
販売士3級 英単語略字&専門用語 

◆小売業の形態◆ 

SM 
Super Market 「スーパーマーケット」 食料品を主体に、日用雑貨、衣料品などの家庭用品をそろえ、大

量、廉価、現金販売を原則とする小売店をいう。 

SC 
Shopping Center 「ショッピングセンター」 流通近代化を目ざして多数の小売店が計画的に形成する集合

商店街のこと。 

NSC 
Neighborhood Shopping Center 「ネイバーフッド・ショッピングセンター」 食品スーパーを核とし、ドラッグス

トアやホームセンターなどのテナントを持つ、近隣住宅街などの小商圏をターゲットとしているＳＣ（ショッピ

ングセンター）のこと。 

RSC 
Regional Shopping Center 「リージョナル・ショッピングセンター」 広域から集客する大型のショッピングセ

ンターのこと。商圏は広いが来店の頻度は週に 1 回程度。 

SRSC 

Super Regional Shopping Center 「スーパーリージョナル・ショッピングセンター」 核店として、フルラインの

デパートメント・ストアが３店舗以上出店している超大型SC。RSC より広範囲の商圏となるが、来店の頻度

は月に 1 回程度。 

GMS 
General Merchandise Store 「ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア」 日常品を中心に商品を総合的にそろえ

た大規模小売店のこと。量販店ともいわれる。 

百貨店 
百貨店とは、元々大きな面積の店舗を持ち、多種類の商品を取り扱う店のことである。名称は百種類の商

品（貨）を扱うことから来たもの。デパートメント・ストアまたはそれを省略してデパートとも呼ばれる。 

RC (CC) 

Regular Chain 「レギュラーチェーン（またはコーポレートチェーン）」 事業を展開する企業が、自ら資金投

下を行い社員を雇用し、経営・営業する店舗又はそのチェーン網を指す。直営店とも呼ばれる。本部と店舗

が同一の資本であることがフランチャイズ展開と異なる。 

FC 

Franchise Chain 「フランチャイズ・チェーン」 一方が自己の商号・商標などを使用する権利、自己の開発した

商品やサービスを提供する権利、営業上のノウハウなどを提供し、これにより自己と同一の店舗イメージで

営業を行わせ、他方が、これに対して対価を支払う約束によって成り立つ事業契約である。本部側を「フラ

ンチャイザー」加盟店を「フランチャイジー」と呼ぶ。 

VC 
Voluntary Chain 「ボランタリー・チェーン」 多数の小売業者（卸売業者を含むこともある）が独立性を保持

しつつチェーン化して共同活動を行う組織をいう。小売主宰VC と卸主宰VC とがある。 

COOP 
Cooperative 「コープ」 生活協同組合 略して生協ともいう。COOP は、一般市民が生活レベルの向上を目

的に、各種事業を行うために結成された組合組織である 

CVS 
Convenience Store 「コンビニエンスストア」 店舗の特徴として売り場面積30 ㎡～250 ㎡未満であり、取り

扱い品種の数は約3,000 点を超える。 

DgS 

Drug Store 「ドラッグストア」健康と美容に関する医薬品や日用品をセルフサービスで短時間に買えるよう

にした小売業態。処方箋による調剤を受け付ける店舗もあるが、処方箋を取り扱う店舗は「薬局」の名称を

使用しなければならない。 

HC 
Home Center 「ホームセンター」 日曜大工用品を販売する店。その他にも園芸用品・手工芸用品・自動車

用品など生活用品を幅広く揃えた店が多い。 

SuC 

Super Center「スーパーセンター」 ディスカウントストアとスーパーマーケットを融合させた小売業の業態

で、広大な敷地でローコストオペレーションを行い、原則的にセルフサービスで買物をする。スーパーセン

ターを始めて開発したのはアメリカのウォルマートである。 

ホールセールクラブ 

ホールセールクラブとは、会員制の現金払い持ち帰り卸売業（キャッシュ＆キャリー）のこと。ホールセール

とは卸売りのことだが、中小自営業者などの法人だけでなく、会員になれば個人客でも買い物ができる。一

般の卸売り価格並みに店頭価格を引き下げるための、徹底したコスト削減策が特徴。 

キャッシュ＆キャリー 
レストラン、小規模食品店などのユーザーを対象に、会員制で業務用の食品、非食品を現金で販売する卸

売業。 

カテゴリーキラー 
紳士服、家電、酒などのある特定分野に限定し、どこよりも広い幅の品種と深い品目で、低価格販売する専

門店型チェーンストアのこと。 

パワーセンター 
郊外立地のショッピング・センター（ＳＣ）で、専門店型安売り店（カテゴリーキラー）数社が集まってＳＣを形

成する。 

ハードディスカウントストア 
小さい店舗に高回転の加工食品を主体に 600 品目程度を絞り込み、超安値で販売する形態。ドイツのアル

ディが 1952 年に開設した。 

アウトレットストア 
傷など、何らかの理由があって正規の店舗で販売できないブランド品を処分するために、メーカーや小売

業が自ら開設した店舗のこと。 

オフプライスストア 
有名ブランド品や有名百貨店、専門店の在庫処分品などを幅広く仕入れて、市場よりずっと安く販売する小

売形態。アウトレットストアと居ているが、経営者はブランドの所有者ではなく、第三者となる。 
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◆電子的なシステム◆ 

