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（ケース）

地方百貨店の地域活性化の取り組み-いよてつ髙島屋などの事例研究

要約
地方百貨店は、郊外立地の大型 SC（店舗規模の競合）や、ネット（MD 総合性と機能
利便性の競合）に加え、一部の地方都市では JR 駅ビル（食品・飲食の競合）も加わり、
競争の深刻度が一層高まっている。
本稿では、地方百貨店の地域における存在意義とそれに沿った新たな方向性を見出すこ
とを目的として、その地域活性化の取り組みの実際を調査し、今後への可能性を考察した。
具体的には、いよてつ髙島屋（松山市）を事例研究の主対象とし、①本業としての営業展
開、②新規事業開発、③文化・社会面の貢献といった 3 つの観点から地域活性化の取り組
みを整理した。また松山三越や人口規模同等な都市に立地する大和（金沢市）、髙島屋グ
ループの地域子会社である岡山髙島屋と同社を比較し、さらに有力な地方百貨店及び大手
の地域子会社事例も参考に考察した。
その結果、いよてつ髙島屋は、地域企業（伊予鉄道出資の企業）であるとともに、全国
的な髙島屋の経営資源も活用するという独自の特徴があることが分かった。さらに各社の
事例からサテライト型小型店舗に関して、地域に必要な MD・規模やオムニチャネル拠点
機能など「2030 年の百貨店」モデルとして模索する動きが見出された。

キーワード：地方百貨店、地域活性化、CSV、サテライト型小型店舗、2030 年の百貨店

はじめに
地方百貨店は、これまでのような郊外立地の大型ショッピングセンター（SC）との店
舗規模での競合や、インターネット通販とのマーチャンダイジング（MD）の総合性や利
便性の面での競合の影響に加え、さらに近年の高速バスなどの整備による地域ブロック大
都市への買い物客の流出や、JR 駅ビルの食品・飲食の面積拡大・MD 拡充などの影響も
加わり、その存続に関わる環境変化の深刻度が一層高まっている。
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本稿では、地方百貨店の地域における存在意義とそれに沿った新たな方向性を見出すこ
とを目的として、その地域活性化の取り組みの実際を調査し、今後への可能性を考察する。
具体的には、いよてつ髙島屋（松山市）を事例研究の主対象とし、①本業としての営業
展開、②新規事業開発、③文化・社会面の貢献といった 3 つの観点から地域活性化の取り
組みを整理するとともに、松山市内の百貨店である松山三越や人口規模同等な都市に立地
する大和（金沢市）、髙島屋グループの地域子会社である岡山髙島屋と同社を比較し、地
域への対応の特徴を明らかにする。
さらに有力な地方百貨店及び大手の地域子会社事例も参考に、地方百貨店の将来モデル
の構想を試みる。i

１．いよてつ髙島屋の企業概要

株式会社伊予鉄髙島屋（以下、いよてつ髙島屋）は、愛媛県の代表的な私鉄である伊予
鉄道株式会社（通称：伊予鉄）のグループ子会社で、松山市に本社を置く百貨店企業であ
る。いよてつ髙島屋は、伊予鉄道がその松山市駅にターミナル型百貨店づくりを計画し、
その受け皿会社として 1969 年に「伊予鉄百貨店」を設立したことに始まる。百貨店運営
のために大手百貨店「そごう」と提携して株式会社「いよてつそごう」として 1971 年 7
月に開店した。その後、順調に業績を伸ばし売場増床を重ね、松山市の、さらに四国で地
域一番店の百貨店へと成長した。
2000 年 7 月にそごう本体が経営破綻した際、同社は当時のそごうグループで唯一破綻
を免れ、そのまま百貨店営業を継続したが、同年 12 月そごうとの提携を解消し、2001 年
6 月に社名を「株式会社伊予鉄百貨店」とした。その後 2002 年 3 月に新たに髙島屋と資
本提携し、社名を「株式会社伊予鉄髙島屋」
（店名は「いよてつ髙島屋」
）と変え、髙島屋
グループ企業として現在に至っている。
いよてつ髙島屋の百貨店店舗は、松山の中心街、伊予鉄松山市駅に立地する本店で、そ
の売場面積は 43,000 ㎡、2018 年年間売上高は 336 億円で、店舗規模・売上高ともに四国
最大となっている。iiまた愛媛県内の四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、大洲市、八
幡浜市、宇和島市、愛南町の 8 拠点に支店（サテライト型の小型店舗）を持ち、営業展開
している（2020 年 3 月時点）
（付属資料-１）。
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（写真-1）いよてつ髙島屋（松山市駅）外観（2018 年 11 月撮影）

