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１．はじめに

アベノミクスにより，景気は上向き，「百貨店

では高級品の売れ行きが好調」とのニュースも

聞こえてはくるものの，一般の消費財の価格が

大きく上昇してきているわけではない。長期的

視点に立ち，日本の少子高齢化による市場縮小，

新興国企業の本格的参入などを勘案すれば，国

内市場における価格競争は今後ますます熾烈に

なると捉えるべきであろう。

こうした状況において，低価格競争を回避す

るための商品の高付加価値化は企業にとって，

ますます重要なポイントになる。しかしなが

ら，消費者ニーズとかけ離れた超高機能化によ

り，国際市場においては単に高価格かつ操作性

に劣る商品となってしまった日本メーカーの携

帯電話端末のようになってしまっては何ら意味

がない（大﨑 2008）。単なる売り手満足の高付

加価値化ではなく，消費者が明確に認識できる

他社商品との差が重要であり，さらにこうした

差を長期にわたり保持し続けなければならな

い。つまり，模倣困難性の高さが今後の日本市

場において適正な利益を確保するうえで重要な

テーマとなる。

従来，低価格を訴求することにより，一定の

売上を確保してきた大手小売業者を中心とした

流通業者による自社ブランド商品であるプライ

ベート・ブランド商品（PB）に，近年，大きな

変化が見られる。単なる低価格の訴求にとどま

らず，格段に品質を向上させてきているのであ

る。加えて，例えばイオンのトップバリュ・セ

レクトやセブンイレブン金のシリーズはベー

シックな PBよりも高価格帯であり，プレミア

ム PBとも呼べる商品であるが，好調な販売状

況となっている。

本論文では，日本における GMS（総合スー

パー）のリーダー企業であるイオンが展開する

トップバリュの実態に関して，実際に運営して

いるイオントップバリュ㈱
(1)(3)
，検査などを担

当する㈱生活品質科学研究所
(2)
，全体を統括す

るイオン㈱
(1)(3)

への個別訪問面接調査を通じて

収集した情報に基づき考察していく。
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２．トップバリュとは

