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第一章 はじめに 

私は一人暮らしをしており、週 2，3 回は牛丼屋に行っている。24 時間営業でお腹がすい

たと思えばすぐに行けるし、しかも牛丼並が 300 円前後で食べられるので、お金がない学

生にとっては非常にありがたい。時には、キャンペーンで牛丼並を 250 円で販売している

企業もある。逆を言えば、企業はこんなに低価格で提供して利益はあるのかと疑問にも思

う。 

また、牛丼屋だけでなく、2011 年現在日本は、デフレ経済といわれ、モノの値段が下が

り続ける現象が続いている。人々の財布の紐が堅くなり、少しでも安いものを買い求める。

企業にとっても、どうやってコストを抑えて安く売るかが今後の成長のカギと言える。そ

してその結果、同じ業界同士の価格競争も激しくなっている。 

そこで私は、低価格での提供で成功している企業に注目して、どのようにコストを抑え

ているのか研究した。 

 

第二章 なぜこのような現象が引き起こされたのか 

 そもそもなぜこのような現象が起こったのであろうか。なぜ企業はこんなにも価格を下

げているのか。中には無料やそれに近い価格の商品も増えてきている。  

私なりに、なぜこのような現象が起きたのか考察した。この疑問を解くため３つのキー

ワードをあげて説明しよう。「デジタル化」「成熟化」「不景気」である。 

 まず、「デジタル化」である。今は技術が発展してほとんどのモノがあまりコストをかけ

ず大量にコピーして作ることができる。こうなると、少しでもたくさんの顧客に、商品や

情報を届けたい企業はデジタル化できるものはデジタル化し、コストを抑えることができ

る。無料で提供している SNS や動画投稿サイト、ツイッター、検索エンジンも無料利用者

のうち、わずかな割合でも有料利用者になってくれれば売上げを上げることができる。 

 次に、「成熟化」である。日本ではあらゆる産業が発展し、消費者も欲しいものがなくな

ってきた。また、かつての大学生のステイタスであった、車を欲しがる人も減ってきてい

る。今では、節約を意識した慎ましい生活を送る人が増えてきている。このように社会全

体の消費意欲が薄れてきていると言えるだろう。そうなると、価格を無料、または低価格

でも使ってもらいたいという企業も増える。 

 そして最後に「不景気」。2008 年に起こったリーマンショックにより、消費者が価格によ

り敏感になり、よりこの現象が加速した。今では景気は少しずつ回復してはいるが、消費

者の価格に対する意識はなかなか薄れることはないだろう。 

 このようにして無料、または低価格で提供する企業が増えている。第 3 章は低価格戦略

で成功した企業の事例である。 
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第三章 低価格での提供に成功している企業の事例 

（１）サイゼリヤ 

大手イタリア料理チェーンサイゼリヤ。1973 年に株式会社マリアーヌ商会を設立し、そ

れまで営業していた「レストランサイゼリヤ」のチェーン展開を開始する。1987 年には商

号を株式会社マリアーノに社名変更。1992 年に現在の「株式会社サイゼリヤ」となった。 

今多くの飲食業界の企業が伸び悩んでいる中、サイゼリヤは低価格での提供で成功を収

めている。 

 

表 3-1  サイゼリヤメニュー（一部） 

商品名 価格 商品名 価格 

ミラノ風ドリア 299 円 辛みチキン 299 円 

マルゲリータ 399 円 ミックスグリル 559 円 

小エビのカクテルサラダ 459 円 シーフードグラタン 499 円 

タラコソース シシリー風 399 円 ハンバーグステーキ 399 円 

サラミとパンチェッタのピザ 399 円 ディアボラ風ハンバーグステーキ 499 円 

 

グラスワイン 100 円 

ドリンクバー 270 円（単品価格） 

 （サイゼリヤ HP 参照） 

 

表 3-1 を見ていただいても分かるが、ほとんどのメニューが 500円以下という低価格で、

幅広い年代から支持を得ている。100 円以下のグラスワイン、300 円以下のミラノ風ドリア、

ドリンクバーが３大名物メニューであり、特に、ワインの種類は数多く、50 種類ほどのワ

インを揃えるスペシャルな店舗もある(店舗によって用意しているワインの種類は異な

る)。 

また、サイゼリヤを調べるにあたって、周りの大学生に調査したところ、ほとんどの学

生が高校生または、大学生時代にサイゼリヤを利用していた。特に、300 円以下のミラノ風

ドリアはとても魅力的であり、それにドリンクバーをつけても 500 円以下（ドリンクバー

はセットメニュー価格で 180 円）ということもあり、何時間も話す学生にとっての憩いの

場にもなる。実際私もよく利用するのだが、夕方に行くと高校生の姿をよく見かける。 

では、なぜこのように低価格で提供することができるのであろうか。こんなに低価格で

提供しても赤字にならないのか。 
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徹底的な人件費削減① 

ムダとムラを省く意識をかたちにし、実践しているところがサイゼリヤの強みである。

サイゼリヤはセントラルキッチンで味や鮮度などの品質を一定に保ち、さらに、店舗での

調理にかかる作業を簡素化し効率を上げた。その結果、店舗では調理は全く行われていな

い。食材をカットする必要がないので、厨房には包丁がない（例外として、トマトとレモ

ンの 2 つの食材だけが、厨房でカットされる）。   

また、一般的に、レストランでは、フライパンや鍋で食材を炒めたりするイメージがあ

るが、サイゼリヤは“火”も利用していない。厨房は熱効率のよいＩＨクッキングヒータ

ーで統一されている。店舗によっては、昼時になればランチ客でごった返すが、厨房担当

の店員はわずか 2 人。注文は次々に舞い込むが、食材はセントラムキッチンでほとんど加

工されているため、注文が滞ることはない。客が少ないときは厨房を 1 人で切り盛りする。

作業数が少なく、簡素化されているので、教育も非常に簡単である。 

 

