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▶最近、
食品スーパーの売場を訪問して驚くのは、
どこかで見
たことのある什器、
照明、
商品、
レイアウトなどなどが非常に多い
ことだ。最新型店舗という触れ込みがあるので視察に行く
と、
そ
れは過去にどこかの企業がチャレンジしたもののコピー版だっ
たりする。
▶もちろん、
「まなぶ」の語源は「まねる」にあるのだか
ら、
モノマネすること自体は大事なことだ。
実際、
モノマネをしな
がら成長してきた企業は枚挙にいとまがない。
けれども、
それは
高度成長でパイ自体が大きくなっていたときの話だ。当時は、
業界の成長の波に相乗りすることで、
それほどの苦労はしなく
と

E

R

B

L

O

G

も売上を拡大することができた。
しかしながら、
現在のようにパイ
が縮小し、
それらの分捕り合戦になってくると、
きっとモノマネは
モノマネをよしと
▶人材育成の問題もある。
競争力にならない。
し、文化として定着しているような企業には独創的な施策の芽
はなかなか育ちにくい。
どこかで見たことのある売場は所詮は張
りぼて。
それではすでに到来しているカットスロートコンペティシ
ョン時代は乗り切れない。
「CSA編集長のBLOG」
（検索）
でバックナンバーとオリジナル
（平日更新）
を公開中!
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本誌で使用している略語
●CRM：カスタマー・
リレーションシップ・マネジメント
●CVS：コンビニエンス・ストア
●DgS：ドラッグストア
●DS：ディスカウントストア
●ECR：エフィシェント・
コンシューマー・レスポンス
●FC：フランチャイズ・チェーン
●FSP：フリークエント・
ショッパーズ・プログラム
●GMS：ゼネラル・
マーチャンダイズ・ストア
●H＆BC：ヘルス＆ビューティ・ケア

●HC：ホームセンター
●MD：マーチャンダイジング
●NB：ナショナルブランド
●PB：プライベートブランド
●QR：クイック・レスポンス
●SC：ショッピングセンター
●SKU：ストック・キーピング・
ユニット
（絶対単品）
●SM：スーパーマーケット
（食品スーパー）
●SCM：サプライチェーン・
マネジメント
●SuC：スーパーセンター

27
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