2．いよてつ髙島屋の地域活性化の取り組み

本稿では、企業が地域に向かって行う活動を①本業における対応（CSViiiの視点でみる
ことができる）、②関連事業の創造による対応、③文化・社会などへの貢献による対応
（CSRivの視点でみることができる）の 3 つに分ける地域企業の地域活性化の分析フレー
ムに沿って、いよてつ髙島屋の地域活性化の取り組みを整理する。

2-1．本業における地域活性化の対応
いよてつ髙島屋にとっての「本業」とは様々な分野の商材を仕入れ、品揃え編集し販売
することである。いよてつ髙島屋の本業での地域への取り組みとして、①店舗常備営業の
品揃え、②催事展開やギフトでの商材発掘と商機提供、③店舗拠点の県内各地域への展開
などがあげられる（2020 年 3 月時点）
。

店舗常備営業の品揃え
いよてつ髙島屋は、第一に、地域における都市型百貨店として、グローバルなブランド
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や商品の地域への紹介・提供や、東京及び全国的に知名度のある専門店の導入展開を長年
行ってその機能を発揮している。具体的には、特選衣料雑貨として、「ルイ・ヴィトン」
「ブルガリ」
「ロレックス」
「ティファニー」
（以上、1 階）、
「ボッテガ・ヴェネタ」
「バレ
ンシアガ」
「サルヴァトーレ・フェラガモ」
「グッチ」
「ジミー・チュウ」
「ダンヒル」
「エト
ロ」
「フェンディ」
（以上、2 階）の合計 12 ブランドを集積し、東京や大阪の髙島屋と同
様に「サロン・ル・シック」という名称でゾーンを展開している。また「東急ハンズ」
「紀
伊國屋書店」といったしっかりとした品揃えに定評があり幅広い顧客層に人気がある、東
京発の文化雑貨関係の大型専門店を上層階に導入している。さらに東京などで話題のファ
ッションや雑貨のブランドを期間限定の「ポップアップ」形式で営業展開するなど、都市
型 MD のきめ細かな情報発信と商品提供を行っている。
食品売場についても、神戸の人気洋菓子店「ケーニヒスクローネ」「アンリシャルパン
ティエ」や和菓子の「叶匠寿庵」
「源吉兆庵」
「福砂屋」などの名店が軒を並べている。ま
たベーカリー「アンデルセン」や髙島屋ブランド「フォション」
、松坂牛肉店「柿安」
、惣
菜「RF１」「まつおか」
「米八」などデパ地下グルメブランドが多数集められている。
第二に、地域のリアルニーズへの対応があげられる。化粧品・服飾小物など近年、全国
的に市場成長性が高く、松山地域でも需要が高い商品分野の品揃えを拡充し的確に対応し
ている。具体的には、化粧品は近年 1 階に「ロクシタン」
「ジョンマスター・オーガニッ
クセレクト」
（松山地域では同社だけが導入）など、合計 28 ブランドを集積している（2019
年 12 月時点）
。加えて、6 階の生活雑貨フロアには、
「ビューティ＆ヘルシー」という名
称で自然派化粧品 6 ブランドを展開し、この分野では四国最大級の品揃えとなっている。
またスカーフ・帽子・ハンカチ・靴下などの婦人服飾雑貨（3 階）
、婦人靴（3 階）、婦人
肌着（3 階）などの商品分野で品揃えが充実し、SC（ショッピングセンター）では個別の
専門店に分散する商品をここではワンストップに品揃え、地域ニーズに対応している。
さらに市内中心街のターミナル駅（電車とバスなどとの交通の結節点）に立地する店舗
特性を踏まえ、伊予鉄松山市駅施設寄りの地階には「フードコート」を設け、大判焼・お
はぎ・ジェラートなど買いやすく気軽に食べられるメニューを揃え、通学生や子供・シニ
ア層の立ち寄り拠点になっている。
第三に、若い層からファミリー層・シニア層までの地域の幅広い顧客層への対応があげ
られる。いよてつ髙島屋は、地域一番店としての戦略定石とされる「フルターゲットに向
けてフルマーチャンダイジング」という戦略を踏まえ、地域の幅広い顧客層に対応してい
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る。例えば「アースミュージック＆エコロジー」「ミラ・オーウェン」などの若い世代向
け「ヤングワールド」ゾーン（4 階婦人）、
「トミーヒルフィガー」
「ポールスミス」などで
構成された「メンズキャラクター」ゾーン（5 階紳士）の展開が特徴的である。また「イ
ーストボーイ」などのジュニア層向けブランド（4 階）も取り揃えられ充実している。
子供対応として、遊び場やワークショップなどのイベント拠点にもなる「森のキッズパ
ティオ」
（4 階）がフロアの中心にあって子供連れファミリー層の需要に対応している。シ
ニア対応では、介護・健康用品（6 階）が見られる。シニア層や家族連れの買い物客に向
けて休憩所も店内に数多く配置されている。

