
ＲＤＳデータを使った経営革新
～ＲＤＳデータの重要性と実践ＲＤＳデータ活用術～

　　

　　　　　　　　　　　(有)ＣＡＭＥ

　　　　　　　代表取締役　長屋勝博

昨年９月　　　
僅か２週間で
売上が1.5倍
になった菓子
売場がある。
切っ掛けは、
ＲＤＳの活用
だった！　　



1.Ｈ＆Ｌ戦略の限界

　　　（週末のチラシ/イベントは限界）

1.スーパーの同質化競争

2.バーゲンハンター優遇

3.現場の人材不足

4.販促費の過大化

5.自店MDの混乱

6.愛顧客の不信



2.販促から見た　売上高の構造　

ＰＯＳデータで
「来店客数」
「平均売価」
「購入点数」
が分かる！

「顧客数」「来店頻度」は
ＰＯＳ以外の方法が必要



3.小売業の売上確保戦略

客数を増やす ・商圏拡大・出店　・商圏内浸透

・商圏補完　　　・店の改装など

来店頻度を高
める

・商品構成　　・営業日増

・アクセスの改善　・サービスなど

購買点数を増
やす

・安さ演出　　・関連購買促進

・欠品をなくす・安心感　など

平均単価を高
める

・付加価値　・高品質　・個性化

・増量や箱売　など



4.小売業の利益確保
スーパーは生鮮４品で利益を確保している
＜利益＝売上高‐変動費‐固定費＞

変動費を抑える

（仕入れをしっかり！）

死に筋商品を排除する

ロスを減らす/歩留まりを上げる

利幅の大きい商品を確保する

在庫を減らす

限界利益を高める

（付加価値を付ける）

生鮮品に強くなる

店内加工/インショップ導入

固定費を抑える

（人件費と物件費）

人材育成と合理的な人員配置

広告宣伝費の管理、経費削減



5.自店ＰＯＳと地域ＰＯＳ

1.POS活用・・日本とアメリカの違い

　世界で唯一オープンなｐｏｓデータ共有システム＝ＲＤＳ

2.情報力格差・・大手資本と中小資本
　　ＲＤＳの前では資本の大小は関係ない

3.自店POSデータの限界
　　自店のＭＤ特性が見えない

4.卸のデータと地域POSデータ
　　出荷データの限界＝サプライチェーン

*「比べて店検」データで何が見えるか！



1.「ＰＩ数量」…来店客千人当たりの買上数量

　　　　　　　類似項目　「ＰＩ金額」

2.「扱い率」…商品を取り扱っているお店の割合

　　　　　　　類似項目　「扱い店数」

3.「平売価」…商品の月間平均売価または部門の客単価

　　　　　　　類似項目　「販売金額」「平金額」

*補助的に使う表示項目

「数量比」…自店と地域の販売数量の比較

「数シ比」…自店と地域の販売数量構成比の比較

「ＩＴＥＭ比」…自店と地域の取り扱いアイテム数の比較

基礎知識その1.　　3つの表示項目
　



基礎知識その2.　　　商品類型について
＜商品ミックス・利益ミックスの立場から分類＞

1）定番品・・・粗利益低、ロングセラー、扱い店舗率

　　　　　　　高、価格周知

2）利益商品・・粗利益高、扱い率低、価格認知低

3）季節品・・・時期の限定、ロス率大

4）新商品・・・話題性、不安定性・・・この2つは別途検討

5）死に筋商品・・何をしても売れないものは売れな

い



6．カテゴリー検索で課題を明確に
「何をすれば売場がもっとよくなるの？」

「比べて店検」のメインメニュー
を見てみましょう２つの入り口
があります。まず、「カテゴリー

検索」を覗いてみよう

アイテム別検索は現状の
カテゴリーをどのように組みた
て直すべきかを検討するために

利用する

お店全体の中でどの売り場に
課題があるかを発見するために
「カテゴリー検索」を利用します

②調べる内容