トップバリュは 2011年より３期連続で営業

収益において日本小売業でトップに立っている

イオンが展開する PB である。イオンの 2013

年度の営業収益は６兆 4,000 億円，経常利益

1,800億円と競争が激化する日本の小売業にお

いて極めて好調であることがわかる（イオン

2014，p. 2）。グループ従業員数は実に 42万人

にもおよんでいる（2014年２月末現在）（イオ

ン HP）。

2.1．トップバリュの歴史

トップバリュは 1974年にカップラーメンの

メーカー側からの値上げに抗議し，ジェーカッ

プを独自に開発したことに始まる。当時は当た

り前であったフォーク添付を省き，85 円という

低価格で発売された。このジェーカップには，

「良い商品をより安く提供する」というジャス

コ（現イオン）の企業姿勢が体現されていた

（トップバリュ HP）。翌年には，ジャスカ

フェ，天然果汁ジェーフード 77，紳士カジュア

ル衣料のガニー，さらに 1985年にはホームファ

ニシングのストアブランドであるホームコー

ディを発売するなど，PB の展開が急速に進ん

だことがわかる。

ジャスコ誕生 25 周年にあたる 1994年，トッ

プバリュが店頭に並ぶ。トップバリュ（TOP-

VALU）とは，“TOP＝最高”と“VALUE＝価

値”を組み合わせた造語で，どこにも負けない

お値打ち価格の商品を意味し，圧倒的な低価格

と品質を両立させたブランドという意味が込め

られている。

2013 年度のトップバリュの売上高は 7,410

億円（前期比 108.7％）にまで拡大している（イ

オン 2014，p. 24）。しかしながら，当然，単に

調達するだけでよいメーカーのナショナル・ブ

ランド商品（NB）と比較すれば，商品の企画か

ら始まる PBには大きな労力を要するものの，

「実際，利益に大きく貢献し始めたのは 10 年

前くらいからであり，それまでは何のために

やっているんだろう？」との担当者のコメント

から，現在のトップバリュの成功にはかなりの

時間が費やされていることがわかる。

2.2．トップバリュの現状

2.2.1．トップバリュの理念：トップバリュ５

つのこだわり

トップバリュの理念とも考えられる，トップ

バリュ５つのこだわりは以下の通りである

（トップバリュ HP）。

①お客さまの声を商品に生かします。

顧客モニターを活用した品質・機能の吟味。

②安全と環境に配慮した安心な商品をおとどけ

します。

添加物使用の削減や環境負荷の少ない原材

料・包装の使用。

③必要な情報をわかりやすく表示します。

遺伝子組換えや栄養成分などの明確な表示。

④お買い得価格で提供します。

NBより求めやすい価格の設定。

⑤お客さまの満足をお約束します。

不満足の場合，返金・取り替えの約束。

こうした理念は NB を扱う多くのメーカーと

は異なった印象を受ける。消費者と日々，直接

的に向き合う小売業の強みが強調され，何より

も消費者ニーズを優先していく姿勢が明確に打

ち出されている。

2.2.2．ブランド展開

従来，トップバリュは以下の通り，８つのブ

ランドで展開されていた（大﨑 2014）。

―トップバリュ：基本ライン

―トップバリュ・ベストプライス：低価格ライ

ン
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―トップバリュ・セレクト：高品質ライン

―トップバリュ・プレミアム：上質な衣料

―トップバリュ・グリーンアイ：安全安心

―トップバリュ・共環宣言：エコロジー

―トップバリュ・レディーミール：調理済み食

品

―トップバリュ・ヘルシーアイ：健康

しかし，2014年，イオンのプライベート・ブ

ランドが誕生 40周年を迎えることを機にトッ

プバリュは大きく刷新された。ブランド体系を

トップバリュ，トップバリュ・ベストプライス，

トップバリュ・セレクト，トップバリュ・グリー

ンアイの４つに集約し，三層構造をより一層深

化させている（イオン 2014，p. 24）。

また，各ブランドのコンセプトも以下の通り，

一新している（トップバリュ HP）。

―トップバリュ：イオンの生活品質向上ブラン

ド

お客さまの期待を感動に高める。

―トップバリュ・ベストプライス：イオンの納

得品質・低価格ブランド

納得品質で地域いちばんの低価格を目指す。

また，安さの工夫として，包装資材の削減，製

造工程の簡略化，原材料の配合，同一工場での

一貫した製造の４点が紹介されている。

―トップバリュ・セレクト：イオンのこだわり

ぬいた最上質ブランド

こだわりぬいた最上質の体験を提供する。

―トップバリュ・グリーンアイ：イオンの食の

安全・安心ブランド

体へのすこやかさと自然環境へのやさしさに

配慮する。

2.2.3．商品点数

商品点数は全体で 6,000 アイテム程度にまで

広がっている。大まかな内訳は，トップバリュ

が 5,000 アイテム，トップバリュ・ベストプラ

イスが 600 アイテム，トップバリュ・セレクト

が 300 アイテム，トップバリュ・グリーンアイ

が 100 アイテムといった状況である。今後も商

品の幅は広がるようで，例えばトップバリュ・

ベストプライスやトップバリュ・セレクトは

1.5倍程度にする予定になっている。

2.2.4．価格

トップバリュの価格に関して，ヨーグルトを

例に検討する。2014年８月 21日のイオンナゴ

ヤドーム前店の店頭での価格は図表１の通りで

あった。比較を簡単にするために，100gあた

りの価格に注目すると，通常のトップバリュが

26 円，トップバリュ・ベストプライスが 23 円，

トップバリュ・セレクトが 42円であった。NB

に注目すると，明治が 34 円，雪印メグミルクが

38 円であった。基本ラインであるトップバ
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商品 容量 本体価格 100gあたりの価格

