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はじめに

　近年，日本の百貨店業界の話題にはあまり明るいものがない。ネット通販をはじめとする新し

い小売業態が隆盛する中，百貨店に関しては閉店や売上げ低迷といったニュースばかりが目につ

き，衰退産業と揶揄されているのが現状である。（【グラフ1-1】参照）売上高では， 6 兆円を割

り込み，店舗数も減少の一途である。

【グラフ1-1】

　

　しかし，最初の近代的小売業態として登場してきた百貨店は，様々な業態革新を経ながら今日

でも生き残っている。見方を変えるなら，厳しい業態間，企業間の競争の中から，様々な新しい

業態技術を取り入れ，進化してきた近代的小売業態の発展過程のひとつといえる。特に，他の小

売業態と大きく異なるサービス価値の提供に関する業態技術として日本の百貨店には外商という

仕組みが存在する。しかし，百貨店の店舗や商品政策に関する研究は多数存在するものの，外商

という部門を取り上げたものは極めて少ない1。本論は，こうした日本の百貨店の外商に着目し，

サービスという観点からその機能と役割を明らかにするものである。

（出所：日本百貨店協会ホームページより）
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1．ドラッカーによる「顧客の創造」に関する理解

　ドラッカーはその著書『マネジメント』において，「企業の目的は顧客の創造である。企業は

二つの，ただ二つだけの企業家的な機能をもつ。それが，マーケティングとイノベーションであ

る。」と述べている。製造業を中心とするマーケティングが議論の中心であった時代に，顧客が

手にする価値は，「財やサービスそのものではない～すなわち効用である」と定義した上で，「顧

客こそが企業を存続させる」基盤であると主張した2。

　ドラッカーにおけるマーケティングは，顧客の観点から見たニーズ，現実，価値からスタート

する企業の基本的な機能である。したがって，単なる売り手本位の販売技術とは正反対であり，

「マーケティングの理想は販売を不要にすることである」となる3。そして，非常に興味深いのが，

このマーケティングの実行に関する例として，17世紀中ごろに創業の途にあった呉服商の越後屋

（現三越）を「デパートの原型」として挙げている点である。「マーケティングとは販売を不要

にすること」というドラッカーの言葉と，百貨店における外商営業の存在をどのように理解すべ

きか。本論の課題はそこにある。

2．百貨店外商営業の仕組みと役割

　日本における近代的百貨店の生成は，1904年の三越による「デパートメント宣言」まで，待た

なくてはならない。しかし，その後大きく成長を遂げる百貨店においてもなお，売上げの少なく

ない部分を呉服商時代から続く得意先への外商（外売り）という方法に依存している4。大衆化

と顧客の囲い込みの両面で顧客を創造してきたところに，日本の百貨店の特徴がある。

外商営業の組織

　現在日本国内で営業を行っている百貨店のほとんどに，外商部もしくはそれに類似する組織が

存在する。ただし，その組織形態は多様で名称そのものも統一はされていない。首都圏をはじめ

とする大都市の百貨店と地方の百貨店，売場面積や売上規模，商圏内の順位やステータスによる

組織形態の差異がみられる。ここでは，まず一般的によくみられる顧客タイプ別組織形態を整理

するところから始める5。百貨店の外商営業は，取扱い品目が多種多様で，商品別組織は編成し

づらい。したがって，組織は「法人」と「個人」という顧客タイプ別に組織されることとなる。

（【図1-2】参照）

　外商部は，店舗販売を統括する販売部と並んで各店舗に設置される場合と，法人外商部を店舗

から独立させて，複数店舗の法人顧客を統括する組織形態がある。法人外商のビジネスは，扱い

高が大きく，また高度にカスタマイズする専門分野を多く有することから，専門担当部署として

店舗から分離する傾向にある。特に建装や内装インテリア，不動産ディベロッパー，人材派遣，

1 新井田，水越 [2013]。PP.63-75
2 ドラッカー [2008]。P.74
3 同上。PP.76-78
4 大丸松坂屋の2016年 2 月期における決算においても，7632億円2200万円の百貨店売上げのうち，約 2 割にあた

