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 それでは、第 1 部「アジア No.1 のスーパー・リージョナル・リテーラーへ～地域に根ざし顧客満足

業を成し遂げるために～」につきまして、羽生様にご講演をお願いいたします。 

 羽生様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。羽生様は 1991 年 3 月慶應義塾大学商学部をご

卒業。同年 4 月ジャスコ株式会社にご入社。2004 年 9 月イオンチャイナ管理本部長を皮切りに中国事

業一筋に歩んでこられ、2014 年 3 月イオン株式会社執行役、中国事業 高経営責任者及びイオングル

ープ中国本社董事長（会長）兼総裁(代表取締役社長)にご就任されました。それでは、羽生様、よろし

くお願いいたします。（拍手） 

 羽生 皆様、あけましておめでとうございます。ただいまご紹介にありました羽生でございます。こ

のような素晴らしいセミナーにお招きいただきまして誠にありがとうございます。今日は非常に大きな

テーマでありますけれども、小売業というものは地域産業でございます。そのため中国でも私たちは一

地域の企業として日々いろいろな取り組みをさせていただいておりまして、今日はその内容を中心に皆

様と共有できれば、少しでも皆様の役に立つことができればと思っております。1 時間ほど、よろしく

お願いいたします。 

 今日は三つのパートからお話をさせていただきます。なぜ海外事業なのか、なぜアジアシフトなのか。

この中国で私たちはどんな思いを持って取り組んでいるのか。あるいは地域社会にどのように貢献して

いるのかを、皆さんにご説明申し上げたいと思います。 

 アジアのお話をする前に、まず簡単にグループ全体の内容をご紹介します。全体としては 2014 年の 2

月において営業収益 6 兆 3900 億円で 1 万 800 店舗、従業員総数で 42 万人を持っております。この中、

中国においては今現在 38 社、180 店舗、1 万 5000 人の従業員で営業活動をしております。先ほどご紹

介がありましたように、イオンが海外で事業を開始したのは 1985 年です。当時のマレーシア首相であ

るマハティール様からの要請を受けて、マレーシアで近代的な商業施設をつくりたいという要望に応え

て 1985 年に初めて海外で 1 号店をつくりました。 

 その後タイ、香港、中国へと国際化の道を歩んできましたけれども、30 年間いろいろな試行錯誤をし

て、その中で土地のコスト上昇や通貨危機などの苦戦もあって海外で日系企業が撤退していく中、イオ

ンは海外事業の展開を一貫して積極的に行ってまいりました。今現在約 13 カ国、3000 店舗をもって展

開をしております。 

 アジアにおいては、今三つの会社が上場しております。イオンマレーシアと、香港においてはイオン

香港及び総合金融をやっているイオンクレジットサービスアジアという三つの会社が上場しております。

イオンが海外事業を展開していく中で、非常に特徴を持っております。日本と同様に総合スーパー、デ

ベロッパーあるいは金融事業を多様な業態でもって展開をして、グループの強みを発揮していることが

特徴であります。 

 なぜ、このようにいろいろな業態をもって展開をしているかと言うと、ここに書いている「家訓」が
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大きく影響をしております。この家訓は前身の一つである岡田屋から伝わるもので、「大黒柱に車をつけ

よ」という家訓を今でも私たちの中に持っております。大黒柱は家の中心にあって動かしてはいけない

と昔から言い伝えられますけれども、あえてこの大黒柱に車を付けていつでもこの家を動かすことがで

きる、つまり、より良い場所を求めて動かすことができるようにしていくということが、この家訓の意

味であります。 

 われわれの事業もそのような考え方から、いつの時代にも環境の変化にあってベストの立地、ベスト

の商品を求める、臨機応変をという考え方の下で、海外でもこれまで成長してきました。 

 このような考え方が約 30 年続いたわけですけれども、2010 年に新たに策定した中期経営計画の中で

は、グループの共通戦略として四つのシフトを掲げております。この中でアジアシフトをあえてここで

もう一度、さらなる成長を明確に打ち出しているのはなぜかという問いかけがあったかと思います。そ

れは今後、アジアが経済の成長エンジンとなって世界経済をけん引し、経済のアジアシフトが起こると

いう展望に基づいたからです。 

 アジアのマーケットがどれだけ魅力的なのかは、この数字から分かると思います。10 年後、アジア全

体の GDP が北米を抜いて世界一になると予想されております。その中で特に、われわれがいま事業を

行っている中国は所得水準が向上し、今は 11 億人規模の中間所得層が、2020 年には 20 億人になると

予想しております。 

 それに伴い当然消費マーケットは拡大され、アジア全体では今の規模からさらに 200 兆円増加し、

2020 年には 500 兆円まで急成長するでしょう。このように非常に巨大なマーケットが中国を含めてア

ジアに生まれるということで、アジアはイオンにとって も重要な地域であるとしてこのアジアシフト

を改めて策定しました。 

 ここに二つの数字を書きましたけれども、何をイメージすることができるでしょうか。53.7%という

数字は中国の都市化比率です。25%という数字は自動車を個人が保有している平均値で、100 人当たり

の保有率 25 台ということです。何が言いたいかというと、これだけ中国は変わってきている。つまり、

農村から都市へ人口がどんどん移って都市化が急速に発展してきて、そのため、もともとの中心街から

さらに町が拡大し、郊外というものが出来上がってきています。 

 このように都市化の進展と車の保有率が増えることによって、モータリゼーションが進みます。この

二つがここ近年非常に早いスピードで変化してきています。例えば、北京に行かれたことがある方はご

存じかと思います。北京には第 6 環状線まであるのですが、実はこの第 4 環状線が造られたのは 2011

年で、第 5 環状線が造られたのは 2012 年です。つまり非常に短い間に町がどんどん拡大していって、

郊外というものが出来上がってきています。この二つの変化が、私たちの業界から見てまさしく 1970

年代の日本と同じように思えて、本格的なショッピング時代が到来すると思っております。 

 こういったマーケットの変化にいち早く対応していくためには、やはり現地のことは現地で、現地の
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メンバーで迅速に意思決定をしていく体制が必要ということで、2011 年の 2 月に 3 本社体制への移行