トップバリュ
プロバイオティクス・プレーンヨーグルト

450g 119円 26円

トップバリュ・ベストプライス
プレーンヨーグルト

400g 91円 23円

トップバリュ・セレクト
生乳100％プレーンヨーグルト

400g 165円 42円

明治 ブルガリアLB81 450g 151円 34円

雪印メグミルク ナチュレ恵 400g 150円 38円

図表１ トップバリュとNBとの価格比較



リュの価格は NB と比較すると概ね７割程度と

なっている。とりわけ低価格を志向するトップ

バリュ・ベストプライスは６割程度である。こ

うした低価格は一般に指摘されるように PBに

おける大ロットの注文，全量引き取り，中間マー

ジンのカット，広告宣伝費のカットなどにより

実現している。例えば，広告宣伝に関して，NB

の明治ブルガリア・ヨーグルトは岡田准一（明

治 HP），雪印メグミルクのナチュレ恵は向井理

（雪印メグミルク HP）をメインキャラクター

に起用し，TVCMをはじめ，大々的なプロモー

ションが展開されているが，トップバリュでは

主として POP や試食など，インストアプロ

モーションが中心である。一方，トップバ

リュ・セレクトは NB と比較して 1.2倍程度の

価格となっている。しかしながら，トップバ

リュ・セレクトはその名の通り，生乳 100％使

用でモンドセレクションでも金賞を受賞する高

付加価値商品となっており，明確な差別化が行

われている。中間マージンや広告宣伝を抑えた

分を高価格な原料にまわすことにより，こうし

た商品が実現できており，NB でこの原料を用

いると消費者の許容できる価格帯を大きく超え

てしまうであろう。トップバリュ・セレクトの

こだわりに関して補足すれば，例えば，“あんで

ござる”というあんパンは北海道の素材にこだ

わっている。あんとなる小豆が北海道常呂町産

の“えりも小豆”であることに加え，小麦，て

んさい糖，塩まで北海道産となっている。

2.2.5．パッケージ

2014年に入り，パッケージも刷新され，「た

かがパッケージ，されどパッケージ」といった

工夫が見られる（トップバリュ HP）。まず，イ

オンの理念が具現化された商品であることを表

すためにイオンのロゴが大きく表示され，また

顧客への感謝の気持ちを込め，プレゼントに巻

くリボンをイメージした“トップバリュリボン”

がデザインされている。さらに，原料，製法，

味など，イオンが商品に込めたこだわりが“プ

ロダクトストーリー”として記載されている。

商品の栄養成分やアレルギー物質に関しては，

国から表示を義務付けられている特定原材料７

品は表面に，表示が推奨されている特定原材料

に準じる 20 品目は裏面にわかりやすく記載さ

れている。製造地に関しては国産というレベル

ではなく，都道府県レベルで表示されている。

問い合わせ先に関しては，商品の開発から販売

までイオンが一貫して責任を持ち，品質を保証

することを示すため，トップバリュお客さま

サービス係のみが記載されている。この点に関

しては後述する。

2.2.6．環境・社会貢献活動

トップバリュは従来の PBのように単に低価

格を訴求することとは一線を画しており，環境

や社会貢献にも積極的に取り組んでいる（トッ

プバリュ HP）。環境への取り組みに関しては，

海のエコラベル“MSC”や養殖版海のエコラベ

ル“ASC”，森のエコラベル“FSC”などの認証

を受けた商品が多数存在している。また，社会

貢献に関しては，発展途上国で支援が必要な生

産者と原料や商品を労働に見合う価格で取引す

ることで生産者の経済的・社会的自立と環境保

全を支援する活動である“フェアトレード”の

認証を受けたコーヒーやチョコレートも取り揃

えられている。

2.2.7．インターネットの活用

ホームページを中心にトップバリュに関わる

情報が豊富に紹介されている。まず，トップバ

リュ全体の理念や安全・安心への取り組み，さ

らには環境・社会貢献活動などがわかりやすく

掲載されている。また，消費者が購入した牛肉

や野菜などに関して，詳細を確認することもで

きる。さらに，一つひとつの商品の内容が紹介
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されていることに加え，消費者からの評価も掲