を調整すると
きココを押し

ます

①ここを選択し
開きます



大分類は6つに

分けられている

自店のＰＩ数量値 地域のＰＩ数量値

地域との販売数量の
比較

自店と地域との
ＰＩ値の比較

地域と取扱品
目数を比較

地域と自店の販売
数量構成比を比較

①ここを開きます



菓子類はさらに５つの
小分類からなっている

この中から「菓子」に重点
を置く

自店、地域共に
PI数量が最も大きい

PI数量比で

最も弱い

客単価は地域と
ほぼ同じ

アイテム数も他の
菓子類に比べると

充実している

各部門担当者に目標ＰＩを割り振る

1.自店ＰＩ数量の大きな分野
2.ＰＩ数比の低い分野　　　　
3.担当者の能力と意欲　　　
4.問屋の協力の可能性　　　

に優先して活用する

構成比の大きい
解決可能なカテゴリー

から着手する
ポイント

例えば「菓子」を開いてみると



菓子の細分類を開きましょう
①ここを2度押すと
数値の大きい順
に整理できます

*#マークの
あるカテゴリーのみ

データが入っています

自店ＰＩ値も地域のＰＩ値も
大きくてＰＩ数量比の低い
チョコレートの「店検」から

始めることとします。
現在６４．５のPI値を８５
以上に引き上げることを
目指すことにします。

課題設定

②メニュー画面に
戻り「アイテム検索」

を開始します



7.アイテム別検索で改善案を見つける
目標は顧客支持率の向上

カテゴリーの内容を
チェックするのは
「アイテム別検索」

３つの帳票を見る
「定番品」

「利益確保商品」
「死に筋商品」

②ここを押して
検索条件を
入力します

今度はアイテム検索を
使ってみよう

①ココを押して
青い色にします



「定番品」は
10アイテム

当店の扱っていない
アイテムはここが空

白になります
新商品の
マーク

このデータから
「定番品」2アイテムが抜けている
ことがわかりました。基本的には

取り扱うべきものとして検討します。

地域のＰＩ値
に比べて全般
的に低い

明らかに値段の
高い商品がある

1.定番品のデータが出ました！

商談などに使うために、この画面をそのまま印刷した
いときはキーボードの「Ａｌｔ」と「Ｐ」のボタンを押してください



利益商品は
16アイテム

です

2.利益商品の一覧が出ました！

商談などに使うために、この画面をそのまま印刷した
いときはキーボードの「Ａｌｔ」と「Ｐ」のボタンを押してください

利益商品をどのように
決めるのかはお店の
戦略やカテゴリーの特
性により違います。

お店においていないけど
地域ではよく売れている

商品がいっぱい

新商品
マーク

表計算を使いたい時は
ここを押してください



商談などに使うために画面をそのまま印刷したいときは
キーボードの「Ａｌｔ」と「Ｐ」のボタンを押してください

最初に取り組む時はお店で取り扱っている
チョコレートのアイテム数の一割前後が「死に筋」の

可能性があると想定しましょう

商品のカットにおいては
新商品マークは慎重に

検討しましょう

3.死に筋商品のデータが出ました
ココの商品は

10万人のお客様が来店しても
2個しか売れていない

地域で殆ど扱っているお店がない商品

安くしても売れ
ない商品

よそではまずまずの
売れ行きをしている

商品



インスタントカレーと調理済みカレーを合わせた当店の実績は
自店ＰＩ数量　100.6＝千人客が来たら約100個売れる
自店ＰＩ金額　16，661＝千人客が来たら約16700円売れている
自店ＩＴＥＭ　89
調理品の中では1/3を占める大きなカテゴリーである