を表明して、現地に大幅な権限移譲を行いました。特に重要視をしているのはグループの開発商品、財

務・人事及び CSR などの本社機能で、これを強めて推進をしております。それに加えて現地化も進め

ていかなければなりませんが、先ほど申し上げました海外の上場企業の 2 社、イオンマレーシア及びイ

オン香港は今は現地の者が社長を務めております。 

 続きまして、このアジアシフトの中の軸足の一つである中国マーケットがどのように変わってきてい

るのかを少し見たいと思います。日本の報道にもあったかと思います、「ニューノーマル宣言」は、2014

年中ごろから中国政府がこの言葉を盛んに使うようになってきました。これは中国政府が自国の経済が

どのような状態にあったのか、今後どこに向かって、どのような方向性で取り組んでいくべきかを示し

ているものです。 

 私たち消費あるいは小売りに関する者が特に注目したいのが、消費需要、市場競争及び生産要素の 3

点です。これまで中国の消費者の方は他者をまねる、あるいは、やや乱暴な金銭の使い方による消費の

スタイルから、個性を主張して多様化する消費が主流になってきております。この中で個性を重要視す

る、あるいは多様化を求める中で商品に対する品質を求める気持ちがさらに強くなってきて、差別化の

商品による競争が今後ますます激しくなってくるのではないかと見込んでおります。 

 コストが非常に高くなっていることは皆さんご存じかと思います。これらの経済活動を支える生産要

素としては、特に人材のリソースです。質の高いリソースを今後どのように獲得していくのか、あるい

は新しい技術、イノベーションをどのように活用するかによって生産効率を上げていこう、厳しい競争

環境で戦っていこうということが中国マーケットのこれからだと思っています。その中で、日本企業が

得意とする One to One マーケティング、あるいは技術性が非常に高くて差別化された商品が、中国の

マーケットには非常に有望ではないかと考えています。 

 一つ例を申し上げます。花王のメリーズという子ども用の紙おむつは、日本から直輸入したものが正

規ルートで 180 元で売られており、今のレートで換算すると大体 3600 円です。一方、花王の中国工場

で作られている全く同じものは 129 元、日本円に直すと約 2500 円で、私たちの店では店頭に同時に並

べられております。どちらが売れるかというと 3 割も高い 180 元のほうが売れるのです。 

 なぜならば、まず、日本で生産されているので「安全・安心」というものがあります。二つ目は同じ

技術と言っても、やはり日本で一番いいものを使っているのでしょうという消費者の思いがあって、高

くても日本で作られたものが売れるのです。これを私たちは「ジャパンプレミアム」と呼んでいまして、

今後この消費マーケットにおいて、ジャパンプレミアムとなり得るものが非常に有望ではないかと思っ

ています。 

 海外で事業を営んでいくには投資環境がどうかを心配される方が非常に多いかと思いますし、私たち

が 1990 年代初期に海外へ進出したときも全く同じような経験をしております。この新しいニューノー
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マルの中であえて注目したいことは、「政府の干渉を減らす」「構造改革を促す」ということです。つま

り行政面で言うと、投資環境がより機能しやすくなる、あるいは合理的にされていくのではと思ってい

るのと同時に、長期的に見ると新しいノウハウや技術を獲得したい地元政府、あるいはたくさんのロー

カル企業という部分において、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性が非常に高いと思っておりま