EOS 
Electronic Ordering System 企業間のオンライン受発注システム。スーパーマーケットなどの小売店舗

の受発注業務の効率化などに使われる。 

EOB Electric Order Book 電子発注台帳 発注の情報伝達ツール。 

EDP 

Electronic Data Processing 「電子データ処理システム」の略。1960 年代に企業における事務処理の効

率化を図るために導入されたコンピュータシステム。主に給与計算、会計記帳、売上集計などに使わ

れた。 

EDI 
Electronic Data Interchange電子データ交換 商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、企業間

で電子的に交換する仕組み。 

web-EDI 

従来、EDI は専用ネットワークで、業界ごとの専用プロトコルを使用していたため、閉鎖的とされてき

が、インターネット技術を利用した Web EDI では、すべてオープンである。さらに、専用線を利用するよ

り大幅に通信コストが安くなるし、特別な情報システムを導入せずとも、ブラウザさえあれば比較的、

短期間に EDI が可能となる。 

VAN Value Added Network 付加価値通信網。 

EC e-commerce インターネットなどのネットワークを利用して、契約や決済などを行なう取引形態。 

POS システム 
Point of Sales system 店舗で商品を販売するごとに商品の販売情報を記録し、集計結果を在庫管理

やマーケティング材料として用いるシステムのこと。 

ストアコントローラ 
POS データを利用して情報管理、商品在庫管理、発注管理などを行う端末。店舗内の事務部門やバッ

クルームに設置する例が多いが、チェーンストアでは本部や各地域の拠点などに設置する。 

IC カード 
Integrated Circuit チップを埋め込んだコードの総称。情報記憶媒体である磁気テープよりも記憶容量

が大きく、演算機能もある。 

RFID 

Radio Frequency Identification ID 情報を埋め込んだ RF タグから、電磁界や電波などを用いた近距離

（周波数帯によって数cm～数m）の無線通信によって情報をやりとりするもの、および技術全般を指

す。 

 
 
 

◆流通関連◆ 

VMS 
Vertical Marketing System 垂直的マーケティングシステム。 メーカー、卸売り、小売業などが独自で

行動するよりも、協力し合うことで効率化を図った縦（垂直的）の協同関係による企業組織。 

JAN コード 
Japanese Article Number 小売店の店頭でPOSターミナルからスキャナで読み取られる商品識別のた

めのバーコード。 

ITF コード 
Inter Leveled Two of Five 商品がどのような荷姿であるかを示すパッケージ・インディケータが先頭に

設定されたコード体系であり、集合包装単位ごとに印刷される。 

UCC/EAN-128 コード 
異なる商品が同じ段ボールに混載されたときに ITF コードは使用出来ないために使われる。JAN コー

ドや ITF コードでは表現できない詳細な情報を表示するために考案されたバーコード。 

製販同盟 
製販同盟とは、メーカーと流通業者・小売業者が業務提携を結び、商品の販売情報を共有したり、新製

品を共同開発したりする戦略的なパ－トナーシップのこと。 

製販一体 

従来はメーカーが製造した商品は、卸商に卸され、そこから各小売店へと流されて行くという構図であ

ったが、最近の量販店のように大量に商品をさばくことのできる小売店が卸業者を抜きにして取引を

行ったりすること。製販同盟とは類似しているが、若干意味合いが違う。 

 
 
 

◆販売戦略関連◆ 

SCM 

Supply Chain Management サプライチェーン・マネジメント」 部品や資材から商品を生産し、卸や小売

りといった流通を経由して顧客に届けるまでのモノの流れを「サプライチェーン」と呼ぶ。サプライチェ

ーン・マネジメントとは文字通り、一連のモノの流れを正確に管理（マネジメント）することによって、チェ

ーン全体の経営効率を最適化する経営手法のこと。 

DCM 

Demand Chain Management 「デマンド・チェーン・マネジメント」 SCMが原材料の調達から製品の生

産、販売、物流に至る供給連鎖の最適化をめざすのに対して、DCM は顧客の需要創造から商品開

発、顧客開拓、販売促進、引き合い獲得、受注成約に至る需要連鎖に着目する。 
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ISM 

