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出
席
報
告 

ゲスト 1名 ビジター 0名 会員 24名 

欠席 3(免除者 0名) 出席率 87.50％ 

前回の修正出席率 73.91％ 前々回の修正出席率 61.90％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 神谷 一博  

幹 事 深澤 昌光 

第 ２５５８回 例会 
平成２６年１０月１７日（金） 
天候 晴れ 
合唱 奉仕の理想 

四つのテスト 

今週末は地区大会です。忙しいとは思いますが、ご参

加の程よろしくお願い致します。 

来たる１０月２６日（日）のふれあい産業祭における

“END POLIO NOW”キャンペーンも是非ご協力ください。

実行委員長の渡辺久恭地区ポリオプラス委員が精力的に

下準備をしてくれていますので感謝しています。 

今日は、先週のノーベル賞の話題に続き良い話をした

いと思います。 

今朝のニュースにて「化粧品会社のコーセーはｉＰＳ

細胞を使い、６７歳の日本人男性の肌の細胞を同じ人の

３６歳時点の肌とほぼ同じ状態に若返らせることに成功

したと発表した」とありました。同社が分析したところ

では、老化の指標となる染色体の状態がすべての年代で

回復したとの事でした。会員の皆さん、もう少し頑張っ

ていてください。ロータリークラブも１００歳迄頑張り

ましょう。 

次のニュースも画期的で「米国ロッキード・マーチン

社は１０年以内に小型核融合炉を実用化する」との事で

した。映画の世界が実現しそうな凄いことです。ちなみ

にタミネーターの動力源はマッチ箱程の融合炉でした。 

先週のノーベル賞の発表と今回のニュースと明るい話

題が続きました。我々も明るく、楽しく「ライトアップ

ロータリー」を実践しましょう。  

スマイルＢＯＸ 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

ガールスカウト神奈川第９団より 

1．結成５０年記念式典のご案内 

 日時：１１月１６日(日) 13：30～15：30 

 場所：湯河原町商工会館 ３階大会議室 

回答期限：１０月２０日(月) 

連絡事項 

1．日曜日の地区大会へ出席される方は、９時に湯河原 

駅集合でお願いします。なお、バス及び昼食代として 

３，０００円徴収致します。また、１９時より亜伊由 

において慰労会を開催致しますので、地区大会に出席 

されない方もお気軽にご参加下さい。 

会費は、５，０００円です。 

事前メークアップ 0名 

 

会員誕生日 石川雅雄君（１０／２２） 
ご婦人誕生日 平間章弘君（真実様・１０／２２） 
入会記念日 山本明峰君（１２年・Ｈ１４．１０．
１８） 
渡辺久恭君 １０月１０～１２日に行われたスタ 
ンレーレディース女子ゴルフトーナメントで湯河原 
の林菜乃子（好２）が初日３アンダー最終１アンダー 
で３０位タイに入りました。 

高杉尚男君 宅建協会の視察研修にて世界遺産の 
富岡製糸場へ行ってきました。 

西山 敦君 １０月９日、高山祭、宵祭りとからく 
り奉納を見学してきました。 

山本明峰君・石倉幸久君・高杉尚男君・佐藤泰文君 
西山 敦君 
先々週の下草刈り（社会奉仕活動）を欠席しました。 

ゲスト 

米山奨学生 姚 家詠（ﾔｵ ｼﾞｬｰﾖﾝ） 
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２‐１ 台湾における日系百貨店の現状(2) 

２．日系百貨店の売上は、台湾における百貨店業界

の中に半分以上占めているが…  

この盛況は維持していけるか？ 

図 2：2009~2013年百貨店の売上 

卓 話 

2014年度経営学研究科学位論文 
台湾における日系百貨店の経営戦略 
-日系百貨店の現地経営についての比較分析- 
神奈川大学大学院・経営学研究科 
国際経営専攻 博士前期課程 

姚 家詠 
本報告の流れ 
１．本研究について 
１‐１ 本研究の動機 

 １‐２ 本研究の構成 
２．本研究の内容 
２‐１ 台湾における日系百貨店の現状 
２‐２ 日系百貨店の特徴 
２‐３ ローカル百貨店「ブリーズ」の差別戦略 
２‐４ 日系百貨店顧客満足度の改善策 

３．将来展望 
４．今後の計画 
５．参考文献 

 
１‐１ 本研究の動機 
背景 

1987年から日系百貨店が台湾に参入した。日系百貨
店の経営手法が台湾の百貨店産業で主流になった。日
系百貨店の参入は台湾現地の百貨店に集客力の低下、
業績の不振、閉店などという大きいな影響を与えた。 
動機 
日本で経営を勉強し、小売業の百貨店に対する興味