地域産品の発掘・販売（販売機会・販路の提供）
いよてつ髙島屋では、地域産品について、地域の銘菓・名産（地階）
、陶芸・工芸品（6
階）が常備の売場対応として取り揃えられている。例えば、地元菓子「中野本舗」
「一庵」
「うつぼ屋」
「母恵夢」
「六時屋」
「蔵はち」などをコーナー展開している。
「銘菓百選」売
場では、県内の菓子メーカーの商品（西条市「星加のゆべし」
「ひなのやのパン豆」
「たぬ
きまんじゅう」など）を期間限定で随時品揃えしている。
また中元・歳暮ギフト期においては、
「いよてつ髙島屋ギフトセレクション-ふるさと愛
媛のおすすめギフト」として、海産物・畜産品・果物・菓子・日本酒・椎茸などを品揃え
し、カタログで情報発信している。その中には、いよてつ髙島屋が地元食材を原料にオリ
ジナルで開発依頼した菓子や、地元の砥部焼食器と食品を独自に編集詰め合わせしたギフ
ト商品なども含まれている（2018 年歳暮期）
。
松山市の「うちだパン」「アールベイカー」など地域のベーカリーを紹介する催事「日
替わり・街のパン屋さん WEEK」や、県内各地の酒蔵や食材を取り扱う地域食品催事も
食品フロア拠点催事場で行っている。

愛媛県内都市への営業拠点の展開
いよてつ髙島屋は、支店として、愛媛県内 8 か所：四国中央市、新居浜市、西条市、今
治市、大洲市、八幡浜市、宇和島市、愛南町にサテライト型小型店舗を設置し、愛媛県全
県的に営業展開している（2020 年 3 月時点）。v
地方百貨店で県内地域にこれだけの数の拠点を設け地域に対応する企業は、全国的にも
稀である。しかもその出店立地も、商店街（西条・八幡浜）、ホテル（今治）
、ショッピン
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グセンター（大洲）
、主要幹線道路沿い（四国中央・新居浜・宇和島など）と多様である。
サテライト型小型店舗の取扱商品（マーチャンダイジング：MD）は、店舗規模にも依
るが、中元・歳暮や慣例ギフト需要に応える東京銘菓などのギフト食品や婦人雑貨が全店
共通ベースとして品揃えされ、新居浜・宇和島・大洲など比較的大規模な拠点では婦人服
ブランドをコーナーで展開している。婦人服ブランドの取り扱いで見ると、新居浜は「詩
仙堂」
「クールカレアン」
「セシカ」
「M2 バイセンソユニコ」及び「モラビト」
「ピノーレ」
（ショップブランド名「アベニュー」）
（1 階）などのプレタから、
「ギャラリー アイ」
「ピ
サーノ」
（2 階）などのナショナルブランド（NB）まで幅広い。2019 年に移転拡大した四
国中央では「クールカレアン」
（若い感覚のカジュアルブランド）をコーナーで導入した。
大洲は GMS（総合スーパー）が経営する SC の 2 階・3 階に入居するので、
「マクレガー」
「ギャラリー アイ」
「クールカレアン」などの百貨店 NB の品揃えで、GMS 衣料との差
別化を図っている（2020 年 3 月時点）。
（小型店舗では基本的には自主買取仕入品が多い
ため、自前での様々な営業企画・セールが可能である。）