In Store Merchandising 「インストアマーチャンダイジング」 店頭における商品の陳列と品揃えの構成

を科学的、統計的に検討し、収益の最大化を図る商品および商品構成を実現するための活動。ISM の

主な手法にはインストアプロモーション、スペースアロケーション、シェルフマネジメント、ワンウェイコ

ントロール  などがある。 

VMD 
Visual Merchandising 「ビジュアルマーチャンダイジング」 店舗における視覚的表現を中心としたマー

チャンダイジング活動全般をいう。 

LSP 

Labor Scheduling Program 「レイバー・スケジューリング・プログラム」 アメリカの流通業で開発された

作業管理、要員管理の基本的な仕組み。企業として達成したい売場目標を決め、それを実現するため

に必要な作業・手順、バックヤードと必要な時間を設定し、誰が、いつ、どんな作業をどのくらいの時間

で行うか計画し、管理するものである。 

CRM 

Customer Relationship Management 「カスタマー・リレーションシップ・マネジメント」 企業と顧客の関

係をより親密にするための考え方や、顧客ニーズにあった製品やサービスの提供を実現し、コストを

最小限に抑えながら優良な顧客との関係を維持していく手法。 

FSP 

Frequent Shopper Program 「フリークエント・ショッパーズ・プログラム」 ポイントカードやサービス提

供カードといった顧客カードを発行して顧客ひとりひとりの購買データをとらえながら、顧客を購入金額

や来店頻度によって選別し、セグメント別にサービスや特典を変えることによって個々の顧客に最も

適したサービスを提供し、優良固定客の維持・拡大を図るマーケティング手法。 

EDLP 

Every Day Low Price 「エブリデイ・ロープライス」 一定期間の低価格販売ではなく、常に同じ商品を同

じ低価格で提供する価格戦略。消費者に対し、「この店は、いつでも安い」という印象を与えることによ

り、差別化を図り、固定客の増加、チラシなどの販促費の圧縮を狙う戦略。 

POP Point Of Purchase 一般的に言うポップ広告のこと。 

SKU 

Stock Keeping Unit 「ストックキーピングユニット」 在庫管理を行う場合の単位。アイテムは商品の種

類を指すが、SKUは同じ商品でもパッケージの違いや値段の違いなど,アイテムより小さい単位で分類

される。 

OEM 

Original Equipment Manufacturing メーカーから製品の供給を受けたメーカーは、自社ブランドでその

製品を販売する。製造の委託を受けたメーカーは、相手先のブランドと販売力を活かして生産量を向

上させることができる。主に家電業界でみられる。 

 
 

◆小売業用語集◆ 

最寄品 
毎日の食材や日曜雑貨品など、商品を購入しようとする時に品質や価格などあまり気にせず、近くの

販売店で買い求める性質の商品 

買回品 
いくつかの店舗を見て回り、同一系列の商品の品質や価格、デザインなどを見比べて購入するような

商品。衣料品や家電など。 

コモディティ商品 使用頻度と消耗頻度が高い低価格の商品のこと。紙類や潜在、食料品などを指す 

商品ライン 
商品を大きく分類するときの単位のこと。例えば、スーパーマーケットの精肉部門の牛肉や豚肉という

分類単位 

商品アイテム 一つひとつの商品を指すときの単位のこと。品目と同義語である 

アソートメント 商品の取り揃え、組み合わせのこと 

フルライン 品揃えの総合化の事。「フルライン戦略」など 

プライベートブランド 

(PB) 

自主企画商品。スーパー、百貨店、問屋などの流通業者が自分で企画し、自分で生産するか、仕様書

発注にもとづいてメーカーに生産させ、自店のブランドをつけた商品。ストア・ブランド(SB)ともいう。 

ナショナルブランド 

(NB) 
全国的な知名度を持つ銘柄・商標。全国各地で販売されている製造業企業の有力商品やその商標。 

SPA 

Specialty Retailer of Private Label Apparel 「製造小売業」または「製造直販型専門店」などと訳される。

アパレル産業において、消費者のニーズをなるべくダイレクトに反映させる目的で、メーカーが企画、

生産、販売のすべてを直接行う業態のこと。 

ダブルチョップ 

ダブルチョップとは、メーカーと流通業者（小売チェーン）が共同して構築する共同開発ブランドのこと。

プライベートブランドが流通業者主体のブランドであるのに対し、ダブルチョップはメーカーとのタイア

ップブランドであるところに違いがある。 主に医薬品業界などでみられる。 

ミール・プロムナード 
スーパーマーケットが、従来の食事の材料だけでなく、出来立ての食事そのものを料理別のコーナー

に設置して、便利性や専門性を高める販売方法のこと。 

生鮮3 品 腐敗しやすい生ものの中でも、青果、鮮魚、精肉のことをいう 

OTC 医薬品 
Over The Counter医薬品。 販売カウンター越しに手渡される、入手容易な一般医薬品を意味する。大

衆薬、市販薬のこと。 

委託販売 
委託販売とは、その名のとおり、商品や製品の販売を、第三者に委託・代行して販売してもらう販売形

態の一種である 
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http://www.weblio.jp/content/%25E6%25A4%259C%25E8%25A8%258E
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E8%25A3%25BD%25E5%2593%2581