徹底的な人件費削減② 

一方、ホールに目を向けてみると、サイゼリヤの店員はおぼんを使わずに作業している。

その理由は作業効率を上げるためである。サイゼリヤのホールは基本 1～2 人でオーダーや

配膳、片付け、レジ打ちまでこなしているので、おぼんを使い作業していると、おぼんが

邪魔になって仕事の効率が下がってしまう。一見おぼんを使って片付けた方が楽そうな気

がするが、コツをつかめば大変ではない。 

 

製造直販業 

 

図 3-2 製造直販業  （サイゼリヤ HP引用） 
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 図３－２のように、サイゼリヤは外食業において「製造直販業」を目指している。製造

直販業とは、自ら商品開発～食材の生産～加工～配送まで一貫して行う形態のことである。

サイゼリヤではわずか十数店のころから 1000 店舗を視野に入れ、60 年構想で製造直販体

制を築いてきた。 

製造直販の最大のメリットは、品質と価格を自分たちでコントロールできるところであ

る。お客様に提供したいおいしさを実現しようとした時、おいしさの基準は自分たち以外

には非常に伝わりにくい。また、中間に様々な人手が介入すればするだけ意思が通じなく

なるばかりか、コストがかかってしまう。サイゼリヤは自ら産地に赴き、素材の開発、素

材の採り方、保管の仕方、加工の仕方、輸送の仕方に至るまで、すべての工程に踏み入り、

品質の向上とムダの削減に取り組んでいる。 

  

サイゼリヤ ～まとめ～ 

 サイゼリヤは、徹底的にムダを省き、デジタル化を行うことによって低価格で提供する

ことができている。その結果、同業他社の営業利益率（営業利益率とは、収益性分析の一

指標で、営業利益の売上に対する構成比を表す指標である。営業利益が会社の本業により

利益獲得力を示すことから、この指標を時系列、並びに、他社比較を行うことを通じてそ

の推移や現状を知ることができる）は 1～3%なのに対して、サイゼリヤは 14.7%（2010 年

8 月期）という数値を叩き出している。これを見ても最も成功している飲食業界の一つと言

えるだろう。 

また、日本だけではなく、海外でも成功を収めている。2010 年 4 月までに、中国大陸内

には合計 51 店舗（上海、北京、広州、深セン、恵州、蘇州）。中国大陸以外に香港や台湾、

シンガポールにも進出しており、今後もアジアを中心に店舗網を拡大していく意向である。 
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（２）QB ハウス 

 QB ハウスをチェーン展開するキュービーネット株式会社。創立は平成 8 年と若い会社だ

が、店舗数 416 店（2011 年 6 月 30 日時点）、従業員数 408 名（2011 年 6 月 30 日時点）

と今成長している企業である。表 3-3 はそれをグラフで表わしたものである。 

 

 

図 3-3 QBハウスの店舗数と従業員数 （QBハウス HP引用） 

無駄の省略 

 QB ハウスは従来の理髪店とは違い、全ての無駄を省いている。シャンプーや髭剃りと言

ったサービスを行わず、カットのみである。そのカットを 10 分 1000 円という安価で提供

している。もみあげは電気カミソリで揃えるだけ。カットを終えると壁に備え付けてある

吸引機で髪を取るだけと徹底した無駄の省略。所要時間がわずか 10 分というとこもあって

時間のないビジネスマンの人気を集めいている。 

 また、店内には、電話は置いておらず、予約はできない。お会計も両替には応じない。

お客さんにあらかじめ 1000 円札を持って来店してもらう。もし、散髪中に電話がかかって

きたり、両替を頼まれたら、多少なりとも時間はかかってしまう。それではお客さんに失

礼だし、実質的な値下げサービスとなってしまう。そのような時間のロスがないようにし

ている。従業員に対しても、時間に対する意識を高めるために、給与明細に１分あたりの

給与「分給」を記載している。 



8 

 

 

出店場所 

 QB ハウスは人のたくさん集まるところに出店しているが、特に力を入れてある場所に店

を出している。それは、駅や地下街、ショッピングセンターのトイレの脇である。 

 普通、トイレの脇に出店するとこは避けるはず。トイレのある場所はだいたい奥まって

いて目立たないし、特に清潔感を重視した理髪店が出店するような場所ではない。では何

故そのような場所に出店するのか。 

1 つは、家賃が安い。これは正直誰でも思いつく。誰もが思いつくがゆえに、誰もそのよ

うな場所には出店したいとは思わない。だから自然と賃貸料は安くはなる。 

しかしトイレの脇に出店する理由はもう一つある。トイレに行くと必ずと言っていいほ

ど鏡は見る。その際、「少し髪が伸びたな。隣に 10 分で済む理髪店があったから行こう。」

と思う人が出てくる。これこそが、トイレの脇に出店する理由である。人の心理と行動と

読んでビジネスに活かしたのだ。 

 