る1523億円が外商部門における「掛売り高」である。（『東洋経済』2016年 4 月28日）
5 田村 [1999]。PP.57-59田村は，機動営業体制づくりの中で，細分化された市場の多元性への対応として，「顧客

タイプ別営業組織」への再編成を提示している。
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個別企業向け商品開発，イベントプロデュースといった分野でグループ内企業と連携させなが

ら，クライアント企業のニーズに応えるには，事業部としての独立は当然といえる6。

【図1-2】

　　　　 法人外商・・・・・・・・主として企業や事業主体の購買活動に対してビジネスニ―　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズに対応した商品やサービスの提供を行う
　　　　
　外商部
　　　　
　　　　個人外商（家庭外商）・・主として個人の富裕層顧客をターゲットに，外商担当者を
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　付け，カスタマーシェア獲得を目指す営業活動を行う

　法人外商には，一般的な法人需要への対応として主に次のような事業内容が含まれる7。

①　販促品（ＳＰ商品）

　　・・・各種景品・粗品，ノベルティグッズ，名入れサービス等

②　記念品・ギフト

　　・・・中元・歳暮，創業記念品，株主優待品，社内向け商品等

③　ユニフォーム

　　・・・法人が指定するビジネスユニフォーム，作業ユニフォーム等

④　防災用品，什器・備品，オフィス用品

　　・・・事業上必要な社内用品のトータルな提案

　法人外商の事業内容の特徴は，店舗の扱いや仕入先に制限されることなく，オリジナル商品の

企画・生産から納品までを一貫して受注する点にある。独自の品群番（自品番）で仕入れ，在庫

管理，納品が行われ，法人特有のニーズや予算・見積もり，取引条件に摺合せをしながら，きめ

細かな提案による企業間取引を実現している。つまり，事業内容は取扱い品目というイメージが

あるが，提供しているのは付帯するサービス価値であり，一般に個人消費者への商品提供を主な

事業としている百貨店において，企業ニーズを満たすサービスの提供が，法人外商の重要な役割

といえる。取引の開始にあたっては，ホームページや各店からの情報が重要な接点となるが，売

掛口座の設定や手形決済に関しては，百貨店各社の本部の与信決済が必要となる場合が多い8。

　個人外商（家庭外商）は，主として各店舗に設置され，各商圏内の富裕層顧客に担当者を付け

て店舗の顧客ロイヤルティの確立と囲い込みを担っている。法人外商とは異なり，より店舗と連

動しながら，顧客との関係性構築を目指している。個人外商（家庭外商）が提供している事業内

容は，百貨店の取り扱い品目のすべてに関わるサービスであり，法人外商に比べて多様である。

個人外商が提供しているサービス価値については，店舗販売との関係性が高いという特徴を持

つ。（【図1-3】参照）

6 高島屋ホームページ「法人事業部」および「組織図」参照。
7 三越伊勢丹，高島屋，東急，各百貨店のホームページ。法人外商事業内容の共通項目を整理した。百貨店によっ

ては，このほかに百貨店の店頭ＭＤのノウハウを活用した，イベント企画や，出店企画，人材派遣などが入る
こともある。

8 新井田，水越 [2013]。高島屋のように事業部として完全に店舗から独立している場合と，店舗の一組織として
管理されている場合とでは，与信管理の仕組みは異なる。
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【図1-3】