消化仕入れ 
委託販売と同様に他社の商品を預かって販売するが、消化仕入れは販売した時点でその商品の仕入

れとして計上する所が異なる。 

制度品 

制度品とは、メーカーが直接または系列の販売会社、支社、支店、営業所などを通じて契約した小売

店で販売するという、販売方法などを具体的に指定されて流通する商品である。 化粧品業界に特に

みられる流通チャネル。化粧品業界には他にも「セルフ品」や「一般品」という流通チャネルがある 

業種と業態 

業種とは、小売店を取扱商品の種類によって分類したものを言い、例えば、八百屋・酒屋・電器屋・薬

屋などといったものがこれにあたる。つまり「何を売るか」による分け方が業種。一方、業態とは、営業

形態による分類を言う。例えば、百貨店・コンビニエンスストア・ディスカウントストアなどのことで、同じ

商品を売っているとしても、その提供方法は異なる。つまり「どのように売るか」による分類が業態とい

える。 

ストアオペレーション 店舗運営、または店舗内での日常的な作業のこと。 

インストアシェア 小売店の特定の売り場における特定メーカー商品の占有率のこと 

チャネル 販売経路のこと。 

セントラルバイング 
本部で商品を一括仕入し、それを各店に配送する集中仕入れ方式。仕入れコストの低減や全社的に

統制のとれた販売促進や在庫管理ができるメリットがある。 

バイングパワー 
購買力。支配的な地位や企業規模の大きさにより、商品やサービスをメーカーから好条件で仕入れた

りすること。 

ノー検品 
荷受業務の基本である検品を行わないこと。納品システムが確立されている場合は、検品が不要とな

り、その立会い作業コストが削減できる 

多品種少量多頻度納品 
小売店の店頭在庫を品種ごとにできるだけ抑え、販売効率を高めるための配送方法のこと。POS や

EOS の導入によりこのシステムが進展している。コンビニエンスストアなどの発注が代表例。 

安全在庫 通常の業務の中で、絶対に品切れや品薄にならないように用意しておくべき在庫の量。 

ピッキング 卸売業や小売業などが倉庫や流通センターで配送すべき商品を必要量だけ取り集めること。 

スイッチングセンター 
小売店からチェーンストア本部や仕入先企業などに送る発注情報などをとりまとめ、集計して仕入先

企業などに再発注するデータ中継基地のこと。 

リードタイム 商品を発注してからその店舗に届くまでの時間のこと。 

生配販 生産、配荷、販売の略語。 

サプライヤー 商品などの供給者。商品製造業者。 

ベンダー 
販売元、製造供給元、納入業者のこと。消費者から見た小売店、小売店から見た卸、卸から見た仕入

先、メーカー、といった関係。 

バイヤー 主として、チェーンストアの本部で商品を仕入れる業務を担当する人のこと 

スーパーバイザー 小売業界で、消費者の需要・好みなどを的確に把握し、仕入れ商品の選択を判断する人。 

マーチャンダイザー 商品開発担当者のこと。仕入れ担当のバイヤーとは、役割が異なる。 

マーチャンダイジング・サ

イクル 
小売店の日常業務の循環サイクル（仕入れ、在庫管理、販売管理など）の流れをいう 

チェーンオペレーション 

チェーンストアの経営手法の一つ。チェーン全体の商品仕入れ、プロモーション、要員、財務などを本

部が一括して管理し、各店舗は販売・営業などに特化することにより、組織全体の経営効率を図ってい

く経営システム。 

特約店 
製造業者が自己の製品を主力商品として継続的に販売させるため契約を結んだ特定の販売業者をい

う。 

直販メーカー 自社の製品を卸売りを経由せずに、直接小売店や消費者に販売するメーカーのこと。 

中抜き 卸売り業者など中間流通を排除して、メーカーと小売店が直接商品の取引を行うこと。 

一店一帳合制 

一店一帳合制とは、メーカーの系列化政策のひとつで、小売業者との取引について、特定の卸業者か

らの仕入れに限定すること。流通の合理化というメリットもある反面、小売店と卸売り業者との取引を

不当に拘束するという意味で、独占禁止法に触れる可能性もあるとされている。 

オープンモール キーテナント間を結ぶ歩行者通路が屋外にあるショッピングセンターの構造。 

テナント・ミックス 商業ビル、ショッピングセンター、駅ビルなどの大規模商業施設に入店する賃借店舗の構成を言う。 

キーテナント ショッピングセンターなどで、集客の中心となる店舗のこと。 

ゴールデンライン 
顧客にとって、最も商品を取りやすいゴンドラの高さ。明確な決まりは無いが、床から 80cm～130cm

あたりになる。男性と女性、子供と大人でも高さは異なる。 

前進立体陳列 商品が顧客の方に膨らんでみえるようにより立体感を演出した陳列法 

ジャンブル陳列 
ショッピングカートやバスケットに無造作に投げ込んだ感じを演出する陳列法。手に取りやすく、衝動

買いを起こさせやすくなる。 

関連陳列 
ある生活シーンにおいて、対象となる商品を組み合わせた陳列法。ベッド＋掛け布団や入浴剤＋バス