他の期待値の要素 

 雑誌のモデルなどを見てこんな髪形にしたいと思い、美容院に行って髪を切ってもらう

と、1 時間後には自分の理想とはかなりかけ離れた姿になったという経験をした人も多くい

るはず。美容師は「とってもお似合いですよ。かっこいいですね。」と言うが、それは気休

めでしかない。結局は、自分が納得しないと散髪代を損した気分になる。それは、元々の

期待値が高いからそうなるのである。こんな髪形にしたら絶対かっこよくなると高い理想

を抱いて行くから、理想の髪形にならなかった時のショックは大きい。実際はモデルと自

分は顔が全く違うのだから似合うに合わないがあるのは当然である。 

アメリカのマーケティング会社 J.D.パワーは、顧客満足度＝実感値－期待値と定義して

いる。 

QB ハウスは、その期待値をあえて下げている。来店するお客さんはたかが 10 分の散発

で自分の理想とする髪形になるとは思わないだろう。ただ髪が伸びたからスッキリさせた

いと思って来店する。 

 

まとめ 

QB ハウスは他の理髪店とは違う 5 つの要素の期待値を提供している。それは、低価格（ロ

ープライス）、短時間（スピード）、高利便性（コンビニエンス）、ヘアカットのみのサービ

ス（シンプル）、予約なし（フリー）である（QB ハウス HP 参照）。お客さんは何らかの期

待をしないと来店はしない。QB ハウスは他の理髪店にはないこの 5 つの手軽さを提供する

とこで成功している。 
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第四章 低価格戦略で成功した企業の比較 

 第 3 章では低価格戦略で成功した企業の事例を研究した。第 4 章は同じ業界で低価格で

提供している企業同士の様々な点を比較した。 

 

（１）ユニクロ VS しまむら 

  アパレル業界の 2 大巨頭。ユニクロとしまむら。表 4-1 を見ていただいても分かるが、

世界的にも売上げは上位に位置している。 

 

表 4-1 2010 年度アパレル業界売上ランキング 

 

    売上高 

1 位 Gap 1 兆 2777 億円 

2 位 H&M 1 兆 2167 億円 

3 位 Inditex 1 兆 2152 億円 

4 位 Limited Brands 7768 億円 

5 位 ファーストリテイリング 6850 億円 

6 位 Next 4427 億円 

7 位 しまむら 4296 億円 

8 位 Primark 3008 億円 

9 位 Abercrombie＆Fitch  2635 億円 

10 位 Arcadia 2466 億円 

 

両社の成功の要因は低価格戦略である。あくまで人々の生活を豊かにする「顧客志向」

が基本的理念である。その結果「衣料デフレを身に付けた数少ない勝ち組アパレル企業」

になったのである。しかしこの両社は全てにおいて対極である。 

  

ターゲットの違い 

 一般的にアパレル企業は、「顧客セグメント」つまり、「どんなお客さんをターゲットに

するか」をまず絞り込むが、ユニクロのターゲットは男女問わず、あらゆる年齢層、幅広

い。その代表的な商品がユニクロのフリースである。1998 年頃フリースブームがユニクロ

の躍進とも言える。1998 年には 200 万枚、1999 年には 850 万枚という驚異的な枚数を販

売しました。また、ユニクロの CM には大人から子供まで出てくるものもあり、幅広い世

代をターゲットにしてることが分かる。 
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 一方しまむらは、20 歳～50 歳までの主婦をターゲットとしている。日常生活のために使

用する衣料品を販売し、デイリーファッションのレベルを向上させることが、国民生活の

なかで一番大切なことと考えている。 

 

店舗数 

 店舗数はユニクロが国内店舗数 843 店舗（2011 年 11 月）。しまむらが国内店舗数 1234

店舗となっている（図 4-2）。意外にも、しまむらの方が店舗数は多い。私自身、大学で神

奈川に来るまでしまむらの存在すらしらなかった。一方、ユニクロは地元にもありよく買

い物もしていたので知っていた。他にもそのような人は多くいるであろう。ではなぜ、店

舗数が多いしまむらの方が知名度が低いのか。 

 それは、立地条件が原因である。全都道府県にあるとはいえ、しまむらは郊外やローカ

ル立地が主体で、車で行けるような場所にある。また主要ターゲットが地元の主婦層であ

る。それではあまり目立たない。片やユニクロは、駅の近くなど都心部にも店舗があり、

人も目にもつきやすい。これが知名度に差が出ている。 

  

  

図 4-2 ユニクロとしまむらの店舗数比較 

 