す。 

 皆さんもご存じのように、中国経済の成長率が非常に鈍化してきております。まだ発表されておりま

せんが、2014年は 7%か 7.1%ぐらいと考えております。このようにGDP 全体の成長が緩やかと言うか、

安定した状況の中で、消費マーケットも同じように右のほうに傾斜してきています。そこから見えてく

るものは、中国のマーケットは明らかに供給不足の時代から供給過剰な時代に入ってきています。昔の

商品さえあれば何でも売れる時代から、きちんとした良い商品、質の良いものでなければ売れなくなる

というマーケットに変わっていくということを、この 2、3 年間、私たちは現場で体感しました。 

 全体で言うと消費が非常に下がっているのではないか、あるいは経済成長が鈍くなって全体にマイナ

ス影響があるのではないかと言われております。この 9.5%のところを見ていただきたいと思います。中

国ではきちんとした統計データがなかなか取りにくいという経験は、皆様もあったかと思います。小売

業に関して私たちが特に見ているものは、限額以上企業です。 

 何が限額以上かと言うと、年間 500 万元以上、従業員 60 名以上の企業のデータを政府が取っていま

す。それを見ると、2011 年から下降のトレンドにはあるのですけれども、全体の消費マーケットを示す

社会消費品小売総額から見ると、まだ 2 ポイント弱高い成長を示しております。ということは、消費マ

ーケットはまだまだこれから堅調ではないかと思っております。 

 しかしながら、大きな変化も現れています。2013 年、2014 年の中国の腐敗防止政策が至る所で非常

に影響を引き起こしております。特にブランド品、高級品を扱っている百貨店あたりは、腐敗を防止す

ることによって大きな影響を受けております。また同じように接待用の高級レストランも客足が減って

おります。確かな統計はないのですけれども、私どもが会員として加入しているチェーン経営協会のヒ

アリングの状況では、前年比約 30%以上の打撃を受けていると出ております。 

 ここから何が読み取れるかと言うと、先ほど申し上げましたような非常に乱暴な金銭の使い方から、

正常なお金の使い方に戻ってきているのではないか。つまり、理性的な消費マーケットになっていくと

考えると、むしろ、歓迎すべきことではないかと思っております。 

 小売業をやっていく中で、より細かいデータが必要です。実際にお客さまの手元にどれだけお金があ

るかを見る、可処分所得というデータがあります。この可処分所得の変化によってお店で売れるもの、

トレンドが変わってくるのですけれども、1 万元、今のレートで 20 万円が一つの分水嶺であると見てい

ます。1 万元世帯収入を超えると、子ども関連あるいは飲食あたりの支出が非常に高くなっていきます。

ですから、お客さまの欲しがっている物、新しいニーズ、ウォンツを先取りしなければいけません。 
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 昨年秋から日本国内でも消耗品に対する免税扱いがスタートしております。私たちの店でも海外から

のお客さまのデータを取っておりますが、大半が中国と香港のお客さまで、一番売れるものは皆さん、

想像がつきますか。もちろん、家電製品はビックカメラなどの家電専門店で 10 万円もする炊飯器など

といったものがバンバン売れているのですけれども、では、一般小売業である私たちのお店で、何が売

れると思いますか。 

 私も想像がつきませんでした。11 月のデータですけれども、トップ 1 位がなんとネスレのキットカッ

トの抹茶味なのです。非常に意外でした。つまり、日本のお客さまが求めるものと同じものを海外のお

客さまが求めていると言えるかもしれないのです。ちなみに 2 位は洗顔専科という洗顔フォーム。3 位

は武田薬品が作っているアリナミン EX でドリンク剤、4 位は資生堂のザ・コラーゲンというドリンク

剤です。 

 トップ 10 位の中に多く占められているものは、美容・ヘルスケアに関する商品です。これは海外、

特にアジア、中国のお客さまが求めよう、あるいは日本に対して期待をしている商品のカテゴリーであ

ると言えると思います。 

 このような変化の中で、日本でも世界でも話題になっているのは中国のネットビジネスです。中国と

大きく違い、日本のマーケットは長い間、リアル店舗が非常に強いのです。リアル店舗の強さによって

日本の消費者は依然としてまだリアル店舗での買い物が主だっているのですけれども、中国のお客さま

はリアル店舗での買い物の楽しさを経験する前に、いきなりネットショッピングに飛んでしまったわけ

です。 

 なぜならば、共働きであるし、距離的な不便さもあるし、近隣に買い物しやすいお店もない。という

ことであれば、当然ネットのほうが利便性が高いし、今日注文したら明日は配達してくれるという人海

戦術による物流もあります。ネットショッピングが非常に急速に発展してきております。 

 題名に書いてある「SoLoMoMe」は造語で、今の中国の消費スタイルを表しています。「So」はソー

シャルの英語の So を示しているものです。「Lo」はローカル、「Mo」はモバイル。2014 年の 2.8 万億

元のネットショッピングの中で 40%を超える部分は、なんと携帯のモバイルからです。iPad やスマー

トフォンなど、モバイルからの注文であるということで、「Mo」を非常に重要視しております。 後の

「Me」は間違いなくマイ・スタイル、個性的な消費であることです。 

 これが今の中国の消費者の姿である、あるいはこれから 5 年先はこの「SoLoMoMe」の中にどんどん

新しいチャンスが生まれるのではないかと思われております。 

 同じように、ネットショッピングが非常に急速に発展しているという 2012 年のデータです。アリバ

バが扱っている淘宝（タオバオ）ネットは、1 社の年間売上がチェーンストア上位 5 社の合計額に等し

いというぐらいで、このマーケットの発展を示すことができます。リアル店舗の企業にとっては脅威的

な存在かもしれませんが、このようにお客さまの消費ビヘイビアが変わってきているということであれ
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ば、逆にここに大きなビジネスチャンスがあると言えると思います。 