を持ち、台湾における日系百貨店の成長率が鈍くなっ
ていることを観察した。新型台湾ローカル百貨店はこ
れから日系百貨店にとんなインパクトを与えるのが
研究したい。 
目的 

 台湾へ進出している日系百貨店、三越とそごうの
経営方針や戦略を整理し、台湾ローカル百貨店ブリー
ズと比較し、勝ち抜く競争戦略を探していく。 

 
１‐２ 本研究の構成 
・第１章 日本百貨店の比較 
・第２章 台湾における日本百貨店の経営戦略 
・第３章 日本と台湾の百貨店の比較分析 
・第４章 三越とそごうの顧客満足度の分析 
・第５章 日系百貨店の現地経営に対する提案 

 
２‐１ 台湾における日系百貨店の現状(1) 

1.１９９０年代から現在まで、三越が１３支店、そ
ごうが８支店を台湾へ出店し、台湾における百貨店業
界の店舗数と売上は一位になっている。 

 

（出所）台湾経済部統計処を基に筆者作成 

表１：２０１０～２０１３百貨店の前年比売上高成

長率比較 

 

 

日系百貨店の脅威： 

２００１年に新しく立ち上げた台湾のローカル

百貨店「ブリーズ」の成長力は決して軽視できない 

 

２‐２ 日系百貨店の戦略(1) 新光三越 

・会社形態：合併会社（出資比率：新光グループ 

57%、三越 43%） 

・新光三越は日本の三越が持つ「老舗」「高級」 

といったイメージに加えて、「都会的」「若者 

向け」といったイメージをもっている。 

・従業員のマナーや品格などの教育訓練や制度が 

台湾の百貨店のスタイルを形作ってきた。 

 

２‐２ 日系百貨店の戦略(2) 太平洋そごう 

・会社形態：技術提携（遠東グループ 100%） 

・開業が最も早い（1987年 11月） 

・好立地 

若年層が多く集まる繁華街に面している 

・交通の利便性 

他の百貨店と比べて先発者の優位性 

・積極的な販売促進策 

品揃え、ブランド力の強化陳列方法など 

・「百貨店ではなく、ブランドの集団」 

 ‐まだ台湾にない外国ブランドを招致 

  （日本、フランス、イタリア、イギリス） 
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・消費者の生活に浸透 

１．ブリーズ台北駅、ブリーズ台大医院 

２．台湾人に馴染みのある「牛肉麺」をテーマにし、

台湾のベスト１０の牛肉麺専門店をブリーズに毎

年入れ替わる。 

 

２‐４ 日系百貨店顧客満足度の改善策 

差別化戦略ーＳＴＰを明確化 

１．Ｓ（ segmentation：セグメント化） 

２．Ｔ（targeting ：ターゲット選定） 

３．Ｐ（ positioning ：ポジショニング） 

  

         ー ＳＴＰ具体案のＳー 

１．Ｓ（ segmentation：セグメント化） 

‐日本の雰囲気をデパート内で演出する 

(1)日本風を楽しめるデコレーション 

（四季により、日本の代表的なのものをデパート内

で装飾） 

(2)デパート内で展覧会や文化体験を行う 

（富士山写真展覧会、日本茶道体験） 

  

    ー ＳＴＰ具体案のＴー 

２．Ｔ（targeting：ターゲット選定） 

‐特定ターゲット（女性、家族、社会人、） 

→(女性をターゲットした分館を設立し、女性に 

人気ある日系ドラグストア、雑貨、ファッション 

の店を並べる。) 

 

     ー ＳＴＰ具体案のＰー 

３．Ｐ（ positioning ：ポジショニング）  

‐高級感のある伝統的な日本式百貨店 

→（モダンを追求する時代とにおいて、日本の伝

統的な美しさを保って、気品がある高級感を表す） 

３．将来展望 

日系百貨店はおよそ２０年前に、台湾でいい基礎

を作ったが、近年成長が鈍化する傾向がある。一方、

台湾のローカル百貨店が斬新な戦略で著しく成長

している。 

日系百貨店、カスタマ・ロイヤリティ（customer 

loyalty）を上げ、新しい客層を開拓するために、

経営戦略を検討しなければならない。 

４．今後の計画 

前期 

 

状況： 

完成、修正、調整の段階 

後期 

 

状況： 

アンケート調査中、 

提案作成中 

５．参考文献 

日本語文献： 
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中国文献： 
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ご清聴ありがとうございます。 