商品戦略 

 ユニクロは SPA（Specialty Store. Retailer of Private label Apparel）を採用している。SPA

とは、自社でオリジナル商品の開発を行い、自社で販売する方法である。その方法によっ

て、消費者の需要にすぐに対応でき、それをメーカーの工場に委託するなどしながら自社

オリジナル商品として販売することができる。また、大量生産もでき、製造コストの管理

も自社で行うことが可能となり、コストのコントロールが可能となるメリットもある。 

 対するしまむらは、集荷型、つまりメーカーなどから商品を仕入れる品揃え型小売業で

ある。こちらはメインターゲットが主婦層なので、価格への抵抗感を感じず、気軽に買え

る商品を広範囲に品揃えしている。女性は特に服にこだわりを持っているので、女性（主

店舗数　2011年11月

834
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婦）同士で同じ服を着てしまうのを極端に嫌う。だから、しまむらの商品構成は「多品種、

多アイテム、少量品揃え」が基本だ。300~350 坪の標準店ではユニクロの約 100 倍の 4~5

万アイテムを置いている。「リピート（追加仕入れ）不要。売り切れ御免」という独自の考

えを持ちユニクロとは全く逆の考えを持っている。 

 つまり、ユニクロは、自社開発の商品を責任持って売り切る業態なので、そこに問屋が

介入する余地はない。しまむらも、100%自社物流だから、問屋は不要である。これを図で

表したのが図 4-3 である。通常、商品は「製」（生産機能）、「配」（中間流通機能）、「販」（小

売り機能）という独立した機能を経て消費者の元へ届く。しかし、ユニクロは、「販」と「製」

を直結させることで「配」を不要とした。「販」と「製」の分離型のしまむらは、「配」を

内包した。つまり、今までの「製」「配」「販」という分業システムを垣根から破壊したの

である。 

                        しまむら（仕入れ先が約500社ある） 

 

図 4-3 ユニクロとしまむらの分野カバー 

 

 マーケティング戦略 

 ユニクロとしまむらで共通する部分もある。それは、「価格の安さ」である。しかし、他

の衣料チェーンと比べて安いから売れているという単純なものではない。両社は、カジュ

アルウェアやデイリーウェアにおける“絶対価値”を作り出したのだ。「カジュアルウェア

はユニクロ。デイリーウェアはしまむら」という構図を世間に根付かせた。いくら他社が

うちより安く売ろうがそんなのは関係ない。あくまで重要なのは、顧客のニーズであり、

顧客から見たリーズナブルな価格の追求なのである。 

 では、その“絶対価値“をどうやって生みだしたのか。それは、ユニクロはブランディ

ンの強化。しまむらはストアロイヤルティの強化である。 

 ブランディングとは、顧客や消費者にとって価値のあるブランドを構築するための活動
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である。ユニクロがブランディンの強化をするのは単純な理由である。SPA を取り入れて

いるユニクロにとっては商品そのもののブランディングが効果的であるからだ。 

 一方、しまむらが力を入れているストアロイヤルティとは、消費者が複数の店舗の中か

ら特定の店舗を選び、継続的な傾向をもってその店舗で購買を行うことである。集荷型の

しまむらにとっては、店そのものの魅力とイメージ強化を地道に打ち出すのが得策である。 

元々ブランディングやストアロイヤルティは、高級ブランド店など、狭い市場向けのマ

ーケティングであったが、ユニクロとしまむらはそれらを大衆向けのものにした。両社は

ただ単に安いから人気になったわけではない。こういった地道な戦略を行った結果、世界

的に売上上位の企業になったのだ。 

  

 

人材開発 

 ユニクロの経営の主導権は各店舗にある。少アイテムでリピートオーダーが主体なら、

現場の判断が重要だからである。「本部は店舗を支援するための存在」というのがユニクロ

の柳井社長の考えである。そして、店舗を任される店長をスペシャリスト育成に力を入れ

ている。そこで、ユニクロは SS（スーパースター）店長制、FC（フランチャイズチェーン）

オーナー店長制というのを設けた。 

SS 店長制とは、在庫調整、陳列や店舗発注権限などかなりの部分で自由裁量権を与え、

店の営業利益目標の達成度をボーナスに直接反映して、店長ごとの年収に大きな差が出る

ようにした。そうすることで、店長のモチベーション、やる気が上がり、店の売上げも良

くなると考えたのだ。 

FC オーナー制とは、SS 店長制よりもかなり審査基準が厳しくなる。①ユニクロ在籍が

10 年以上、②ユニクロの哲学を肌で理解しているか、③店長か SV（スーパーバイザー）の

経験が 3 年以上、④FC 店が立地する土地に本人か家族何らかの所縁がある、⑤自己資金（約

1000 万円）の用意ができる、の 5 点が必要資格である。その上で役員会による厳しい審査

を経て、最終的に会長、社長面接（妻帯者は奥さんの同伴）にパスしなければならない。 

SS 店長制、FC オーナー店長制の中には、年商 7 億の店舗を 10 億にした店長や、30 歳

代後半で年収 1000 万円強もらっている人もいる。ユニクロはこうした店長の育成に力を入

れている。 

一方しまむらの主導権は本部にある。売り切れ御免のしまむらでは、次に展開する新商

品が売れるかどうか、その判断は現場ではなく、バイヤーなので本部管理が必要不可欠で

ある。店舗に目を向けてみると、店長の 6 割がパート出身者である。力のあるパートはど

んどん格上げ（店長）する方針をとっている。そのパートの比率も 80%以上と非常に高く、

その多くは家庭の主婦である。それは、人件費削減といったコスト面からの理由だけでは

ない。しまむらのメインターゲットはもとより家庭の主婦だ。したがって顧客とのスムー

ズにコミュニケーションがとれ、店や商品などに対する要望を本部が吸い上げやすいとい
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ったメリットもある。 