 これだけ e ビジネスが大変だ、大変だと言っている中、全体から見ると占める割合が 7%ぐらいです

ので、まだまだリアル店舗が大きな力を発揮するのではないかと思います。ただ、今まで通りのリアル

店舗ではなくて、やはりお客さまにより良い買い物体験をしていただくリアル店舗に生まれ変わらなけ

ればいけないと考えております。 

 中国に行かれた経験がある方は分かるかと思いますが、中国の至る所にショッピングセンターが出来

上がっています。2013 年に 3100 あるショッピングセンターが、2015 年には 4000 になると言われてい

ます。このグラフの数字を見ると、非常に急成長していることが分かるかと思います。 

 しかし、残念ながら、このようなショッピングセンターのほとんどが不動産開発の一つに過ぎません。

つまりショッピングセンター、プラスオフィスビル、プラスホテルあるいは高級アパートメントという

複合開発がほとんどであって、その中で、全体の設計・企画力、リーシング力の弱さから言って、幽霊

屋敷と化した SC も少なくありません。特に中国で言う 3 級、4 級都市では、このような現象が顕著に

現れております。 

 大きく環境が変化している中で、先ほども申し上げましたように、コストが非常に高くなり、増える

一方です。人件費、水道光熱費、地代家賃の三つがわれわれ小売業にとって大きなコストでありますけ

れども、これは減ることはほとんどありません。今後も減ることはあり得ないと思っていて、いかにし

てこのコストを有効に使うのか、つまり生産性を高めていくのかが大きな課題の一つであると思ってい

ます。 

 ウォルマート、カルフール、あるいは日本で言うセブン＆アイグループ、イオンのように外資が中国

の小売業に入っていっているわけですけれども、一方、ローカル企業の成長はこの 10 年間で非常に目

覚ましいものがあります。彼らは非常に貪欲に海外のことを学んで、持ち前のスピードと実行力で大き

く発展をしてきています。 

 赤い線で囲んでいるのはどちらかと言うとローカル企業であり、彼らは地域のことをものすごく熟知

しています。それに加えて地元の取引先あるいは政府とのパイプも非常に太くて、われわれ外資にない

強みを持っています。これらのことを私たちは素直に学ぶと同時に、一方彼らが欲しがっている、例え

ば経営管理の手法や人材育成の考え方といった部分は、欧米企業に学ぶよりも逆に同じアジアである日

本企業の考え方を学びたいという希望が非常に多くありまして、日本企業にとっても進出する一つのチ

ャンスではないかと思います。 

 街角に行く人々の姿です。インターネットの普及によりほとんどの情報は、常に同期化されています。

つまり、日本に行っても中国に行っても変わらないという今の世の中ですので、特にファッションにお

いては日本と何ら遜色ないような状況であります。小売業の写真を少し載せました。大きなショッピン

グセンターと中の売り場の写真で、非常にきれいと言うか、日本にないような店もどんどん中国に出来
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上がっております。 

 ここまで中国の小売業にまつわる環境の話をしましたけれども、次は私たちが中国でどのような取り

組みをしているのかをご紹介申し上げます。地図で示されているように、いま中国では南の広東省から

北は北京、天津及び山東省で経営活動を行っております。実は私が入社した 1991 年の時点では、まだ

中国に進出しておりません。 

 当時、中国政府は小売業の外資に対する投資を規制しておりました。1992 年以降は沿岸部の 12 都市

に試験的に開放するという政策があって、私たちはそれに乗ってタスクフォースを組んで、十数名のト

ップマネジメントが北のハルピンから南の深センまで、中国全部を回りました。その甲斐もあって当地

の政府と強いパイプができ、その後、上海、広州及び青島の 3 カ所で 初の店を出させていただきまし

た。今はこの 3 カ所に加えて、華東地域と武漢を中心とする湖北省で新たに増やし、5 エリアで中国事

業を展開しております。 

 1997 年、青島につくった中国初めての店の写真です。写真の上部は海で、この場所はもともと造船所

でした。下部に立派な道が見えるのですけれども、さらにその下へ行くとスイカ畑です。スイカを上か

ら転がせば南からうちのお店までスイカが転んでくると、よく冗談で言います。1997 年当時です。 

 では、どのように町が変わっていったか。現在は全く違う町になったのです。1997 年に 1000 台の駐

車場を作りましょうと政府に申し込みましたら、「あなた、どうかしているんじゃないですか」と言われ

たことを今でも鮮明に覚えています。当時から考えると 1000 台の車なんてあり得ない話です。約 3 カ

月かけて説得して、今ではこの 1000 台の駐車場が足りなくなりました。私たちのショッピングセンタ

ーのほとんどが 2500 台以上の駐車場の用意をしているように、中国は変わってきています。 

 海外事業を営んでいく中でも同じようなグループ経営、つまりグループのシナジーを発揮できるよう

な経営戦略を取っています。1990 年代の初期は主力の GMS 事業を中心に地域のドミナントを形成して

います。見ていただくと分かるように、2008 年からグループの他の企業も中国への進出を始めて、GMS

の他にショッピングセンターや総合金融、ビルメンテナンス、専門店等々、多様な業態で経営範囲を広

げております。 

 この中に、これからの中国のマーケットのヒントになるようなもの、成長するのではないかと思う事

業があり、二つご紹介申し上げます。 

 イオンファンタジーです。ご存じのように、中国ではやっと 近二人目を産むことができるようにな

りましたけれども、これまではずっと一人っ子政策でした。つまり一人の子どもに対して 6 人の大人が

支えるような社会ですので、子どもの教育に関しては非常に熱心です。この教育熱心が 近変わってき

ています。塾での勉強ではなくて、体を動かす遊びを通じての情操育成に熱心な親御さんが非常に増え

てきました。 

 イオンファンタジーは 12 歳以下の子ども向けに、遊びを通じていろいろなことを覚えていただくと
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いう事業です。今年で 7 年目に入り、中国ではすでに 10 の都市、74 店舗までつくることになり、2020