マットなど。関連商品の販売に結びつける。 

ステージ陳列 
店内にステージをつくり、その時々のテーマにあわせたライフスタイルを演出して、季節商品や流行商

品を訴求する販売促進方法のこと。 

ゾーニング 区分すること。小売店で言えば、どこの売場にどのような商品群を配置するかといった作業。 



棚割 
定番商品を取り揃えるゴンドラを単位として、最適な売上と利益が得られるように、一つひとつの商品

の位置やスペースを考えて配置すること 

フェイシング 

売場に陳列する商品と、その商品のフェイス（商品陳列の最前面）数を決定することをフェイシングとい

う。ゾーニング*を行ったあとに行う商品配置の決定プロセスで、売れ筋商品のフェイス数は多くし、売

れ行きの鈍い商品のフェイス数は少なくするというように、販売量に対応した陳列状態にすることが基

本となる。 

売れ数比例式フェイシング

の原則 

品種ごとに、よく売れる商品ほどその陳列スペースを広げて陳列数量を増やす。フェイシングの幅は

売れ行きの数に比例する。 

導線計画 
店舗内で顧客と従業員が動きやすいような流れを計画的に設計すること。品物を購入してもらうため

の顧客導線と、補充などの業務のための従業員導線はなるべくぶつからないようにする 

パワーカテゴリー 
顧客を店内の隅々まで回遊させるために、顧客を引き付ける商品を主要な売場に配置する仕掛けの

こと。これにより顧客導線を操作する。「マグネット商品」ともいう。 

セリングポイント 売り込みたい商品の特徴などを凝縮した言葉。セールスポイント。 

バックヤード 小売店の後方部分で、商品の保管場所や事務所にあたるスペースのこと。 

サッカー 顧客の買い上げ商品を包装し、その袋などを顧客に渡す役割をする従業員のこと。 

消費期限と賞味期限 

全ての加工食品は JAS 法や食品衛生法によって消費期限または賞味期限、保存方法など表示するこ

とになっている。消費期限は製造日を含めておおむね 5 日以内で品質が劣化する商品に、賞味期限

は商品の劣化が比較的緩やかな食品に表示される。 

商品構成マトリクス 
小売店の特徴を打ち出すために、どのような品種をどれくらい取り揃え、それらをどの程度の価格帯

で、いくつの価格線の商品でまとめていくかということを一覧表にしたもの。 

比較選択購買 
比較選択購買とは、消費者が商品を購入する際、複数のメーカーやブランドを比較したり、販売店間

のサービスや価格、付加価値を比較した上で購入すること。 

ロット 
商品・製品を取引・製造する場合をグルーピングする単位のこと｡1 回に生産できる量､または 1 注文で

売買できる量などを指す言葉。 

アウトソーシング 業務の一部を専門の業者に外部委託すること。 

ローコストオペレーション 
オペレーションとは「操作」のことであり、むだな費用の発生を極力抑えた（ローコスト）業務活動（オペ

レーション）といえる。 

人時生産性 
粗利益÷従業員総数の総労働時間で求める。従業員1 人が一時間当たりに稼ぎ出す粗利益高のこと

である 

粗利益率 
売上高に占める粗利益の割合のこと。売上高-売上原価を粗利益と言うが、粗利益率は粗利益÷売上

高×100 で求められる 

割賦販売 商品の代金を何回かに分割して受け取る販売方式で、分割払い販売ともいう。 

リベート 歩戻しとも呼ばれ、商品の取引高などに応じて取引先に支払われる代金の割戻しのこと 

小売希望価格 
メーカーが全国的に販売する商品について、標準的にして欲しい販売価格。独占禁止法により、メーカ

ーは小売店に対して末端小売価格を強制できない。 

プライスゾーン 一つひとつの商品系列ごとにつけられる価格の高低の幅のこと 

プライスライン 1 つの品種の中で品目ごとにつけられたバラバラな価格の種類のこと。価格線ともいう。 

ロス高 損傷や鮮度の劣化、万引きなどにより、売る事が出来なくなった商品の合計額のこと 

オープン価格 
メーカーが出荷する商品の卸価格や小売り価格を決めず、値決めを小売店など流通業者に任せるこ

と 

建値制 

メーカーが問屋や小売店にいくらのマージンを支払うか、流通段階での利潤を見込んで最終小売価格

をあらかじめ決めておく制度のことを言う。日本では、メーカー・問屋・小売にある程度の幅の利益を得

るようにあらかじめ価格を決定されることが多かった。独占禁止法の絡みより再販価格を維持すること

は禁止されていることから、これを属に「メーカー希望小売価格」と呼んでいた。 近年、メーカーが出

荷価格だけを提示して、最終消費者に渡る価格を表示しない「オープン価格制」を業界で導入するよう

になっている。 

不当廉売 

独占禁止法によって禁止される不公正な取引方法の類型の一。企業の効率性によって達成した低価

格で商品や役務を提供するのではなく、採算を度外視するような低い価格で商品や役務を供給し、競

争者の顧客を獲得し、その事業活動を困難にさせるなど公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれが

ある行為をいう。 

ストアコンセプト 
ストア・コンセプトとは、店舗が「誰に」「何を」「どのように提供するか」について、独自性を具現化した

もの。つまり「お店の主張」のこと 

ロイヤルカスタマー 1 つの小売店に、何年にもわたって多頻度で来店し、飼い続けてくれる優良顧客の事。 

マス・マーチャンダイジング 不特定多数の消費者を対象に効率的、かつ効果的に大量販売すること 

チェーンストアオペレーショ

ン 

チェーンストアオペレーションとは、小売業や外食産業などで、チェーン本部の主導による標準化され

た店舗運営システムのこと。発注・売上・在庫管理や人事といった店舗運営支援業務をチェーン本部

が集中して行い、チェーン店舗は販売業務に徹するというビジネスモデル 

パパママストア 一家族で構成されている小規模な商店。 

http://www.jmrlsi.co.jp/mdb/yougo/my05/my0531.html
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2597%25E3%2583%25B3%25E4%25BE%25A1%25E6%25A0%25BC


ロイヤルティー 
特許権・商標権・著作権などの使用料。フランチャイズチェーンの本部が加盟店から毎月受け取る経

営指導料など。 

コンシューマリズム 
consumerism 消費者主義。経済的弱者である消費者の力を強め、社会経済のなかに消費者主権を

確立しようとする主張および運動をいう 

ダラーコントロール 小売店における一定期間の金額による在庫管理の方法のこと 

ユニットコントロール 小売店における一定期間の在庫数量による在庫管理の方法のこと 

HACCP 

Hazard Analysis and Critical Control Point 食品衛生管理システムの一つで危害分析重要管理点と訳さ

れる。加工食品に関して、その原料から製造・加工・流通・販売・消費のすべての過程について危害分

析を行い、一定頻度で継続監視することにより、危害の発生を未然に防ぐものである。 

トレーサビリティ 
生産履歴の開示を意味する言葉。食品の生産から加工・流通・販売までの過程を明確に記録し、商品

からさかのぼって確認できるようにすること。また、そのシステム。生産履歴管理システム 

同質化競争 
同一の業種や業態ごとに似たような店舗を構え、同じ系列の商品を扱い、類似した販売方法などによ

って競争すること。 

ガリバー型売れ行き現象 

商品カテゴリーごとに、1つか2つの商品だけが飛びぬけた売れ行きを示し、殆どの商品が少しずつし

か売れない状況のこと。今日では、あらゆる商品分野においてよく売れる商品は 1 つか 2 つに集中し

ている。 

CS CS とは Customer Satisfaction の略であり顧客満足を指す。 

ストアコンパリゾン 
競合店比較調査のことで、競合店を調査することにより、そのショップの成功要因を探り、自店の改善

に役立てていくこと。 

ホスピタリティ もてなしの精神を意味する言葉。これからの小売業に求められている。 

商圏 小売店やそれらの商業集積からみた潜在的な買い手である消費者がいる地域のこと。 

マイクロ・マーケティング 

メーカーのマクロ・マーケティングに対する、小売業のミクロ・マーケティングのこと。メーカーは、全国

的に、大多数の消費者を対象として、大量の商品を販売する。これに対して、小売業は、限られた商圏

において特定多数の顧客を対象に商品を販売する。マクロに対するミクロの需要創造活動を行う立場

にあるのが、地域に密着した小売業である。販売促進においても、メーカーのようにテレビ CM を活用

したマス宣伝を多用することはできず、チラシ広告や DM などが主体となる。 

マーケティングリサーチ 

市場調査のこと。マーケティング活動の第一歩である。さまざまな手法があるが、近年では、大量にサ

ンプルを取って分析する方法よりも、少数のグループインタビューなどで、本音を探る手法が注目され

ている。 

マーケティングミックス 
企業による顧客志向活動の目的を効果的に達成するために、マーケティング活動に関連する諸手段

や諸制度をもっとも有効な形で組み合わせること 

4P 

4P とは、マーケティングを考える際の基本的な 4 つのマーケティングミックスの要素を示すもので、製

品（Product）、価格（Price）、チャネル（Place）、プロモーション（Promotion）の頭文字をとったもの。マー

ケティングミックスの構成要素を示すものとしては最も有名。 

ワンストップショッピング 
複数のジャンルにまたがる買い物や、金融サービスの利用などのすべての目的を、消費者が 1 箇所

で便利に済ますこと。あるいはそのような購買行動そのものを指す 

ショートタイムショッピング 顧客の求める商品を短時間で快適に購入して貰う便利性のこと。 

ストレスフリーショッピング 
顧客が買い物に苦痛やストレスを感じないような売場作りや販売方法を工夫して、快適な環境で買い

物ができること。 

ワン・トゥ・ワン・マーケティ

ング 

大衆ではなく、個人として顧客をとらえる発送で、一人ひとりの顧客との結びつきを強化し、長期的か

つ継続的な取り組み関係を重視する 

クロスオーバーショッピン

グ 