そして、しまむらは 2、3 年周期で配置換え、担当換え、部署換えとなる。“高速配転主

義”のしまむらは、ユニクロとは逆にゼネラリストの育成に力を入れている。「企業全体が

分かる人をいかに養成するかが大事。でないと組織が回らない」というのがしまむらの考

えである。実際働いている現場の社員は、「様々なことが経験でき、他にやったことのない

部署も楽しみ」と、非常にやりがいがあるように思える。同じ仕事の繰り返しではなく、

様々な体験ができるのでこの高速配転主義は、ある意味気分転換になるので社員にとって

もいいことなのかもしれない。 

 

まとめ 

 ユニクロ、しまむらはそれぞれ違う方法でここまで成長してきた。ただ単に安いから売

れているのではなく、様々な企業努力、経営戦略のもとでここまで発展していきたと言え

る。他の衣料量販店はまず価格を「ユニクロ合わせ」や「しまむら合わせ」と言ったとこ

ろから始まるが、それだけでは意味がない。一時的に流行ったりもするかもしれないが、

それでは持続性がない。両社の様に、地道な経営戦略が必要不可欠である。 

 今のところ売り上げ面ではユニクロがリードしている。また、ユニクロの姉妹ブランド

“g.u”の売上げも好調だ。g.u はユニクロよりも安価で提供し、最近では AKB48 の前田敦

子さんを起用しており、今後も成長していくであろう。このままでは、しまむらだけでな

く全ての衣料量販店は危ない。しまむらもユニクロの様に何か新事業を打ち立てなければ

ならないのかもしれない。そうでないとファーストリテイリングに飲み込まれてしまう可

能性もある。 

 

（２）牛丼戦争 

 近年価格競争が激しい牛丼業界。今や牛丼業界は吉野家、すき家、松屋、なか卯、この 4

社がほぼ独占している。安い、早い、うまい、ということもあって学生や時間のない人に

とって牛丼屋は非常に便利である。一昔前は、牛丼屋といえば、サラリーマンが一人で食

べに行くというイメージもあったが、今では家族連れをターゲットにしている企業もある。

そして牛丼の種類も豊富になってきて女性からの人気も上がっている。 

 ここでは、吉野家、すき家、松屋の 3 社の様々な点を比較をした。また、なか卯はすき

家と同じゼンショーHD ということもあり割愛させてもらう。 

 

売上ランキング 

 表 4-4 を見ていただいても分かるが、牛丼屋の老舗、吉野家が苦戦を強いられていかる。

吉野家に変わり、すき家が 1,006 億円とトップ。また、外食業界全体でも、売上高だけを

見ると、今まで不動のトップの地位にいた日本マクドナルド HD を抜いて１位となってい

る。（2010 年度） 
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図 4-4 牛丼チェーン店の売上げ比較   単位：億円 

 

価格 

 牛丼並（牛めし）並の一杯の料金は表 4-5 の通りである。すき家が他の 2 社に比べたら

非常に安い。価格競争では一歩リードしている。すき家は主に豪州産の肉を使用しており、

米国産（豪州産の約 1，5 倍）を使用している吉野家、松屋より安く提供できる。 

 また、すき家は牛丼並を 30 円引きの 250 円に、吉野家は業界最大の 110 円引きの 270

円に、松屋は 80 円引きの 240 円にするなど、ほぼ同時期に牛丼値引きキャンペーンをたび

たび行っている。これは、業界全体を盛り上げようとする動きなのだが、先月（2011 年 11

月）に行われた値引きキャンペーンは 3 社とも前年割れをするといった結果に終わった（す

き家は前年同月比 1.3％減、吉野家は 6.4％減、松屋は 4.5％減）。天候も悪く影響したと考

えられるが、専門家からは「値引きの実施もさすがに 2 年がたつと薄れてくる。値下げ以

外の目新しい軸を打ち出す過渡期にさしかかっている」（引用：11月の牛丼売り上げ、大手３

社とも前年割れ yahooニュース）との指摘もある。 

 

表 4-5 牛丼並の一杯の価格 

  牛丼並（牛めし）の価格 

すき家 280 円 

吉野家 380 円 

松屋 320 円 

（すき家、吉野家、松屋、各 HP 参照） 

 

 

人気ランキング 

1006 

288 

905 

624 

すき家 なか卯 吉野家 松屋 

牛丼売上ランキング（2009年度） 
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 人気度で言えば吉野家が他の 2 社を圧倒している。表 4-6 を見てみると、年配になるに