年には 400 店舗を目指しています。この子ども関連のカテゴリーが中国のマーケットでは将来、非常に

有望ではないかと思っております。 

 次の部分です。中国に行くとビルの窓ガラスを掃除しているのを見たことがよくあるかと思います。

ヨロヨロのひもでつるされて非常に危険な状態、中国では“物業”というふうに呼ばれていて、非常に

遅れています。その中で特に商業施設に対するメンテナンス、設備管理というところのノウハウがまだ

まだ少ないのです。われわれのグループ企業の一つであるイオンディライトは、日本で長年培ってきて

いるノウハウで中国の地元企業との合弁を通して事業展開をしております。これもまた中国のマーケッ

トで非常に有望な一つのファクターではないかと、手応えを感じております。 

 このように中国全体においてグループのシナジーを発揮しながら総力で戦っていこうと考えておりま

すが、やはり中国は広いのです。広過ぎてどこで戦えばいいのかということを、 初に決めておかなけ

ればいけないと思います。決めるポイントの一つとして、自分の企業の長所が一番発揮できるところは

どこなのかを考えながら、場所を選んでやっていきます。小売業は地域産業ですので、やはり地域に根

差したものでなければいけないと思います。 

 私たちが 初に進出した広東省はいま 1 億 600 万人の人口で、日本の全人口に匹敵するぐらいの規模

があります。中国の五つのエリアと言っても、実は五つの国で事業を行うに等しいぐらいの気持ちがな

ければ、なかなか難しいものがあります。全国制覇でなく地域ナンバーワンを目指して、地域の中で商

品調達に必要なソーシング先や物流のネットワークの構築などを考えながら、地域に限定したドミナン

トを形成するという戦略を取っております。 

 われわれの中国での基幹事業である GMS です。日本と全く同じような売り場面積、同じような品ぞ

ろえで、安全・安心をもとにお客さまにサービスを提供しております。 

 近中国での進出を果たした SM 事業は、すでに基盤ができている広州、青島、蘇州（そしゅう）に

新たなビジネスとして展開をしております。大都市、つまり都市化が進んでいく中で日本のようなドー

ナツ現象と言うか、人はどんどん外に住み始めて都市の真ん中には高級百貨店しかないとなると、ます

ます生活が不便になってくる。このことから、SM あるいはコンビニエンスストアに非常に大きなビジ

ネスチャンスがあると思っています。 

 地代家賃が非常に高くなっていく中で、都市部での小型店舗による小商圏、高占拠率というものも、

一つのビジネスモデルかと思っております。いまチンタオに限定して、コンビニエンスストアのミニス

トップを約 53 店舗展開しております。 

 次に、グループ経営ですので、ショッピングセンターに入る専門店も非常に大事で、グループのメイ

ンの専門店が中国にそろって進出しております。ここでもまた、消費スタイルが新しく変わってきてい

ると言える事業があります。ペットショップです。中国もペットブームで、特にシニアの方がペットを



9 

飼うようになりました。 

 少し裕福な家庭の場合は、ペットに使うお金が子どもに使うお金に等しいぐらい、全くひもをかけず

にどんどん出していきます。一方、一般の家庭でもペットを飼うことが多いのですけれども、日本のよ

うにどんどんお金を出して食事を与える、ペットフードを食べさせる、あるいはトリミングに行くなど

というところまではいっていません。 

 ただ、生活が変わっていく中で、日本と同じようなペットマーケットが間違いなく生まれると考えて

おります。私たちのペットショップの中では、トリミングサービス部門においては早くも黒字化になる

と見えてきています。ペットと人々の生活が非常に変わってきていると結びつけることができると思い

ます。 

 もう一つ、大きな私たちの柱事業というのは SC 事業です。イオンのように小売りの視点から設計・

運営まで一気通貫してやっているショッピングセンターは、少ないのです。先ほど申し上げましたよう

に、不動産開発がメインで、つまり売ることを前提としている開発が多いので、自社所有で物を売るだ

けではなく事（こと）を売る、事売りと考えているショッピングセンターがこれからの中国マーケット

でも大いにチャンスがあり、また、日本で培ったノウハウも活用できると思っております。 

 これは全部現地の絵です。このショッピングセンターも日本と全く同じで、二核一モールで 10 万平

米以上のショッピングセンターをつくっております。このショッピングセンター事業がスタートしたの

は、マーケットの成熟と、先ほど話がありました、都市化の進展とモータリゼーションの発達がなけれ

ば郊外型ショッピングセンターは成り立たないということで、2008 年、北京で 初の国際商城店をつく

りました。 

 ここで私は 2 回目の「あなた、どうかしているんじゃないですか」を言われました。この店は万里の

長城に行く高速道路の横に建つという立地で、北京のダウンタウンから車で約 40 分かかるのです。「こ

んなところ誰も行かないですよ」と、本当に否定色一色で、全ての人から否定されました。政府の方か

らも、同業他社、マスコミからも全部疑問、ハテナ、ハテナ、ハテナとされていた物件です。 

 ただ、中国は都市化が進みモータリゼーションが発達してくるという考えは間違いないと、すごく自

信を持ってつくったお店です。開店して 7 年目を迎えようとしているのですが、相変わらず 2 桁の成長

率を持っております。当時は裏に 5000 人ぐらいの村があったのですけれども、この 7 年間で 10 万人ま

で成長してきました。 

 ですから、一つ町ができたのです。これは地下鉄の路線です。もともと道の反対側を通る路線だった

のですけれども、当時交渉をして、私たちのショッピングセンター側に道を付けてもらいました。この

ことによって結局、店の裏の大きな住宅地の形成に大きな役割を果たしました。このように、地域との

共同成長ができるショッピングセンターづくりも大きな特徴であると思っています。 

 このような郊外型 SC を主力業態として、来年以降も中国各地で大型ショッピングセンターをつくっ
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ていこうと思っております。その中で、イオングループとして 大規模である 27 万平米を誇るショッ