載されている。こうしたポイントを公開できる

ということはイオンの商品に対する自信の表れ

とも捉えられる。また，動画により，そのこだ

わりが紹介されている商品もある。さらに，レ

シピのサイトでは食材や調理時間などから検索

できるように工夫されている。また，著名な

シェフのレシピが公開されるなど，充実した内

容となっている。

現在，イオングループではインターネットで

注文を受け，自宅に配達するネットスーパー事

業が展開されている。今後，情報通信技術はま

すます発展し，社会に浸透してくると考えられ，

レシピをクリックすれば必要な食材が自動的に

配達されるような仕組みも実用化されるかもし

れない。いずれにせよ，トップバリュのホーム

ページは単なる商品紹介にとどまらず，今後ま

すますその重要性を高めていく可能性を感じる

内容になっている。

３．トップバリュの商品開発

3.1．「あ，わたしの声がはいってる。」

トップバリュの商品づくりにおける重要なポ

イントは「あ，わたしの声がはいってる。」に表

れている。まず発売前に，試用後の味，機能，

価格，容量等に関して消費者による評価が行わ

れる。こうした調査で高く評価されたものが実

際に発売され，さらに発売後にも，試用後の味，

機能，価格，パッケージデザイン，容器の大き

さや使い勝手等に関して消費者による評価が行

われる。その後，課題に対する改善が行われ，

リニューアル製品の発売というサイクルが回っ

ている。こうした消費者の評価結果から商品カ

ルテが作成される。ちなみに，調査に協力して

いるモニターの数は 10万人にもおよぶ。この

ような消費者調査は以下の通り，２つのパター

ンで実施されている。

・店頭調査

店舗に買い物に来た消費者を対象に，トップ

バリュ商品であることを伝えず，見た目や味に

関する意見を収集する。

・ホームユーステスト

消費者の家庭でトップバリュ商品であること

を伝え，見た目や味や使い勝手に関する意見を

収集する。

こうした顧客の声の収集から，スパゲティを

一人前 100gずつに束ねた包装，切りやすくす

るために縦ではなく横に入れたとろろ昆布，

ティッシュペーパーの箱をなくすといった商品

が誕生している。これらの商品はいかにも消費

者に近い小売業が企画した商品という印象を受

ける。

3.2．トップバリュ展示会

筆者が初めてお話を伺ったのは，2014年の２

月，幕張メッセで行われているトップバリュ展

示会の場であった。最初は展示会とは言うもの

の，誰が誰に向けて行う展示会であるのか理解

できなかった。NB であればメーカーが流通業

者に対してという構図がすぐに頭に浮かぶもの

の，PB では流通業者自身が商品を企画するた

め，当然そうした必要性がないからである。

トップバリュという商品の開発はトップバ

リュ㈱が担当しているが，実際にこうした商品

を店頭に置くか否かは一部の基本ラインを除

き，各店舗の裁量による。よって，トップバリュ

展示会は商品を開発したトップバリュ㈱が採用

を決定する各店舗の代表者に向けて実施してい

るものである。しかしながら，代表者は単に店

長およびバイヤーという限られた担当者ではな

く，各店舗で働くパートのスタッフも含まれる。

こうしたパートさんは各店舗が所在する地域に

暮らす主婦である場合が多く，よって各店舗の

エリアに居住する主婦の声を反映した商品の選

択が行われるわけである。「パートさんが最初
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のお客さま，この人たちに気に入ってもらえな

ければ，どうにもならない」と担当者はコメン

トしている。さらに，既存のトップバリュ商品

に対する意見集約にとどまらず，例えば，“真崎

のわかめ”のようにパートさんから地元の名産

品に関する情報を収集し，商品化されるケース

も出てきている。

また，トップバリュ展示会は商品に関する情

報収集というレベルを超え，自らの意見が商品

に反映されることにより，パートさんのイオン

への帰属意識や日ごろの業務へのモチベーショ

ンも大きく高めるであろう。トップバリュ展示

会は毎年２回，ブロックごとに行われているが，

筆者が参加した日だけでも参加者のための送迎

バスが 78台というスケールで実施されている。

幕張メッセの大きな会場は大勢の人で賑わい，

活気に満ち溢れていた。大変興味深かったた

め，後日，名古屋メッセで開催されたトップバ

リュ展示会にも学生を引き連れて参加させてい

ただいた（図表２）。

４．トップバリュの安全・安心：生活品質

科学研究所を中心として

トップバリュでは生産者と消費者を結び，よ

り“安全・安心”な商品を届けるために，厳し

い自主基準を設けている（トップバリュ HP）。

例えば，精米の場合，一般に行われている農産

物検査に加えて，品種DNA検査，カドミウム

検査，残留農薬検査，放射性物質検査を行い，

精米工場に運ばれている。また，卵に関しても

徹底した取り組みが行われている。専門の調査

員が農場・パック工場を訪問し，イオン独自の

基準で農場・パック工場をそれぞれ 100項目ほ

ど検査している。例えば，“採卵当日にパック

日と賞味期限を印字し，翌日には店頭に並べる”