ちなみに地域は・・・ＰＩ数、ＰＩ金額共に当店の約半分である
地域のＰＩ数量　48.1
地域のＰＩ金額　82,60
地域の平均ＩＴＥＭ　93

カテゴリーの利益確保
事例（カレーによる）4.偽ロスリーダーチェックで利益確保



4-2.カレーの偽ロスリーダー発見

ロスリーダー失格
商品はＰＩ数の順位が低い

自店の値入率の低い順に
商品を整理した表です。

ロスリーダーとは利益はないが
販売数量の多い商品です。

「ＳＢとろけるカレー中辛」は立派な
ロスリーダーですが・・他は？

ＳＢゴールデンカレーのシリーズは
当店だけでなく地域でもマイナスの
値入率です。ロスリーダーとしての
賞味期限が尽きた？

カテゴリーの利益確保事例
（カレー）の続き



8.時系列分析を使う 1.当店の来店客実数

検索条件

8月12月3月の

ピークがある

前年より減少しては
いるが回復も見られる

安心していい？



当店も地域も共に来店客数
の増加傾向が見られるが！

地域の前年比来店客数
は横ばいから増加に・・・

当店の集客力に
課題あり？

当店の来店客は前年を下回っている

2.前年比来店客/地域と比較



参考　菓子PI数量の時系列グラフ

時系列グラフは季節変動と前年比の
二面性を合わせ持つ

一年間の「菓子」PI数の変化

菓子の地域PI数は
3~5月高く、10~12月低い

と推測できる

前年1~5月 動向を比較する 本年1~5月

前年に比較した
地域のＰＩ数は？

当店は昨年1~5月の

勢いはないが「高止まり」
しているといえる



9.　品揃えの充実を売り上げに結びつける要素

=PI数量を高める関数

1.イベント情報の確認＝「イベントの時はまず当店へ」

　商品の改廃に合わせて、エンド陳列作りやPOP作りをしよう

2.来店しやすい売場作りの確認＝「ついここにきちゃうんだよねぇ」

　陳列の見直し　従業員教育・訓練(インナーマーケテイング)
3.トラブルや例外対応の確認＝「困ったときはやっぱりこのお店」

　日常のお客様との信頼関係作り　関連売り場との協力・連携

4．実施後の評価＝「本当に上手く出来たか確認しなくゃ｣

　売場のリニューアルとリンクされた　①販促・企画、サービ
ス　　②問屋との協力関係　　③打ち出しのタイミング

＊ＭＤの要素を同期させて集中力を発揮する。！
　



10.「比べて店検」のメリットとデメリット

メリット
1.パートでも使える簡便さ
2.ローコストで利用できる経済性
3.情報の共有化により精度が向上
4.誰でも参加できる開放性

デメリット
1.メンテナンスが必要
2.継続利用が必須
3.ＰＢや生鮮４品に弱い

売場の活性化
発注精度の向上

卸との連携
仕入の改善
人材育成
人件費抑制

顧客満足の実現

ＲＤＳは進化する



小売業におけるメリット

 作業管理負荷やコストの削減

 同一規格商品＝同一コードのため、ＰＬＵコード登録/管理負荷やミスなどが削減

 インストアマーキング作業や パッケージ代などのコスト削減

 売上登録の精度向上とＰＯＳデータを活用したマーチャンダイジングの実現

 正確なＰＯＳ売上登録の実現

 品種別、サイズ別などの詳細ＰＯＳデータの活用による品揃えや販売方法の革新

 新しい販売方法による売上、利益のアップ

 複数種類の品種やサイズのりんごの同時バラ売りなどの実現

 消費者ニーズへのきめ細かな対応（好きなものを好きなだけ！）

産地、卸などにおけるメリット

 同時バラ売りなどの新しい販売方法や商品提案による売上、利益の拡大

 取引先毎の個別のマーキングやパッケージングなどの作業負荷やコストの削減

 地域や全国の店頭販売情報（ＰＯＳデータ）の利用による、効率的かつ効果的なマーケ
ティング活動の実現

11.11.生鮮ＪＡＮコードを普及させよう生鮮ＪＡＮコードを普及させよう !!



　　12.比べて店検Ｗｅｂのスタート
お試し版もあります　ぜひ　アクセスしてみてください



　　　　

　　　　13.ＲＤＳの仲間を増やそう！

　　　　　　　　世界で唯一！
　　誰でも「参加」できる地域ＰＯＳシステム
　　　　　「経営トップの決断が不可欠!」
1.ＲＤＳは情報共有化運動である

2.継続的な支援とトップの意思決定

3.小売の業務にビルトイン

4.成功事例の蓄積と周知

5.活用者への評価制度

6.大和言葉での指導・支援

7.広範な支援ネットワークの構築