ピングセンターが、今年の末か来年の春に武漢に出来上がる予定です。武漢経済開発区にあり、目の前

がホンダの工場です。ホンダさんにもこのショッピングセンターの中に入っていただいて、いろいろな

新しいチャレンジをしてみようと考えております。 

 12月19日に内陸地として初めてつくった武漢1号店がオープンしております。ビデオを撮りました。

現地のショッピングセンターはどのようなものかを皆さんと共有できればと思いますので、見ていただ

ければと思います。3 分弱です。 

（ビデオ上映） 

 建設期間は約 1 年半でした。2009 年にこの物件を見に行ったときは、全面道路がなくて泥道で、車 1

台がやっと通れるような場所でありました。 

（ビデオ上映終了） 

 簡単でございますけれども、このように日本とほぼ変わらない店づくりをして、お客さまに喜んでい

ただいています。 

 次に、どのようにお客さまに対して私たちが商品とサービスを提供しているのか、日々どのように取

り組んでいるのかを少しお話ししたいと思います。冒頭申し上げましたようにグループ経営に加えて、

さらにスピード経営、現地経営、革新経営というものを私は中国の経営の 4 原則というふうに定めてお

りまして、これを基に 2015 年は大きく三つの項目に取り組んでまいります。変化のスピードが非常に

早いということで、中国で事業を営んでいくにはスピードが何よりも重要な項目の一つであります。 

 常にこのフローを私たちは問いかけております。お客さまは誰であるのか。どのような価値を提供し

ていくのか。また、この価値を提供していくためにどのような行動、アクションをもって実現するのか。

実現された段階で企業にとっては利益となるのか。このフローを常に見ていてマーケットの変化、お客

さまの変化を敏感にキャッチしてこのフローを調整していくのです。軌道修正、調整して現地の環境に

合うように、常にこれを問いかけることがこの中国で事業をしていく中で必要かと思っています。 

 図に示されているように、20 年前に比べるとお客さまのレベルが上がってきています。GMS として

一般大衆を対象にしているつもりですけれども、お客さまから見ると 20年前は百貨店的な存在でした。

しかし、20 年後の今では百貨店的な存在ではなくて中間所得層が望むような、あるいは買い物に来られ

るようなポジショニングに変わってきています。では、中間所得層をどのように位置付けているか。企

業によってさまざまですけれども、イオン中国は、世帯収入が 8000 元から 1 万 2000 元の間を「中間」

と定義しております。月収 2 万元を超えると裕福な家庭と考えております。 

 では、このように中間層が変わってきている中でお客さまがどのように変わっているのだろうと追究

しています。私たちは毎年 4 回程大規模な来店客調査を行っていて、やはりデータとして構築しなけれ

ばいけないのですが、日々、どのようにお客さまが変わっていくかは従業員が一番知っておりますので、
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常に従業員の意見を吸い上げる仕組みを持っております。彼らの話を聞くと、私たちは金持ちのお客さ

まを対象とした高級な店をつくるのではなく、日々の生活をもっと豊かにしたいと思っている人々に合

う質の高い店をつくりたいという話がありました。 

 では、この豊かさとは何で表現するのでしょう。何をもって豊かさと思っているか。いろいろな話を

聞いていく中で、人々は豊かになるとともにもっとおいしいもの、もっと健康なものを食べたいのです。

ブランド品ではなく、もっと自分のセンスに合ったものを着たいのです。あるいは、もっと便利で使い

やすい生活道具が欲しいのです。 

 そのような声が売り場あるいはお客さまから上がってきて、これらの考え方、価値観を私たちは中国

的に品質生活と呼ぶことにしました。この品質生活という価値を実現していこう、中国のお客さまにと

って良いパートナーでありたいと考えて、このお客さまをわれわれのメインのカスタマーとしていきた

いと考えております。 

 価値の変化と経済あるいはポジショニングに関わる関係を図で示しております。今までの物が足りな

い供給不足の時代から単純な規模の経済から事（こと）を販売するバリューの経済に中国のマーケット

が変わってきています。先ほど申し上げましたように、129 元のメリーズのおむつではなく、180 元の

高いメリーズを買いたいということがバリューなのです。中国のお客さまは 180 元のバリューが認識で

きるようになってきました。単純に安さではなく、バリューに合った価格であればどんどん受け入れら

れるというように変わってきていると思います。 

 それに対して私たち、店も変わっていかなければいけないと思います。今年から、日本よりも一歩先

に行くお店をつくろうと考えております。既成的な考え方、言い換えれば衣・食・住という考え方では

なくてライフスタイルで定義した売り場をつくって、お客さまに新しい発見、新しく楽しんでいただけ

る「ライフスタイル型」を創出していこうと思います。 

 いろいろな事例があるのですけれども、一つ挙げます。この写真を見てすごいと思いませんか。これ

はうちのお店ではなく、他のショッピングセンターやお店の写真です。クリスマスがこのようになりま

す。中国の新年は春節と言うか、旧正月、今年は 2 月 19 日で、元旦は通常の祭日に過ぎません。元旦

とクリスマスの売上ではどちらが高いかと言うと、クリスマスイブの日の売上高がはるかに高いのです。

一部のお店を除いて私たちはクリスマスイブは 24 時まで営業します。日本ではあり得ない話です。 

 このように中国のお客さまは、自分たちの国固有のいろいろな行事、イベントに加えて西洋のライフ

スタイルをどんどん受け入れるようになってきて、バレンタインやハロウィン、クリスマスはお店が非

常ににぎわうのです。クリスマス関連の商品やプレゼント、花がどんどん売れるように生活が変わって

きていることを物語っています。 

 このように変わったマーケット、変わったお客さまの求めるニーズやウォンツを取り入れていくため

には、やはり現場の力が も大事です。この現場の力というものは、現地の方たちがどれだけ能力を発
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揮できるのかがポイントとなります。そのためには私たちの全ての視点を現場にシフトしなければいけ