つれて吉野家の人気が上がっている。60 歳以上を見てみても、2 位のすき家の倍以上離し

ている。吉野家は老舗ということもあり、知名度が高い。そうなると、年配の方は、どう

しても昔から自分が知っている吉野家の方に行く傾向があるようだ。 

 しかし、29 歳以下の人気はさほど大差はないが、すき家がやや高い。やはり若年層は価

格を気にしているので、少しでも安いすき家に行きがちのようだ。逆に、お金の余裕のあ

る年配層にとっては、価格などあまり気にしないので、吉野家が年配層に人気の要因であ

る。 

 男女で比べてみると、男性の吉野家の人気は他の 2 社と比べて非常に高い。しかし、女

性の方に目を向けてみると、すき家と吉野家は男性ほど大差がない。これは、すき家には

女性向けのメニューがあるからである。それがここまで僅差である証だ。松屋はどの年代

もほぼ人気は横ばいではあるが、女性人気が非常に低い。松屋はカウンターの席が多く、

店舗の多くは駅前にあるので、会社帰りのサラリーマンをよく見かける。そういった点が

女性にとっては入りにくいのだろう。松屋にとってはこの女性人気の向上が今後の課題と

も言える。 

 

 

図 4-6 牛丼人気ランキング 

（URL: http://livedoor.blogimg.jp/chaaaahan/imgs/b/2/b29f3129.jpg  引用） 

 

店舗数 

 店舗数でもすき家がトップである。2008 年 9 月にそれまでトップであった吉野家を抜き、

今では、47 都道府県合計 1,727 店となっている（2011 年 11 月現在）。 

2 位は吉野家。全都道府県合計 1,189 店となっている（2011 年 11 月現在）。また、吉野

http://livedoor.blogimg.jp/chaaaahan/imgs/b/2/b29f
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家は海外進出もしており、アメリカやアジアに 489 店舗展開している。すき家もアジアを

中心に海外進出はしているが 15 店舗とやや遅れている。 

3 位の松屋は 860 店舗と 2 社に比べるとやや少なめ。都道府県 33 県にしかなく、全国ど

こにでもある訳ではない。海外には中国に 3 店舗進出している。 

   

図 4-7 牛丼チェーン３店の店舗数比較（すき家、吉野家、松屋、各 HP 参照） 

 

多業態戦略 

 この３店は牛丼屋だけでなく、他にも飲食店を経営している。 

 吉野家ホールディングスは、京樽や、VOLKS、ステーキの DON など。その中で一番有

名なのが、はなまるうどんである。かけうどん 100 円という超低価格で、提供するまでの

時間が非常に速いのが魅力である。てんぷらやカレーなどのサイドメニューも豊富で、ほ

とんどのお客さんはかけうどんだけ食べるのではなく、てんぷらなどサイドメニューも一

緒に注文する。また、セルフ式というのが、はなまるうどんの特徴である。セルフ式にす

ることでわざわざ店員が客席に行って注文を取らなくて済み、後片付けも非常に簡単であ

る。このようにしてコストを抑えることで、低価格での提供をすることができる。図 4-8

は、はなまるうどんの店舗数と売上高だが、あまり波がなく、安定しているといえる。 

店舗数　2011年11月

1727

1189

860

0

500

1000

1500

2000

すき家 吉野家 松屋

すき家

吉野家

松屋
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図 4-8 はなまるうどんの店舗数と売上高（はなまるうどん HP 引用） 

 

 すき家のゼンショーグループは、非常に多くの飲食店を展開している。なか卯をはじめ、

COCOS、ジョリーパスタ、Big Boy など、グループ店舗数は 4,256 店（2011 年 12 月）に

も及ぶ。関東を中心に 165 店（2011 年 12 月）展開している、華屋与兵衛もゼンショーグ

ループである。「独自の和食文化を創造する」というコンセプトのもと、自慢の本格江戸前

鮨や、店舗で茹で上げるこだわりのうどんを中心に、日本の伝統と革新を織りまぜた商品

を提供。真心こめた、和のおもてなしを大切にしているということもあって、店内はゆっ

たりと、落ち着いた雰囲気である。すき家やなか卯などとは違い、価格の方もやや高め。

客層も年配の方や、家族連れなどが中心で、学生や若者はあまりいない。しかし、ファミ

リーレストランでこのような空間を提供しているところは他にはあまり存在していなく、

店舗設計において日本的な風格と地域密着型の親しみと安らぎを感じさせる空間造りを心

がけ、シンプルモダンで飽きのこない外観で、どの街並みにも調和する。これが、華屋与

兵衛の魅力であり、人気を得た戦略でもある。 

 松屋フーズグループも寿司業態のすし丸・すし松やラーメン業態のセロリの花など様々

な飲食店を展開している。とんかつ業態の松乃家も松屋フーズグループの一つである。そ

の魅力は何と言っても価格の安さだ。表 4-9 はとんかつ屋チェーン店、和幸とさぼてんのロ

ースかつ定食(膳)を比較したものである。見ていただいてわかるが、価格が 2 倍以上違う。

質より価格という低価格志向の学生や若者にとっては非常に魅力的である。 

 このように大手牛丼チェーン店は牛丼だけでなく、様々な飲食店を展開している。 
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表 4-9 ロースかつ定食（膳）の比較 

  ロースかつ定食（膳） 

松乃屋 490 円 

和幸 1,360円  

さぼてん 1,250円 

 