といった基準を徹底遵守することにより“安

全・安心”な卵を提供している。とくに，パッ

ク工場ではサルモネラによる食中毒の発生に気

をつけなければならない。そのために，卵の表

面の殺菌・洗浄は最も大切な工程になるが，トッ

プバリュが製造を委託している農場・パック工

場では機械による自動化を進め，ニワトリが産

卵してからパックされるまで，全く人の手に触

れられていない。つまり，産卵された卵を初め

て触るのは消費者となるわけである。

小売業でありながら，こうした専門的な検査

が実施できる理由はイオングループ内に生活品

質科学研究所という組織を有しているからであ

る。1986年に前身となる品質管理センターが

設立され，221 名のスタッフを擁している（生

活品質科学研究所 2014）。従来の安全だけを目

的とした品質管理を超え，生活に関わる全ての

商品，サービス，生活環境の品質基準を顧客の
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目線で制定し，ものづくりやサービスに反映し

ていくことがミッションに掲げられている。食

品や衣料にとどまらず，生活関連商品全般の商

品群に関する商品設計，仕様書，品質表示に関

する業務，検査，工場調査，研究開発などを行っ

ている。例えば，仕様書では原材料に関しても

細かい指示がなされている。パンであればその

原料となる小麦の原産地や遺伝子組換えか否か

など，詳細な情報を把握している。こうした仕

様書の 75％程度は電子化済であり，消費者から

の問い合わせに迅速に対応できるようになって

いる。また，工場調査に関して，初回生産開始

時には必ずスタッフが立会い，その後も１年に

１回程度，抜き打ち検査を行っている。筆者が

訪問した中央研究所はイオン本部に隣接するオ

フィスビルに所在し，例えば検査のための高温

多湿ルームは−30℃∼60℃まで設定が可能な

ど，充実した設備のもと，徹底した検査や研究

開発が行われていた。

５．トップバリュの模倣困難性

トップバリュの模倣困難性，つまり他社が簡

単には真似をすることができないポイントはど

こにあるのだろうか？ どの企業のどのような

商品においても模倣困難性の創出は困難な課題

である。なぜなら，技術が成熟した現代の社会

において，特許で守られるといった例外を除き，

ほとんどの商品が仮に発売当初こそヒットした

としても，その後，類似商品との価格競争に陥

り，適正な利益の確保が困難になってしまって

いる。

トップバリュの模倣困難性とは？の質問に対

して，担当者からはイオングループ全体での取

り組みが様々なシナジーを生み出し，他社との

差づくりにつながっているとの答えがあった。

例えば，トップバリュのビールは韓国で生産さ

れているが，韓国から日本への輸送において，

日本の７つの港に分けて出荷し，地域の店舗に

送ることにより，物流費を削減している。また，

トップバリュ・グリーンアイでは，鮮度を向上

させるために求められるきめ細かな物流もイオ

ングループのロジスティクス部門の協力により

実現している。また，トップバリュでは原価低

減のため，イオンが原料を調達し，製造委託先

に納めるケースもあるが，そうした原料の調達

は同じくグループ会社のイオングローバル

SCM㈱が担っており，大きなイオングループ

全体の力が結集され，高いシナジー効果のもと，

トップバリュは実現している。もちろん，大

ロットでの一括注文が行えるのも，GMS事業

に加え，SM（スーパーマーケット），DS（ディ

スカウントストア）事業など，数多くの店舗を

擁していることによる。

６．海外における PB の動向：イギリス

を中心として

欧州市場における PB のシェアについて，

PLMA � s 2013 International Yearbook による