外商営業の売上計上

　百貨店経営における今日的な外商の位置づけは，各社の決算上は非常に不明確であるが，一つ

の指標としては売掛金の残高が上げられる。ただし，ここで問題となるのが，外商の取扱売上高

が売掛だけではない点にある9。つまり，外商担当付き顧客のカード（外商専用）売上や，「お廻

し伝票」による他社のクレジットカードや現金支払い（小切手を含む）の分も外商扱いとして計

上される点にある。こうした売り上げの構成は，一見すると，二重の売上構造に見えるが，売場

の取り扱う商品を納品する場合は，売場の品群番（勘定科目）に計上されるため，二重にはなら

ない。しかし，外商担当者の売上高に対する貢献度を明確にするためにはこの「外商扱い」とい

う仕組みは不可欠である。もし，売場の売上が外商扱いとならなければ，売場に顧客を動員する

モチベーションは低下するであろうし，一方「外商扱い」が売場の売上にならないのであれば，

売場担当者のモチベーションは低下することになる。ただし，外商部門が独自に仕入れて，独自

に販売を完結させる品群番を使用する場合は，売場とは別に独自の勘定科目で計上される10。

外商営業の顧客開拓

　外商の顧客は25% 程度が 1 年間で消滅するといわれ11，その分を新規開拓で補いながら，目標

を達成する必要がある。ただし，外商担当者付の顧客には誰でもなれるというわけではなく，百

貨店ごとに一定の基準を満たす必要がある。したがって，外商の新規開拓には独特の方法が求め

られる。第一に，売場からの新規顧客情報による開拓が挙げられる。日ごろから特定の売場での

買上げ金額が高く，またある程度職業等の属性が確認できる場合，売場からの紹介という形で外

商顧客への勧誘が始まるといった方法がある。継続して特定の売場を利用する顧客は，他の売場

での買廻りが期待できる。売場担当者にとっては，優良顧客が外商担当者付になることで，外商

のサービスが利用でき，競合他社との競争に関して，優位に顧客を囲い込むことが可能となる。

特定の売場としては，インポートブランドショップや時計，宝飾，美術，家具インテリア等の高

 9 新井田，水越 [2013]。百貨店の外商による売掛けの仕組みについてはこちらを参照。
10 西武百貨店では，外商独自の品群番のことを「自品番」と呼ぶ。
11 コトラー，ケラー[2008]。PP.193-194　コトラーは携帯電話会社の顧客入れ替わり率を25％と記述しているが，

概ね多くの企業に共通している数字といえる。競合他社へのスィッチングだけではなく，転居や死亡，廃業，
倒産等の理由で，顧客は減少するが，その内訳は不明である。
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級商材を扱う売場からの紹介が多いといえる。第二に，既存顧客からの紹介という方法がある。