その他各店舗の特徴 

吉野家 

 人気では NO.1 の吉野家。その強みは知名度。牛丼屋の老舗だからこそブランド力がある。

また、他の 2 社は積極的に期間限定メニューを開発しているが、吉野家は新商品、期間限

定メニューをあまり開発しない。だから、メニューもそれほど多くはない。特に、すき家

はお客さんのニーズに合わせた商品を提供している。家族連れ、女性をターゲットとした

メニューが多い。しかし吉野家は、お客さんにはこだわり抜いた商品を食べてもらおうと

しているのが、他の 2 社とは違う点だ。 

 そんな中、他企業に対抗するために販売を開始した牛鍋丼（2010 年 9 月販売開始）は吉

野家の売上に大きく貢献した（図 4-10）。販売した 9 月は、売上 109,2%（前年比）、客数

128,0%という好成績を残し、結果、下期売上累計 101,3%（前年比）となった。上期売上累

計が 91,0%ということを考えれば、牛鍋丼の販売は成功したと言える。 

 

図 4-10 牛鍋丼販売前と販売後の比較 （吉野家 HP 参照） 

 

すき家 

 すき家の特徴と言えば何といっても価格だ。280 円（牛丼並の価格）と吉野家の 380 円、

松屋の 320 円と他の牛丼チェーン店比べてはるかに安い。牛丼並の値段を 2009 年 4 月に

350 円から 330 円に値下げ、2009 年 12 月にはさらに 280 円に値下げし、2010 年 4 月の売

牛鍋丼販売前と販売後の比較

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

売上高

客数

売上高 90.4% 109.2%

客数 97.8% 128%

2010年８月（牛鍋丼販 2010年９月（牛鍋丼販
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上は前年同月比 23％増となっている。 

 牛丼のメニューの豊富さもすき家の人気の要因である。牛丼のメニュー（カレー、定食

は除く）だけでも、13 種類もある。週に何度も訪れる人もこれだけメニューがあれば食べ

飽きることはない。また、その中には、家族連れ、女性をターゲットにしたメニューも多

くある。牛丼ミニ（意外にも吉野家にはない）、３種のチーズ牛丼、牛丼ライトなどはまさ

にその代表である。また、CM を見てもそのことが分かるだろう。出演している俳優の方々

を家族の設定にし、家族みんなですき家に行き、ご飯を食べるというものである。私自身、

吉野家、すき家、松屋の 3 店の中ですき家に一番行く機会があるのだが、お昼時になると、

多くの家族連れで店内はごった返している。すき家は老若男女全ての人をターゲットにし

ていると言える。 

 

松屋 

 松屋の特徴もまたメニューの豊富さである。しかし、すき家と違うのは、バラエティー

に富んだメニューを置いているところだ。すき家は、牛丼をベースにそれに様々なトッピ

ングをしたメニューに富んでいる。松屋は、牛めしだけでなく、ハンバーグ、キムチチゲ、

定食と様々なメニューを置いている。 

また、他の 2 店はサイドメニューとして置いている味噌汁が、どのメニューにも付いて

くるところも松屋の売りの 1 つである。 

 

まとめ 

 今、吉野家が苦戦を強いられている。表 4-11 は 2011 年 11 月の 3 社の営業成績だが、前

年同月日のマイナス 6，4 となっている。他の 2 社も売上高はマイナスなのだが、吉野家が

一番落ち込みが大きい。2011 年 9 月には牛鍋丼をリニューアルし、サイドメニューも増加

して売上アップを図ったが、一時的には客単価も上昇したものの、11 月は失速。結果、マ

イナスとなった。12 月 8 日に新メニューとして登場した焼味豚丼で巻き返しをねらう。ま

た、焼味豚丼だけでなく、今後はすき家の様に、家族連れ、女性などをターゲットにした

メニューの開発し、客数の増加が今後の発展のカギであろう。 

 松屋は、客単価は低かったものの、その分を客数でカバーしているので、吉野家より売

上げは上であった。客単価が低かった原因として、2011 年 11 月は 17 日から 24 日に牛め

し並盛 240 円、24 日から 12 月 1 日まで牛焼肉定食・牛カルビ定食 100 円引きという長期

でキャンペーンを行ったからである。これが大きく影響したようだ。また松屋は、すき家

と比べて店舗数は 2 倍近く離されている。すき家は今、店舗数が急増している。2010 年 11

月から 2011 年 11 月の 1 年の間に 208 店舗も増やしている。もちろんむやみやたらに店舗

を増やせばいい訳ではないのだが、このままだとすき家に大きく離されてしまう。松屋も

今後は店舗拡大をしなければならないのだろう。 

すき家も同様に 2011 年 11 月 11 日から 23 日まで牛丼並 250 円と値下げキャンペーンを
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したので、客単価はマイナス。キャンペーンをしなくても牛丼並 280 円という業界で最も

安い価格で提供しているので、今後は客単価の増加が課題である。また、すき家は多発し

ている強盗対策にも力を入れないといけない。これでは、すき家の信用問題にも関わって

くる。深夜の時間帯の店員数を今までの 1 人から 2 人体制にすると、年間約 38 億人件費が

かかるとも言われているが、この問題を無視するわけにはいかない。 

  