と，スイスが 53％，スペイン 51％，イギリス

45％，ポルトガル 44％，ドイツ 42％，ベルギー

41％といった状況である（Private Label

Manufacturers Association Homepage）。

以下，イギリスに注目し，高付加価値 PBの

動向について考察していく。イギリスにおける

2007年の食品の小売シェアはテスコ 31.4％，

アズダ 16.8％，セインズベリーズ 16.4％と上

位３社で６割を大きく上回っている（日本貿易

振興機構 輸出促進・農水産部 2008，pp. 3-4）。

こうした大手小売業者の店頭に並ぶ食品の約４

割は PBであり，高級なイメージが強いマーク

ス＆スペンサーにおいてはほぼ 100％の商品が

PBとなっている。

さらに，テスコ，アズダ，セインズベリーズ

などの大手小売業者における PBは“基本ライ
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ン”に加え，“高付加価値製品ライン”，“オーガ

ニックライン”，“健康志向型製品ライン”，“子

供向けライン”，“低価格製品ライン”というよ

うに分類されたうえで展開されている（同上書，

pp. 25-28）。

これらのうち，高付加価値 PBは高付加価値

食品市場全体の３分の１を占めるまでになって

いる。また，矢作（2000）は，イギリスでは顧

客の固定化に対して，高い品質を誇るプレミア

ム PBは重要なポイントになっていると指摘し

ている。

こうした PB先進国とも呼べるイギリスにお

ける代表的な大手小売業者であるテスコとマー

クスアンドスペンサー（ともにイギリス・ボー

ンマスの店舗）に対して，2014年７月，店頭調

査を行った（図表３）。筆者が訪問したテスコ

はテスコ・メトロと呼ばれるテスコにおける中

型店であり，日本の食品スーパーと同程度の規

模であった。店頭の商品を見ると，PB：NBは

概ね１：１程度であり，NB の横には PB が置

かれ，価格差をアピールする POP が数多く見

られた。PB は加工食品はもちろんのこと，肉

や野菜まで幅広く取り揃えられていた。一方，

今回の調査対象となったマークスアンドスペン

サーの店舗では中心部に衣類が陳列され，店の

奥が食品売り場になっていた。食品売り場の広

さはテスコ・メトロと同じくらいであったが，

天井は高く，通路は広く，シックな内装，品の

いい店員のサービスなど，高級スーパーの雰囲

気を醸し出していた。マークスアンドスペン

サーは全商品が PBと一般に言われるが，実際

はコーラやビール，洗剤などのトイレタリーな

どではブランド力の強い NB が並んでいた。日

本の NB であるキッコーマンの醤油も置かれて

いた。また，コーヒーや紅茶などでは，フェア

トレード認証の PBが数多く取り揃えられてい

た。

価格に注目すると，やはり高級店であるマー

クスアンドスペンサーの PB はテスコの PB よ

りも高いことがわかる（図表４）。しかしなが

ら，NB と比較すると，かなり低価格になって

いることも事実である。高付加価値 PBに関し

て，例えばオーガニックの牛乳は通常の牛乳と

比較し，テスコでは 1.8倍，マークスアンドス

ペンサーでは 1.4倍の価格となっていた。

ちなみに，2014年８月にアメリカで行った，

セーフウェイやホールフーズといった大手食品

スーパーへの店頭調査では，ともに PBの割合

はイギリスのスーパーはもちろんのこと，イオ

ンと比較しても，かなり少ない状況であった。

また，少し変わったところでは，イギリス，ア

メリカともに卵が，通常のもの，放し飼い，オー
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ガニックという３種類に分類され，価格は凡そ