また地域顧客へのサービス機能として、松山本店の商品をカタログで注文・取り寄せ（リ
ピート需要対応）、本店で購入した商品の小型店舗での受け取りなどがあげられる。2018
年からは百貨店友の会会員開拓と入金も地域の小型店舗で可能になり、県内各地域での顧
客開拓・維持や、さらに松山本店への顧客誘導も活発になっている。例えば、「タカシマ
ヤ・ショッピング・パスポート」
（約半年間の有効期間、松山本店で使えるクーポン 80 枚
を含む店内営業ガイドブック）を小型店舗でも発行し来店促進・販売促進を行っている。
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県内のサテライト型小型店舗は、その拠点を活かすとともに、店舗外でも、その地域の
ホテルやホールを会場とする「顧客招待会」催事を開催し、それを契機としてさらにその
地域の周辺部へも営業深耕を進めている。

2-2．関連事業の創造による地域活性化の対応
いよてつ髙島屋における地域向けの関連事業として、法人外商部の内装事業がある。法
人外商顧客のビル事務所などの内装工事・美装（クリーニングなど）を請け負っている。
また伊予鉄グループの事業として、百貨店レストラン街（8 階）に「瀬戸内料理：東雲」
「洋食：ロゼット」「スカイカフェ」など伊予鉄会館の飲食店を導入している（夏期には
ビアガーデンを営業している）。また屋上に大観覧車「くるりん」を設置し、都市中心街
におけるエンターテインメント施設としても地域活性化の機能を発揮している。vi
一方で、他の地方百貨店の取り組みで一般的に多く見られる地域産品の品揃えやショッ
プ展開は、いよてつ髙島屋においては、伊予鉄グループ企業である「いよてつショップ」
が松山空港や松山市駅前地下街で店舗展開していることから、大規模ではない。

2-3. 文化・社会などへの貢献による地域活性化の対応
いよてつ髙島屋は、常設の「美術画廊」
（6 階）での地元作家の芸術作品の展覧会を開催
し、また随時、地域の若手クリエーターの育成を目的とした催事も開催している。vii
店内には、7 階の大催事場の他にも、「キャッスルルーム」
（7 階）
、「スカイドーム」
（8
階）、
「ローズホール」
（9 階）
、9 階「くるりんボード」など多目的スペースを複数設け、
地域の様々な文化・コミュニティ活動に貸し出している。催事の内容・規模などに応じて
場を複数にも活用でき、地域において重要な文化情報発信や交流の拠点になっている。
2019 年度の主な開催事例をピックアップすると、スカイドームでは「新酒きき酒大会」
（愛媛県法人会連合会主催）、「ユニセフのつどい」（愛媛県ユニセフ協会主催）、「高齢者
趣味の作品展」（松山市・松山市高齢クラブ連合会）、「クリスマスジャズアフタヌーン」
など、9 階ローズホールでは「ヘルスアカデミー」
（愛媛大学医学部主催）など、9 階くる
りんボードでは「大きな絵本と写真で知る子どもたちの命を守る手洗い-アフリカ・ウガ
ンダでの取り組み」（愛媛県ユニセフ協会主催）の展示などがあげられる。
また店舗南館（別館）には、市民サービスセンター・ふれあいギャラリー・ハートフル
プラザで構成された「わくわくプラザ」や「松山マドンナ郵便局」を設けている。「市民
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サービスセンター」は市役所の諸手続き窓口機能を持つもので、住民票の写しや各種証明
書類の交付、図書の返却等を受け付ける。「ふれあいギャラリー」は市民の文化活動・趣
味のグループの発表の場として市民に開放しており、「ハートフルプラザ」は、障がい者
の生きがいや自立支援を目的に手づくり作品を接客販売するコーナーになっている。さら
に「えひめ若者サポートステーション」（南館 3 階）では地域の若者の職業的自立支援活
動をバックアップしている。viii