図 4-11 2011 年 11 月の営業成績比較 

（URL; http://www.garbagenews.net/archives/1867711.html 引用） 

   

第 5 章 まとめ・考察 

価格を安価で提供している企業は、独自の戦略を打ち立てることで低価格での提供に成

功している。サイゼリヤは徹底的に無駄を省くことで、QB ハウスは今までになかった時間

単位でのカット。これが、忙しいサラリーマンたちやカットを早く済ませたい人に絶大な

人気を博した。ユニクロは自社で開発・販売をすることで、しまむらは 100%自社物流をす

ることでそれぞれ問屋を不用とし、低価格での提供に成功している。牛丼チェーン 3 店も

切磋琢磨激しい競争することで、国民から人気を得ている。しかし、牛丼業界も今不振に

陥っている。 

2011 年 11 月の外食産業全体の売上高は前年同月比 1.0%増で、2 カ月連続で前年を上回

った。ファストフードは 2.7％増で 3 カ月連続のプラス。洋風が 4.1％増、麺類が 9.0％増だ

ったが、和風（牛丼チェーンを含む）は 1.9％減だった。特に 2011 年はラーメンブームが

起きており、麺類の売上は前年に比べると非常に高い。雑誌、テレビで多く取り上げられ
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このブームはなかなか終わるものではないだろう。 

また、牛丼業界の不振の原因として、値引きキャンペーンのやりすぎというというのも 1

つである。牛丼の値引きセールは 1 年中どこかの店でやっているイメージが在るため珍し

くない、という声が多く上がっている。牛丼チェーンの値引きキャンペーンはかつて外食

産業の「お祭り」的なイメージがあった。キャンペーンの度に行列ができていて、例えば、

吉野屋が 2001 年 4 月に行った時には、通常代価 400 円の並盛りを 250 円で販売したとこ

ろ、来店客数は通常時の 3 倍になり、全国 770 店舗中 100 店で一時は食材が底をついたと

いう時代もあった。 

このままでは 3 社とも共倒れしてしまう可能性もある。牛丼チェーン店のライバルは同

じ牛丼業界の企業だけではない。ファストフード、ラーメン屋、ファミリーレストラン全

てがライバルであるため、他の外食産業のことも考えなければならない。ではどのように

すれば牛丼業界が盛り上がるのか。 

2011 年現在、様々な地域が同じ食材を使って競い合う“食の祭典”が各地で開催されて

いる。B 級グルメ選手権に始まり、ねぎサミットやうどん EXPO など。このうどん EXPO

で言えば 2 日間で役 7 万人が訪れ、経済効果は約 7 億円もあった。もちろんこのような食

の祭典、地域の活性化、沢山の方に各地域の郷土料理を知ってもらおうというのが目的で

ある。しかし、このように同じ業界内で協力し、競い合うことが業界を盛り上げるひとつ

の手段である。各地域と企業同士と違う部分もあり難しいとは思うが、牛丼業界もこのよ

うな革命的な戦略を打ち立てる必要である。 

そこで私が考えたのは、牛丼スタンプラリーキャンペーンである。牛丼チェーン店の吉

野家、すき家、松屋それぞれで一回食事をすると、その際に一つスタンプを押してもらう。

３店全てのスタンプが集まると、牛丼並一杯無料、またはおもちゃやお菓子などの景品を

プレゼント。また、スタンプが 30 個溜まると牛丼に繋がりがある“キン肉マン”の T シャ

ツをプレゼント（もちろんキン肉マンの作者のゆでたまごさんの協力が必要）。これは、以

前すき家となか卯でやっていたキャンペーンである。（余談ではあるが、私自身キン肉マン

のファンということもあり、すき家となか卯に行きつけて手に入れた。）スタンプラリーキ

ャンペーンは、牛丼値下げキャンペーンとは違い、行く喜び、スタンプを集める楽しみが

あるのが魅力である。 

これは、各企業の売上げ向上が目的ではなく、牛丼業界を盛り上げるため、一人でも多

くの牛丼ファンを増やすのが目的である。「この前はすき家に行ったから今度は吉野家に行

こう」「今スタンプが 2 つ溜まっているから今日でスタンプを完成させよう」といったお客

さんが牛丼屋に来店する。その中で、「牛丼おいしい。今度から普通に食べに行こう」と思

うお客さんは少しでもいるかもしれない。非常に地道ではあるが、このようにして牛丼フ

ァンを少しずつ定着させることが牛丼業界の盛り上げに繋がる。一度ついたファンは非常

に根強い。また私事になるのだが、私は牛丼ファンである。高校生のころから自然に牛丼

屋に行くようになり、それは今でも続いている。特定の牛丼屋に行くのではなく、その時
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の気分や状況によって行く店を決める。このような人は他にもたくさんいるはずだ。スタ

ンプラリーキャンペーンでこのような牛丼ファンが一人でも増えれば大成功である。 

競争している企業同士が手を取り合って協力するのは非常に難しいことである。私が考

えたのはファンを一人でも多く増やそうというごく一部の戦略でしかない。しかし、停滞

時期に陥っている 2011 年現在の牛丼業界には、このような今までにない新しい戦略を打ち

立てる必要があると私は考える。 
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