放し飼いが通常の２倍，オーガニックは３倍程

度で販売されている店舗が目立った。

７．トップバリュの課題

順調な売上を達成し，適正な利益を確保して

いるトップバリュの現状を踏まえると深刻な課

題は見当たらない。しかしながら，長期的視野

に立ち，今後のさらなる拡大に向けた検討事項

として，以下の点に注目していく。

7.1．トップバリュにおける表示の問題

商品のパッケージに PBを展開する流通業者

に加え，製造を請け負うメーカー名を記載する

べきか？という問題がある。例えば，セブンイ

レブンが展開する PBであるセブンプレミアム

では製造を請け負うメーカー名も併記されてい

る。こうして併記することは一般にダブル

チョップと呼ばれ，中部圏を中心に事業を展開

するバローも基本的にはダブルチョップを採用

している。確かに，実際に製造しているメー

カー名が気になる消費者も少なくはなく，ダブ

ルチョップの有効性には納得できる点もある。

しかしながら，トップバリュの商品パッケー

ジにはメーカー名は表記されていない。担当者

はこの点に関して，「トップバリュはイオンの

商品であり，当然，全責任をイオンが背負うと

いう覚悟の表れ」と語っている。確かに，PB

は企画した流通業者の商品であり，本来，製造

したメーカーを併記することは正しくないのか

もしれない。例えば，大手飲料メーカーの商品

は OEM である場合も少なくはないものの，

OEMメーカーを記載しているケースはほとん

どない。

トップバリュのお客さまサービス係には年に

30万件にものぼる顧客からの問い合わせがあ

り，対応コストは決して小さくはないが，新商

品開発や商品改善につながる情報も少なくはな

い。また，製造したメーカーを確認したい消費

者に対しては，パッケージに記載されている“製

造所固有記号”をトップバリュのホームページ

で検索することにより，容易に判明する仕組み

が構築されている。

7.2．トップバリュ・セレクトのさらなる拡大

通常のトップバリュと比較し，トップバ

リュ・セレクトは高価格に設定され，こだわり

の追及など，商品の高付加価値化に向けた取り

組みにおいて自由度が高い。例えば，通常の

トップバリュであれば基本的にはイオングルー

プ全店で販売できる数量の確保が前提となる

が，トップバリュ・セレクトはエリアを絞って

販売することも認められている。こうしたポイ

ントはある地域の特産ではあるものの，生産の

規模が小さく，従来，通常の流通ルートに載ら

ず，メジャーにならなかった商品の掘り起しと

いった地域貢献にも通じる。一般的に大型のプ
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テスコ マークスアンドスペンサー NB（トロピカーナ）