ないと考えております。単純に現場を歩き回るだけではなく、現場が作業しやすいスキル、仕組みをつ

くっていくこと。あるいは科学的な分析でサポートできて、現場の営業がもっとスムーズに、スピーデ

ィーにできる体制をつくっていかなければいけないと思います。 

 ですけれども、それは今日明日でできることではありません。皆さんは若いですし、経験していない

ことも多々あるため、私たちはいま匠チームというものをつくっております。平均年齢 60 歳、日本か

らの匠チーム 10 人ほどが、いま中国全国で活動しております。彼らはほとんど事務所にはいません。

現地の全てのお店に赴き、現場でどのように作業したらいいのかということを教え込んでいます。 

 これは一つの例です。トウモロコシがすごく売れるのですけれども、中国でトウモロコシを売るとき

は皮付きなのです。お客さまが群がってトウモロコシの皮をむいて中身を確認して、これはいいという

ものを買っていくわけです。そうすると、売り場にトウモロコシの皮が散らばり非常に汚くなります。

このような売場を変えること、図のように商品化をすること時間によって陳列量を変えることで売上は

変わるのです。単純な作業なのですけれども、誰もそれに気付きません。 

 しかし、匠チームはそれに気付き、このような売り方から変えましょうと、現場で教え込み、このよ

うに皮をむいて、このように切って、このように陳列すると、非常に短い期間で 150%の伸びになりま

した。非常に基本的なことですけれども、分かりやすく伝えることで現場の力を非常に高めることがで

きるという一つの事例です。 

 次です。いくら売り場の環境が良くても、素晴らしいサービスがあっても、結局来ているお客さまは

買い物をしたいわけなので、良い商品がなければいけないと思っております。日本のように商流と物流

を両方兼ね備えた卸し企業はまだまだ少ないので、ある意味では自分たちで一から物流ネットワーク、

サプライチェーンをつくっていかなければいけないのです。 

 非常に広い中国ですので、地域を重視しながら集約すべきところは集約していくという、集中と分散

のバランスが大事だと思っております。全国共通した商品については中央で一括品ぞろえをして、一括

で商談、一括で仕入れるという方法に組み替えることによって、単価が下がる。下がった単価で得られ

る利益によって、日本からの輸入や新しい商品開発にこの資金を使うという考え方です。仕組みを変え

ていくことによって商品力をもっと強くしていくと思っております。 

 この仕組みを変える中で一つご紹介したいのは、トップバリュです。ご存じのように日本では 40 年

の歴史を持っているトップバリュですが、中国では、2012 年からトップバリュの発売を開始しました。

これまでは日本からの輸入で非常に値段が高く、全く同じメソッドと同じ考え方で中国で作り始めまし

た。2 年あまりでいま約 1200 品種までに達して、衣・食・住を網羅しております。小さいもので言う

と、つまようじから髪の毛を結ぶ輪ゴムまで、多岐にわたってトップバリュはお客さまの支持を得てお

ります。 
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 次に中国で事業をしていく中で、私が実践をしていかなければいけないなと非常に深く思っているこ

とです。ドラッカーは経営理論の中で、マネジメントとは顧客の創造であると言っています。私は小売

業に関してはどれだけ自分たちのファンを増やすことができるかという言葉に置き換えております。こ

のファンを増やすことは会員カードを私たちは使っておりますけれども、おそらくいろいろな企業にと

ってファンを増やすことが非常に大事であると思っています。 

 特に消費の多様化あるいは個性化をしていく中で、どれだけ自分の企業のファンになっていただける

のかが非常に重要な取り組みの一つです。この取り組みでいま中国には 100 万人の会員がいます。先ほ

どビデオで見せた武漢の 2 日間のソフトオープンは、事前募集した会員のみに対し開放しています。事

前募集で約 2 万人の会員が来て、2 日間のプレオープンでさらに口コミで 1 万人増えて、12 月 19 日か

ら今日まですでに 8 万人が会員になっています。 

 この会員の方たちが私たちの商売を支えてくれていますので、会員のマネジメント、あるいは会員に

対してのサービス提供が非常に大事であると考えています。2020 年になっていくと、このポイントカー

ドというグループ共通の顧客データシステムを通じて顧客のニーズ、お客さまのニーズを深く掘り下げ、

中国のマーケットに適したイオンの Eco system をつくりたいと考えています。 

 これだけたくさんのことをしなければいけないのですけれども、目標を達成するためには、やはり人

がいなければいけないと思っています。支えるのは人材です。イオンの理念の一つ、教育こそが 大の

福祉であるということで、日本でも中国でも全く同じような取り組みをしています。 大限の投資を人

材教育に注いでおります。中国全体で体系図を作り、現地の従業員を早く育てていく。いま私たちの店

舗の店長は、百パーセント現地の者である。部長クラスも百パーセント現地の者です。本部長クラスが

半分半分で、今年の目標としてこの本部長クラスも全部中国の者に置き換えます。 

 これだけスピードで、現地のことを熟知した者でないと現地の経営ができないと思っております。右

の写真にある、中国のトップクラスの清華大学と協定を結んで人材教育をしております。私たちは地域

の企業であると同時にグローバルな企業です。「GLOCAL」とは造語で、求める人材もグローバルの視

点でもってローカライズしていくという考え方で、人材の育成に力を入れております。 

 後の部分は、私が海外で事業をしていく中で非常に重要なパーツだと思っています。その地域の企

業、その地域の一員となって一緒に成長していくことが非常に大事です。イオン全体のサスティナビリ

ティ基本方針があり、それに基づいて中国でも CSR 方針を明確に打ち出して、お客さまや私たちのス

テークホルダーに告知をしております。 

 その取り組みの一つが、1998 年からスタートした植樹活動です。実はスタートを切ったのは北京の万

里の長城です。店をつくったのは 2008 年で、商業活動をする以前に私たちは地域とこのような関係、

絆（きずな）を深めていこうという考え方でした。1998 年から続く植樹活動は、日中のボランティア延

べ 2 万 5000 人が参加して、460 ヘクタールの植林をしてきました。その甲斐もあって、地元政府から
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いろいろな意味で大きなサポートをいただいております。 