複数の店舗を購買目的別に使い分けする行動のこと。 

ストアロイヤルティ 
ある店舗に対する顧客の忠誠度。小売店の経営者にとって、店舗への愛着度が高いことは、常連

客・固定客を得ることであり、大変重要なことである。 

ワンウェイ・コントロール 

効率的な買い物手順にもとづく売場を作り、その順番どおりに売場を回遊し、来店客に全店をくまなく

回ってもらうために計画的に誘導すること。あまり歩き回りたがらないお客に少しでも歩いてもらって、

商品を見てもらうのだから緻密な動線計画が必要となる。 

プル戦略 

企業から売り込むことなく消費者が自ら商品を購入するように促す戦略。テレビや雑誌などの媒体を

通じて、商品やブランドの広告・宣伝を行うことにより、購買意欲を喚起し、消費者を販売店に出向か

せ、自社の商品を買わせる。顧客を引き込む（プル）戦略 

プッシュ戦略 

企業が卸・小売店に対して、あるいは消費者に対して直接的に働きかけて販売促進を図る戦略。具体

的には卸に販売奨励金を供与したり、小売店に対しては販売応援要員を派遣するなど。認知度が低

い商品や他社との差別化が難しい商品、また説明が必要な商品に有効な販売戦略。購買を後押し（プ

ッシュ）する戦略 

時代適応業 
小売業と位置づけて商品を販売するというよりも、変化する現在の顧客のニーズに合わせた商品開発

や売り方、またはサービス方法などを果敢に取り入れ、ビジネスを行う考え方のこと。 

ディベロッパー developer ショッピングセンターや駅ビル等の大型商業施設を開発する業者。 

http://srd.yahoo.co.jp/HYC/S=2079420971/K=HACCP/L=con/R=qry/*-http:/100.yahoo.co.jp/detail/%25E8%25A1%259B%25E7%2594%259F%25E7%25AE%25A1%25E7%2590%2586/
http://www.weblio.jp/content/%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A7%25E3%2583%2583%25E3%2583%2594%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2582%25BB%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC
http://www.weblio.jp/content/%25E9%25A7%2585%25E3%2583%2593%25E3%2583%25AB
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http://www.weblio.jp/content/%25E9%2596%258B%25E7%2599%25BA
http://www.weblio.jp/content/%25E6%25A5%25AD%25E8%2580%2585


競争優位性 

競争優位とは、他社が模倣できない、あるいは模倣しようとしない方法を実践する能力と定義できる。

企業規模だけでなく、優秀な人材や優れたマーケティング力などを持った小売業が競争上の優位に立

てる。 

リモデリング 
まったく新しい発想で、ストアコンセプトから販売スタッフの意識改革までを含め、小売店経営の仕組

みを抜本的に変えること。ある意味において、新業態に転換すること。 

パブリシティ 
政府や団体・企業などが、その事業や製品に関する情報を報道機関に提供し、マスメディアで報道さ

れるように働きかける広報活動。 

TMO 

Town Management Organization タウンマネジメント機関。別名「街づくり機関」ともいい、中心市街地活

性化法に基づいて市区町村が定めた「活性化基本計画」に沿った具体的事業を計画したり、推進して

いくための機関 

PS-C マーク 

経済産業省により消費者生活用製品安全法の認定を受けた製品が、規定の認定試験に合格したこと

を示す証明マーク。メーカーが自主検査したうえで、国の安全基準に適合していることを示すものであ

る。規制対象品目としては、自己確認が義務づけられている「特定製品」と、さらに第三者機関の検査

が義務づけられている「特別特定製品」がある。 

SG マーク 
生活用品が財団法人製品安全協会の定めた認定基準に合格した、安全な製品であることを示すマー

ク。 

JIS マーク 日本工業規格に適合している製品につけられるマーク。 

JAS 法 JAS マーク 

JAS 法とは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」であり、この法律で定められ

たルールにしたがって身の回りの食品などに、JAS マークや原産地などが表示される。全部で 4 種類

の JAS マークがある。 

ＰＳ-Ｅマーク 

Product＋Safety＋Electrical appliance & materials の頭文字で、電気製品が安全性を満たしているこ

とを示すマーク。高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品の「特定電気用品」とそれ以外の

「特定電気用品以外の電気用品」の 2 種類に分類される。 

 
 