優良顧客は同様の消費志向を有する知人の情報を有している可能性が高く，また，紹介という形

が，もっとも開拓に係るコストが低いため，外商担当者にとって重要な日常業務となる。第三に，

主として法人を顧客とする法人外商においては，担当エリア内の優良企業のリストを基に，企業

訪問や経営者訪問を行い，開拓する場合がある。

　ただし，外商顧客は売掛での販売も可能なため，また高額な商品の購入の可能性もあるため，

一定の与信審査が必要である。与信管理は，外商部門の管理業務の重要な業務のひとつであり，

顧客からの代金回収率は外商担当者の業績評価項目となっている場合が多い。与信審査の方法に

は大きく分けて二つある。ひとつは，法人の登記簿や不動産登記，経営者のクレジット情報等を

点数化し，各店舗の経理部門において与信審査を行った上で，取引口座（限度額あり）を設定す

る場合と，「お帳場カード」12や「ゴールドカード」といった自社13の外商担当者付クレジットカー

ドの発行与信審査によるものがある。前者は売掛け口座と称され，主に法人外商の審査で用いら

れ，後者のカードは個人での外商取引の前提審査として用いられる。

外商の役割

　外商営業は，呉服商の時代から続く外売りによる市場の確保と維持が重要な役割のひとつであ

る。店舗に足を運ばない，あるいは遠方で来店がかなわない優良顧客に対して，競合他社と差別

化を図りながら，ロイヤルティを確保し，囲い込むのである。店舗の信頼とともに，外商営業担

当者の信頼も重要な要件となる。外販（外売り）の形態は多様である。店舗の商圏が比較的広い

場合は，店舗周辺のドミナントエリアだけではなく，郊外や遠方に拡張することが可能である。

実際大正時代には地方都市への出張販売も拡大し，後の中小小売商による反百貨店運動や百貨店

法成立に繋がっていくのである14。ターミナル型百貨店の進展とともに，店舗数や衛星店舗，事

務所が飛躍的に増大し，百貨店の商圏拡大を推し進めた。店舗や商圏に規定されることなく，新

たな顧客を創造するためには，店舗数の増加に依存しない，外商営業の外販が不可欠であったと

いえる。

　二つ目の外商の役割は，店舗のブランド力の獲得である。江戸時代の越後屋に始まった三井高

利の小売業態改革から，1904年以降の百貨店の生成と発展の歴史の中で，百貨店は店舗における

常に新しい業態技術の導入によって小売業態革新を続けてきた。現金正札販売や陳列販売等によっ

て，江戸時代の武士や大名，豪商，明治維新以降の皇室や華族といった優良顧客だけではなく，

新興町人や明治以降新しい平民を顧客に取り込むことに成功したことは間違いない。百貨店の大

衆化と平等な消費に関する民主化というべきであろう。しかし，百貨店がその業態を維持し，大

衆を取り込むためには，豊かさへの憧れとキャッチアップの役割を見逃すわけにはいかない。大

衆化を進めつつも，一方では手が出ないような高額な商品や，それを購入する階級層の存在をス

テータスとしてもっておく必要があったといえる。つまり，いつの時代もファッションや文化に

はオピニオンリーダーとなり得る存在が不可欠であり，豊かさと購買動機を創造する機能が必要

だったのである。店舗における豪華さの演出とともに，そこで買い物をする優良顧客層の存在が

12 「お帳場カード」は三越が使用しているお得意様カードの名称である。
13 上野，中村，田村，橋本，三浦 [1991]。PP.302-319　西武百貨店，そごうでは，クレディセゾンがカードの発

行を行っている。現在は，高島屋セゾンカードも発行している。
14 山本 [1999]。PP.51-53　満薗 [2016]。PP.193-218が詳しい。
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その機能を果たしており，そうした顧客をしっかりと囲い込むことが外商営業の役割であったと

いえる。どれだけ，こうした顧客を抱えることができるかによって，店舗の品揃え力が決まり，

それによって店舗のブランド力が獲得される15。

　三つ目の役割は，店舗の機能補完である。すでに整理したように，小売業はサービス業であり，

その中でも特に百貨店は高いサービスレベルを求められる存在である。スーパーのセルフ方式の

ように，カゴに商品を入れて，レジに持って行き，支払いを済ませるだけならば，確かに販売の

効率はいい。しかし，たとえば，十分な商品説明や代替商品の情報，購入後のメンテナンス等の

詳細な説明が必要な商品などの販売には，高い接客サービスの能力が求められる。商品に関する

所有権の移転としての取引だけでは，顧客の満足を獲得できない場合がそれである。こうした販

売の場合は，商品知識だけではなく，顧客を「個」として認識した上で，高いレベルの顧客価値

が不可欠となる。また，そうした点が，競争優位性をもたらし，再購入の動機になるといえる。

外商は店頭におけるこうした接客サービスを補完する役割を担っている16。

おわりに

　近代的百貨店の成功は，売り場における業態技術によって，百貨店がより開かれた民主的小

売業態として大衆消費社会の担い手に転換したことによる部分が大きいのは確かであろう。しか

し，一方で呉服商から続く商いの原点としての「屋敷売り」や「外売り」による店舗だけでは取

り込めない顧客の創造も見落とすことはできないのである。売り場が常に魅力あふれる品揃えを

実現するためには，大衆の憧れを常に提供し続けるだけのコストをどこかで負担しなくてはなら

ない。コストとは，在庫にかかるコストはいうに及ばず，販売員の教育にかかるコストや売り場

のハード・ソフトが醸し出す雰囲気，顧客ロイヤルティを維持するためにかかる顧客管理コスト

やイメージコストなども含まれる。こうしたコストは，外商営業が特定の富裕層に対して，高い

サービス価値を提供することで吸収してきたのである。バブル経済の崩壊後，低迷する百貨店業

界においては，「外商＝高コスト」ということで，組織縮小の傾向があったことは否定しない。

しかし，本来百貨店の魅力を支えるマーケティングには，売り場の大衆化と外商による顧客の

囲い込みという両輪が必要であり，ネット販売をはじめとする様々な消費の選択がある時代に，

サービス価値のイノベーションをもう一度見直すことで，新たな顧客を創造することが重要であ

るといえる17。
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