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　今月は、専門量販店販売統計について取り上げます。
本統計は、経済産業省が全国の①家電大型専門店②ド
ラッグストア③ホームセンターの販売動向を調査・公表
するもので、それぞれの販売額について内訳となる商品
別の販売額や都道府県別の販売額・月末店舗数を集計
し、調査対象月の翌月下旬に公表します。調査対象は、
①家電大型専門店（売場面積500㎡以上）を10店舗以上有
する企業②ドラッグストアを50店舗以上有する、またはド
ラッグストアの年間販売額が100億円以上の企業③ホー
ムセンターを10店舗以上有する、またはホームセンター
の年間販売額が100億円以上の企業の販売額となってい
ます。なお、本統計（図表1）は本年1月から新たに調査
が開始されたため、前年同月比が公表されるのは、デー
タの蓄積が一巡する来年1月からとなります。
　これまで都道府県別に商業の販売動向を月次で調査す
る統計には、商業動態統計調査の一つである「大型小売
店販売額」がありましたが、同統計の集計対象は百貨店
およびスーパーのみ（大型小売店）であり、近年成長の
著しいそれ以外の業態（上述の家電大型専門店等）がカ
バーされていないため、個人消費の動向が掴みにくく
なっていました。そこで、経済産業省では、消費の実態
をより詳しく把握することを目的に家電大型専門店等の
業態についても新たに調査を開始し、月例経済報告（閣
議報告）や景気動向分析、国民経済計算（ＧＤＰ）等で
活用していくこととしています。
　本統計の計数が初めて把握できる本年1月の販売額をも
とに当県における専門量販店のプレゼンスを確認する

と、総販売額（9,863百万円）は、同月の大型小売店販売
額（10,299百万円）にほぼ匹敵する規模であることが分
かるほか、両統計について、全国の販売額に占める当地
のウエイトを比較すると、大型小売店（0.6％）よりも専
門量販店（1.0％）のウエイトの方が高いことが確認でき
ます。これは、高額品も売られる百貨店（大型小売店）
などでは、地方都市よりも品揃えが豊富で商品訴求力の
高い都市部の百貨店等へ消費の流出が進みやすい一方、
全国で同様の商品を販売する日用品等（専門量販店）で
は差別化が難しく、消費流出が生じにくいという特徴が
あるためと考えられます。
　専門量販店の都道府県民1人当たりの販売額（図表2）
をみると、家電大型専門店（全国28位）は全国中位に止
まっているものの、ホームセンター（全国11位）やド
ラッグストア（全国15位）が全国上位にあることから、
全体（全国15位）でも全国平均を上回っており、九州で
は1位となっています。一方で専門量販店の人口10万人
当たりの店舗数（図表3）をみると、ドラッグストア（全
国33位）は全国平均よりも少ない一方、家電大型専門店
（全国4位）やホームセンター（全国14位）は全国平均
よりも多いことから、全体（全国17位）では全国や九州
平均を上回っています。すなわち、当地における専門量
販店の店舗数は全国と比べて相対的に多く、これら業態
の物理的なプレゼンスが全国と比べて高くなっているこ
とが、全国的にも高目の販売額となっている背景の1つと
考えられます。
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9,863 29 8,323 15 6,899 8,078 197 35 16.6 17 15.3 15.0

ドラッグストア（構成比：37.4％）

3,684 32 3,109 15 2,908 2,899 100 36 8.4 33 9.1 10.0

ホームセンター（構成比：32.6％）

3,220 25 2,717 11 1,721 1,968 64 29 5.4 14 3.9 3.2

家電大型専門店（構成比：30.0％）

2,959 30 2,497 28 2,269 3,211 33 27 2.8 4 2.2 1.9

（出所）経済産業省「専門量販店販売統計速報」
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図表1 専門量販店販売額および店舗数（大分県、2014年1月調査） 図表2 都道府県民1人当たり販売額　

図表3 人口10万人当たり店舗数
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（図1）抜群の熱効率により短時間で料理ができる
●加熱調理器：卓上IH調理器 Panasonic（KZ-PSP-N)　●加熱条件：900W使用

「魔法のフライパン」は、なぜヒットしたのか
～鉄の約30％、ステンレスの約50％の節約効果～

　「魔法のフライパン」のヒットの要因は、メディア
でとりあげられたこと、量販店ではなく東急ハンズと
いった高品質の商品を手がける専門店に特化して販売
したこと、さらにホームページによる直販体制をとっ
たことの 3 点だと思われる。これがブランド力＝付
加価値の形成につながり、商品の付加価値を高めて
いった。おかげで当社は「量を売って利益を出す経営」
から、「質を売って利益を出す経営」への転換に成功
した。
　製造メーカーである当社は「つくる」と「売る」、
それぞれに配慮したブランド戦略を立案し、同業他社
との差別化を図ることができた。
　ここで「つくる」における付加価値を 5 つのポイ
ントで説明すると、①プラスαの価値を付加する（薄
厚鋳物技術を使ったように自社の強みを活かして新た
な分野で勝負する）、②こだわりの部分を「見える化」
する（実際にフライパンで料理を作ってみたり、職人
の製造ラインを「見える化」させる）、③デザインで抜
きん出る（機能美にこだわったデザイン）、④時間を付
加価値に変える（魔法のフライパンを使って短時間で
料理できるようになったことが節電などの省エネにつ
ながることをアピール）（図 1）、⑤共感される（脱下請
けや価格決定権を持つ経営を作り手の物語として伝え
る）に絞られる。
　さらに「売る」における付加価値は、①経験や文化
を売る（料理が上手くなりたいという情報を提供す
る）、②買いたくなる仕組みを作る（顧客との取引や交
流を SNS へ反映させる）、③売る場所を選ぶ（商品の
特性から安売りしなくても売れる場所、全国的に人が
集まりやすい場所に限定）、④情報連鎖を作り出す（共
感と驚きを持たせるような情報発信に努める）、⑤顧客

目線を徹底する（アフターサービスの管理と自社の安
心と信頼を売る）にまとめられる。
　現在、全国の製造業を営む中小企業は、生き残りを
かけて様々な試みにチャレンジしている。海外進出、
他社との M&A や事業提携、新たな業界への参入、独
自商品を突き詰めた最終型の商品開発等々。当社も海
外進出を本格的に考えており、いずれは世界的ブラン
ドを築き上げ、日本の中小零細企業の活力を知らしめ
たい。
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