通常の牛乳
4pints（約2.3ℓ）

￡1.00 ￡1.39 ―

オーガニックの牛乳
4pints（約2.3ℓ）

￡1.84 ￡1.98 ―

オレンジジュース
（100％）１ℓ

￡1.00 ￡1.25 ￡2.48
＊

図表４ 英国におけるPBの価格

＊ テスコで販売されていた価格



ロモーションを展開する NB は圧倒的に数量を

追及する傾向が高く，こうしたトップバリュ・

セレクトの戦略は NB との差別化にも貢献する

可能性がある。

トップバリュ・セレクトの価格戦略に関して，

もちろん価格の選択権はあくまでも消費者にあ

り，素晴らしい商品だからといって圧倒的な高

価格の商品を市場に投入することはできない。

しかしながら，通常の商品開発のように，まず

ターゲットとなる価格を設定したうえでの取り

組みというわけではなく，例えば，いい素材が

ある，これを使って消費者が納得してくれる価

格で商品が提供できないか？ということを具現

化するのがトップバリュ・セレクトの商品づく

りと言える。

トップバリュ・セレクトの課題として，まず

産地や品質のレベルなどにこだわるあまり，条

件を満たす素材の調達に長い時間を要する場合

が多いことがあげられる。また，こだわりを究

めた商品を目標としているため，製法など製品

の開発にも長い時間を要している。こうした時

間はある意味，必要なコストとも考えられるが，

調達および開発時間の短縮は課題としてあげら

れるであろう。もっとも，手ごろな価格の訴求

ではなく，商品のこだわりを強く訴求するトッ

プバリュ・セレクトにおいて，消費者の期待を

裏切るようなことがあれば，それは全トップバ

リュ・セレクトに対する負のイメージとなるた

め，慎重にならざるを得ない，もしくは慎重に

なるべきということも理解できる。

7.3．トップバリュのさらなる魅力づくりと消

費者への訴求

現在，トップバリュは好調である。しかしな

がら，こうした状況はトップバリュのみに当て

はまるものではない。リーマンショックによる

景気の落ち込みを機に消費者の低価格志向が強

まり，PB 全体が好調な状況であり，消費者が

他社の PBではなくトップバリュを選択してく

れているわけではない。つまり，40 年の歴史を

持つ PB であるにもかかわらず，他社の PB と

の差別化が実現していないという側面がある。

イオンに行き，トップバリュが置いてあるので

購入するという現状をトップバリュを購入する

ためにイオンに行くという消費者購買行動に変

化させることが今後の大きな目標である。その

ためには「トップバリュの魅力を積極的に訴求

することが重要である」と担当者は語っていた。

しかしながら，イギリスのマークスアンドスペ

ンサーのように PBで店舗を埋め尽くすような

ことは全く想定されていない。「日本の消費者

の NB信仰は強く，PB比率は現状 20％，今後

は 30％程度を目標とする」とのことであった。

８．おわりに

小学生の頃，PB を購入し，残念な思いをし

た記憶が抜けず，長きにわたり PBを購入する

ことはなかった。しかしながら，何年か前に購

入したところ，その品質の高さに驚かされた。

さらに，トップバリュ・セレクトやセブンイレ

ブン金のシリーズといった高付加価値 PBは確

かに NB以上の品質であると感じることも少な

くはない。専業メーカーのように特別な技術を

擁しているわけでもない小売業者が手掛ける

PB で，なぜこうした商品が誕生しているの

か？ 大きな疑問であった。

しかしながら，今回の調査を通じて，専業メー

カーではなく小売業者だからこそ高付加価値商

品が誕生するのではないかと感じている。その

理由として，まず専業メーカーは豊富な経験と

独自の技術を擁している場合が多い。もちろ

ん，これらは一般的には強みと考えられるが，

その分，消費者ニーズを軽視してしまうことも

事実であろう。例えば，筆者はこれまで数多く

の食品メーカーへ個別訪問面接調査を行ってき
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たが，消費者ニーズを明確化するためのマーケ

ティングリサーチなどは実施されていないこと

の方が断然多かった。それはコストの問題もも

ちろんあるが，プロの作り手である自らへの自

信によるところが大きい印象を受けた。一方，

小売業者は特別な技術を保持しているわけでは

なく，トップバリュの理念でも謳われているよ

うに強い消費者志向になるのが常である。さら

に，消費者と直接かかわる売り場を持っている

ことがこうした消費者志向に拍車をかける。ま

た，マーケティングリサーチも大きなコストを

要することなく，簡単に実行できる。

売り場を持つという強みは数量がコントロー

ルできるというメリットも創出する。NB は全

国の様々な店舗で販売し，大きな売上を達成す

ることを志向する。そのために，大々的な広告

宣伝を行うことも少なくはない。しかし，PB

は基本的には広告宣伝を行わない。また，トッ

プバリュ・セレクトのように店舗を限定して販

売することも自らの裁量で決定できる。こうし

た状況において，尖った商品と呼ばれる，リス

クはあるものの，個性ある商品を開発・発売す

るハードルが NB と比較すれば格段に低くな

る。

このような商品づくりにおける小売業者の強

みという視点から，今後も高付加価値 PBの研

究を継続させていく。
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注

⑴ トップバリュに関する個別訪問面接調査１

実施日時 2014.2.17 15：00-17：00

実施場所 幕張メッセ

面談者 イオン㈱ コーポレート・コミュニケーショ

ン部 広報 Gマネージャー 小西一仁氏

イオントップバリュ㈱ 管理本部 人事総務

部 有本幸泰氏

⑵ トップバリュに関する個別訪問面接調査２

実施日時 2014.3.12 15：00-17：00

実施場所 名古屋メッセ

面談者 イオントップバリュ㈱ 代表取締役社長 仲

矢長蔵氏

イオントップバリュ㈱ 管理本部 人事総務

部 有本幸泰氏

イオン㈱ コーポレート・コミュニケーショ

ン部 広報 Gマネージャー 小西一仁氏

イオン㈱ コーポレート・コミュニケーショ

ン部 広報担当 田辺兼人氏

⑶ トップバリュに関する個別訪問面接調査３

実施日時 2014.3.24 13：00-15：00

実施場所 生活品質科学研究所 中央研究所

面談者 ㈱生活品質科学研究所 代表取締役社長 宮

地邦明氏

㈱生活品質科学研究所 中央研究所長 小田

川平氏

㈱生活品質科学研究所 戦略室 室長 赤松知

則氏
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