 もう一つ、人と人の交流です。私たちは 1%クラブというものを持っておりまして、日中の高校生に

よる小さな大使ということをずっとやっております。スタートしたのは 1990 年代で、延べ 721 名の日

中両国の高校生が参加して民間レベルでの友好活動をしてきました。中でも前中国特命大使の丹羽様か

ら絶大なご協力をいただいて、初めて在外の大使官邸で高校生の交流事業のレセプションを開いていた

だきました。これまでなかったことですけれども、日中両国からたくさんの方が来て日中友好に尽力さ

れています。 

 「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」は日本でも同じようにされております。毎月の 11 日

にお客さまと一緒に社会貢献活動をしましょうと、買い物のレシートの黄色い部分を自分が支援したい

団体のボックスに投函していただいて、われわれで拠出金をしていく。2013 年からスタートして、今ま

で累計で 230 万元の寄付を団体にしております。 

 その他にもさまざまな募金活動や社会援助活動をしていますけれども、やはり地域との絆を深めて、

2020 年に向けてはお客さま第一を基本理念に、私たちはエクセレント・リテールを目指し、従業員に優

しく、品質生活を追い求めるお客さまの良きパートナーになることを使命としたいと考えています。 

 後に、全く私の独断と偏見で皆さんに紹介したいと思います。私はいま中国で生活しておりますけ

れども、仕事をしていく中で六つのことをしています。まず、やはり地元政府と仲良くしなければいけ

ない。地域活動もそうです。例えば消防局から消防局長に来ていただいて消防知識のセミナーを開いて

いただく。そのように日々のコミュニケーションをすることによって有事のときにいろいろな対応をし

てくださる、強いサポートになっていただけます。ですから、地元政府とは必ず仲良くしていきたいと

思っています。 

 二つ目は、言うまでもなく現場を歩くことです。全てのことは現場で起こっています。私は基本的に

現場へ行くときは日本人と話をすることが少ないのです。現場の従業員、現場の店長と話をする機会が

多くて、彼らが普段言えないこと、普段悩んでいることをどんどん聞いて、現場のことをくみ上げてい

きます。 

 褒めることも大事ですけれども、海外でやっていくときには是非怒ることを覚えていただきたいと思

います。イエス・ノーがはっきりしている中国ですので、人事評価をするときに、上司から何も言われ

ていないのに何で私の人事評価が A ではなくて C なのですかと。やっていいこと、やってはいけないこ

とをきちんと明確に言ってあげることが大事かと思っています。 

 四つ目は料理を食べましょうということです。いろいろな地方都市を歩くと、安全性がない食事もあ

るかと思うのですけれども、飲食文化が国の文化そのものですので、文化を知るためには是非食べてい

ただきたいと思います。当然、運動はしなければいけません。 

 後の少し悪人になりましょうという部分の意味ですが、日本人の皆さんは全体的に優しいのです。
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正直で誠実で、真心でもって対応するのはいいことなのですけれども、ビジネスをしていく中でどうし

ても裏の裏が、特に海外の場合にはあります。そこは少し悪人になったつもりで裏の裏を考えて、 終

的に正しい判断をしていくことも必要かと思っています。時間を 5 分ほどオーバーしておりますけれど

も、以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは、ここでご質問をお受けさせていただきます。質問のある

方は挙手をいただけますでしょうか。では、お願いいたします。 

 質問 羽生様、貴重なリアルタイムでの中国の現場のお話、それから、販売現場での生の声を聞かせ

ていただきまして本当にありがとうございます。番外編を含めて一番興味深いこともお聞かせいただき

ました。 

 後に 1 点だけ質問です。御社のグループ活動の中で人材を含めた現地化が進んでいるということで、

その現地化の「シンカ」の中には前進する「進化」と深く掘る「深化」と二つあると思います。実際、

羽生様のような女性のリーダーの方の育成や登用の現状を、いま分かる範囲で結構ですのでお話し願え

ればと思います。よろしくお願いします。 

 羽生 私が女性でありながら女性のほうが優秀ですと言うのも何なのですけれども、南から北までお

店があり、非常に面白いことに南は女性店長が多く、北は男性店長が多いのです。これは何が原因なの

か、なかなか分からないのですけれども、全体的に小売業は女性のほうがしっかりしておりまして、新

卒の採用でもややバーを下げて男性を採らなければいけないという場面もあります。 

 登用に関しては、単純にすることと明確に伝えることが大事です。複雑な人事ではなくて、誰が見て

も理解しやすい登用の仕方をいま組んでおります。一つは業績。これは絶対数値という考え方で、二つ

目は普段の目標設定という部分。三つ目に、私たちがやっている試験があります。試験勉強が非常に上

手な中国の方ですけれども、意欲がどれだけあるかを測るには、試験が一つの手段ではないかと思いま

す。これは全て全員に公表しています。公表して今年の登用の基準は何なのかを誰にも一目瞭然でやっ

ています。 

 日本では人事考課するときに上司が点数をつけて、そのままです。中国で義務づけているのは必ず面

談をすることです。（注：日本においても上司の人事面談が義務付けられています）先ほど申し上げたよ

うに、フィードバックを必ずします。そうするとやっていいこと、やってはいけないこと、次は何に向

かっていくべきなのか、従業員ははっきりと分かりますので、自分のモチベーションにもつながります。

次にまたいろいろな提案等々をくれますので、そういった方法でもって明確にしていく、クリアにして

いく、透明性を高めていく。そこが非常に大事かと思っています。 

 司会 ありがとうございました。では、時間もございますので、もしまだご質問等おありの方は財団

を通じてご連絡を賜りますようお願い申し上げます。それでは、 後にもう一度、羽生様に盛大な拍手

をお願い申し上げます。（拍手） 