 

◆法則・理論◆ 

PDCA サイクル 

Plan Do Check Action の頭文字でPDCAサイクルという。計画、実行、検証、行動のサイクルを繰り返

すことによって、様々な業務の制度を向上させる。PDS サイクル（Plan Do See）とも言うが、最近は

PDCA サイクルを使う事が多い。 

取引総数最小化の原理 

メーカーと小売店の間に卸売りが介在することにより、取引総数が減少すること。本来はメーカーの総

数×小売店の総数の数だけ取引があるが、卸売りが入ることにより、メーカーも小売店も卸売り業者

とのみ取引すれば良いため、取引数はメーカーの総数＋小売店の総数となる。 

不確実性プールの原理 

流通取引において卸売業者が介在することで、市場における在庫数が減少するという原理。各々の小

売業が在庫をもつと在庫の総数が膨大になるが、卸売り業者が速やかに商品を供給できれば、各小

売店舗は在庫を余り持たなくて良いことになる。 

W/R 比率 

W は Whole sale  R は Retail の頭文字。W/R 比率とは 卸売業全体の売上高÷小売業全体の売上高

で求められ、この数値が大きいほど流通経路が多段階である。一般的に日本はこの W/R 比率が高

い。 

ライリーの法則 

ライリーの法則とは、商圏の測定方法の代表的手法で、都市Ａと都市Ｂの中間にある都市において、

ある商品を販売する商店がないとすると、その商品を購入するために都市Ａと都市Ｂへ流れる小売取

引の比は、「都市の人口の比に比例し、都市と都市への距離の二乗に反比例する」という考え方。 

ハフモデル 

ハフモデルとは 1960 年代に米国の経済学者である David Huff が作成したモデルで、ある店舗に消費

者が買い物に出かける確率を、他の店舗との競合状況を考慮しながら予測するもの。消費者は近くに

ある大きな店舗へ行くという一般的な傾向を前提にしており、ある店舗を選択する確率を店舗の売場

面積に比例し、そこまでの距離に反比例するとしている。簡単に言うと「消費者が、ある店舗で買物を

する確率を求めるもの」この確率は「消費者は大きな店舗へ足を向けやすい。但し、近い方が良い」と

いう傾向を元に考えられている。 

オーバーストア現象 店舗数が過剰な事。商圏に対して、店舗が飽和状態にあること。 

ABC 分析 
重点的な棚卸資産管理の手法のこと。在庫管理では金額が大きく、売上に大きく影響を及ぼす商品か

ら A・B・C とランク分けし、それぞれにあった管理方法を分析すること 

販売管理費比率 
売上高に占める販売管理の比率。販売管理費は一般管理費などとも言われる。この数値が低いほ

ど、効率的に営業活動を行っていることを示す。 

損益分岐点比率 
収入と支出が同額で、ちょうどゼロになる所が損益分岐点。損益分岐点比率は損益分岐点÷売上高

×100 で求められる 

購買心理過程の 8 段階 
注目（Attention） 興味（Interest） 連想（Remind） 欲望（Desire） 比較検討（Comparison）信頼

（Confidence） 行動（Action） 満足（Satisfaction） 購買心理過程は以上の 8 段階あるとされる 



限界効用逓減の法則 

消費をすることなどによって得られる満足度を経済学では「効用」というが、消費量が増加すればする

ほど希少性がなくなり「効用（満足度）」が逓減していくことをいう。例えば 1 杯目のビールよりも 2 杯目

のビールの方が「効用」は低い。 

大店立地法 

正式名称は「大規模小売店舗立地法」大型店の立地に関し、周辺の地域の生活環境を保持することを

目的としており、店舗面積が 1,000 ㎡を超える店舗は各種の届出が必要である。試験では旧法の「大

店法」と混同しないように注意する。 

ドミナント戦略 

ドミナント戦 略 とは、特 定 の地 域 に集 中 的 に多 店 舗 展 開 を行 うことで、物 流 や仕 入

れなどの経 営 効 率 を高 め、地 域 での市 場 占 有 率 を拡 大 し、他 社 との競 争 優 位 に

立 つための戦 略 のこと 

薬事法 

薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の品質、有効性および安全性を確保するた

め必要な規制を行う。それととともに、医療上とくに必要性の高い医薬品および医療機器の研究開発

促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としている 

独占禁止法 

この法律を要約すれば、国民経済の民主的発展を図るため、カルテルやトラストなどの独占的結合を

取り締まり、競争の公正を確保するため不公正な取引方法を禁止することによって、自由公正な競争

を促進することにある。私的独占の禁止、不当な取引制限、不公正な取引方法の禁止などがある。 

リサイクル法 

平成3 年（1991）施行の「再生資源の利用促進に関する法律」の通称。同法は改正され、平成13 年

（2001）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源有効利用促進法）となった。家電リサイクル

法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法、容器包装リサイクル法などがある。 
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