め、女性視点の販促に全

しました。また、ぬり絵をきれいに飾

際に役立っています。たとえば、他店

店で取り組むネットワークを社内につく

りつけられるように掲示用の大きい台

のスタッフからレシピのことを相談され

ること。最初は、大西さんと 3 人のチー

紙を用意するなど、販促資材用の消耗

たら大野さん、ブラックボードの手書

フの小さな輪から始まった女性視点の

品を充実させる予定です」
（大西さん）

き POP のことなら鹿谷さん、予約販

販促のムーブメントは、着実に全店へ

2011 年 11 月 30 日に行われた AJS

売の販促のことなら森さん、というよう

広がりつつある。

周囲と連携し
活動の輪を
広げる

今、大西さんが目指しているのは、

レジ脇で販売するために
グロサリーチーフにお願
いして定価で仕入れた菓
子 は、1 週 間 で 160 個
を完売。POP はメーカー
営業の手づくり（松縄店）

沖縄 産栗かぼちゃのレシピ紹介
POP は男性社員がつくった料理提
案。もちろん男性社員が実際に料
理をした（松縄店）

「かたつむりクリーム」の全店での拡販
は、流行の気配を感じた大野チーフが
バイヤーに提案したもの。鹿谷チーフ
は女性従業員が使用した感想を手書き
POP に記載しアピール（国分寺店）

流行を
意識した
提案

バレンタインデー前日の 2 月 13 日には、青果売場での
イチゴの特売と連動して、フルーツを用いたチョコフォン
デュを提案するコト POP を掲示。チラシ掲載からヒント
を得て急遽作成した（松縄店）
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流行の塩麹は大野チーフの提案でい
ち早く品揃え。当初は POP で塩麹の
つくり方を紹介していたが、レシピを
教えてというお客様が多かったため、
持ち帰り用レシピを常備（松縄店）

女性視点に立った販売促進戦略への取り組み
株式会社マルヨシセンター

「女ゴコロをつかむ
女ゴコロマーケティング研究所とは？

8 つのキーワード」とは？
（株）
マルヨシセンターの販促のベースにあるのが、女ゴコロ
マーケティング研究所の木田理恵所長が提唱する「女ゴコロ
をつかむ 8 つのキーワード」である。ここでは 2011 年 11月
30 日（水）に行われた AJS 販促研修会における木田所長
の講演『女性から支持される販促について』から 8 つのキー
ワードの概要を紹介する。

女ゴコロをつかむキーワード

1 幸せ

●女性にとって商品を購入する行為は、
「幸せ」を手に入れるための一つの手
段に過ぎない。住宅、化粧品、ダイエット食品など、すべては私や家族が
幸せになるための道具である。
●商品そのものを手に入れる喜び（コレクション）にワクワクする男性とは消
費の質が異なる。象徴的なのが雑誌のコピー。たとえば、男性誌の表紙に
は “ 最強 ”、“ 最新 ”、“NO.1”、“ 勝負 ”、“ 徹底比較 ” と、スペックの高さ
を競う言葉が多く使われているが、女性誌は “ 愛される ”、“ ほめられる ” と
いう言葉が頻繁に使われている。
●女性にとっての幸せとは、モノではなく、人との愛のある関係性。商品をと
おして女性のどんな「幸せ」を実現するお手伝いをするのかを考えなければ
ならない。
女ゴコロをつかむキーワード

3 選ぶ

●女性は商品選びにおいて、たくさんの中から、自分にぴったりのものに出
会いたい。自分らしい選択をしたがる。
●商品がいいのは当たり前。自分らしく、こだわった選び方ができるようなデ
ザイン、カラー、サイズ、組み合わせなどの展開や選ぶ仕組み、プロの助
言を商品価値に加えることで女ゴコロをもっとつかめる。
●たくさんある選択肢の中から時間をかけ、信頼のおけるプロの助言を受け、
納得して購入したものにはおのずと愛着が湧く。継続してそのブランド、店
のファンになる確率が高くなる。

女ゴコロをつかむキーワード

5 誠実

2010 年 4 月、株式会社レスコフォーメイション常務取締役の
木田理恵氏により創設。購買決定の 8 割を握ると言われる“ 女
性 ” の価値観、ライフスタイル、購買行動などを研究し、数値
だけではとらえにくい「女ゴコロ」にスポットを当てた独自の視
点で、多くの企業のマーケティング活動をサポート。主な業務
分野は、
「女性向け消費財の商品企画、セールスプロモーショ
ン」
「女性マーケット開拓のためのコンサルティング」
「女性の
採用、集客のための企業ブランディング」など。

女ゴコロをつかむキーワード

2 育む

●女性はもともと持っている母性の影響から、コツコツ育てるのが好きだ。
成長するプロセスを見守るのが好きだ。
●商品開発に関するグループインタビューで商品づくりに意見した女性たちの
ほとんどが、その後も商品の動向を気にする。
●自分たちの意見が少しでも採り入れられた、真剣に検討し、努力してくれた
ということがわかると、女性たちはその商品や店舗に愛着を持ち、応援して
くれる。自分の家族や友人にどんどんクチコミをしてくれたり、お客様を紹
介してくれたりする。商品をお客様と共に育てる関係づくりが女性を味方に
つける。

女ゴコロをつかむキーワード

4 共感

●女性は喜怒哀楽の感情を周りの人たちと分かち合いたいという気持ちが強
い。人との関係性や絆が女性の心を動かす。だから、自分が共感し、憧れ
の気持ちを抱いている人が開発に関わったもの、セレクトしたものは、同じ
モノでも見方が変わる。特別なモノになる。
●ファッションモデルがストッキングやバッグのデザインに関わったり、料理
研究家がキッチン用品や家の開発に関わったりした商品がヒットをしている
のは、彼女らのスタイル、価値観に共感する女性たちを顧客に取り込んで
いるからだ。
●「誰がつくったのか」
「誰のお気に入りなのか」という要素を商品の魅力の
一部として取り込むことができれば、女性のココロをつかむことができる。

女ゴコロをつかむキーワード

6 特別

●女性は自分の家族や身近な人々の生活を脅かすものには、男性以上に敏
感に反応する。企業が自分たちの都合や儲け主義に走り、生活を脅かせば、
一気に批判の空気が広まる。

●女性は、私だけは特別と感じたい。女の子は小さい時からお姫さまに憧れ
る。特別の衣装を身につけ、特別な食事、特別なイベントが待っている究
極の特別扱いだ。

●女性が企業の誠実さを評価するのは、経営方針や数字、CSR レポートな
どの公式メッセージではない。目の前の商品パッケージが分別しやすく、い
かにゴミが出ず、子どもやお年寄りにも使いやすい安心設計になっているか
で、企業の誠実さを見ている。

●女性はモノそのものをゲットする喜びよりも、買い方、買うプロセスに喜び
を感じる。モノや商品との出会い方や関係性に、私にとっての特別な要素
があるかどうかがとても重要だ。

●企業の誠実さは、消費者にとって身近でわかりやすく、
「見える化」してい
ないといけない。そして店舗は、そのお店で扱っている商品、人材の質を
とおして誠実か否かを常に図られていることを忘れてはならない。

女ゴコロをつかむキーワード

7 ご褒美

●女性がちょっと贅沢な買物をする理由づけになるのが、
「自分へのご褒美」
。
女性は、ふだんスーパーマーケットで 100 円高い、安いと気にしているが、
ご褒美という言いわけができると、とたんに財布の紐が緩む。
●女性が男性と同じように働く環境の中で、がんばる自分を奮い立たせ、褒
めてあげるために、女性はご褒美買いをする。ご褒美消費は、がんばる女
性のストレスと経済力の増大と共に今後益々増えていくことだろう。
●高付加価値の商品を、無駄遣いと思わせず、幸せな気分で買っていただく
には、ご褒美に相応しい、女性の五感を刺激する「贅沢さ」と「癒し」の
演出が必要だ。

●商品に込められたメッセージやデザイン、提供方法、購入後の関係づくり、
すべては女性の心をつかむためにモノづくりの段階から考え、設計に組み
込んでいくべきだ。

女ゴコロをつかむキーワード

8 学ぶ

●女性は学ぶのが好きだ。自分にとってよりよい生き方を選択したい、生活
をもっと楽しみたいという意欲が高いからだ。資格取得に趣味、教養など、
学ぶ目的はさまざまだが、世の中のカルチャースクールやセミナー、講座の
受講生のほとんどは女性だ。
●そして、学びの先には消費がある。人は、学ぶともっとよいもの、本物に
触れたくなる。学びの中でステップアップしていくと、その時々の自分に相
応しいもの、レベルの高いものが欲しくなるのだ。
● “ モノあまり ”、“ コト消費 ” が叫ばれる成熟化社会では、とくに「学び」
は見過ごせないキーワードだ。
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