3．業界他社の地域活性化対応との比較

本稿では、いよてつ髙島屋の競合店として「松山三越」
、松山以外の地方百貨店として、
都市規模が同等で地域経済の中心都市（政令指定都市を除く）に立地する地方百貨店とし
て金沢市の「大和」に焦点を当て、地域活性化に関する事例をみる。また地方百貨店の地
域活性化の取り組みとして代表事例を有する地方百貨店及び大手百貨店の地方店舗を選
び、その取組施策を見ていく。また同じ髙島屋グループの地方店舗（地域子会社）として
岡山髙島屋との比較も試みる。

3-1．松山三越
松山三越は、三越伊勢丹ホールディングス傘下の地域会社で、松山市の繁華街である「大
街道」に立地する売場面積 22,225 ㎡の百貨店である（1946 年開店）。
店舗規模はいよてつ髙島屋の半分であるが、一番町電車通り側正面玄関には日本橋本店
同様の「ライオン像」を、大街道アーケード街側には大きな吹き抜けの「アトリウムコー
ト」を設置し、「三越らしい」店舗空間を松山で実現している。実際、このような施設が
できた大増築（1991 年）と同時期にリニューアルした池袋三越、横浜三越は現在閉店し
家電量販店となってしまったが、松山三越はバブル期の豪華な店舗内装で落ち着いた「サ
ロン型百貨店」の雰囲気を維持している。
いよてつ髙島屋との差別化を図る三越独自のセレクトファッション「ニューヨークラン
ウェイ」
（2 階）や「チャーミングテラス」
（3 階）などの婦人服は、売場に変化を持たせ
た空間演出になっている。また 5 階のリビング用品フロアでは、地元の「砥部焼」をはじ
めとする和食器の品揃えや、新調理器具・バスタオルなどライフスタイル提案が目立つ。
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6 階の美術ギャラリーは吹抜けの天高空間で地元作家が地元の石鎚山や瀬戸内海を描い
た絵画の展覧会（
「浜田泰介展」など）などが開催されている。

（写真-3）松山三越外観（2018 年 3 月撮影）

また地階食品フロアは、生鮮 3 品は「フレッシュマーケット」（セルフ販売方式）で地
域住民向けのデイリー対応、大街道側にパン「ジョアン」や「エノテカ」ワインショップ
などグレードの高いグルメ対応、地元銘菓・地域産品などの品揃えや、市内の人気飲食店
の惣菜などが充実し、観光客のお土産需要にも対応する売場づくりになっている。
一方、ラグジュアリー・ブランドは、かつては、1 階にインターナショナルブティック
として「ルイ・ヴィトン」
「ロエベ」
「ティファニー」
「コーチ」、3 階にワールドブティッ
クとして「ヴァレンティノ」「ランバン」「ジバンシィ」「カールラガーフェルド」等が展
開されていたが、現在はほとんどが撤退し「コーチ」のみとなっている。ix
松山三越の 2018 年年間売上高は 132 億円、前年比 95.6％で、ここ 4 年間ほど前年比
95％前後で推移し低迷している。

松山三越の地域活性化の対応
松山三越の本業としての地域 MD の対応については、三越伊勢丹の全社的な「ジャパ
ン・センスィス」キャンペーンの取り組みを背景に、食品や家庭用品の売場など随所に見
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られる。例えば「E-KEN EHIME（えーけん えひめ）」
（松山の人気飲食店が期間限定出
店し、惣菜・弁当など販売）、地域の地酒（西条「賀儀屋」なども含む）の集積などがあ
る。高松三越と共同で開発された四国各地の観光地・名物がイラストで描かれた三越オリ
ジナルの四国土産用包装紙でのラッピングによる土産対応や、8 階サロンレストランで
「鯛めし」など地元食のメニューが提供され、観光客への対応も含め地域 MD が充実して
いる。
サテライト型小型店舗は、愛媛県内の今治・西条・新居浜の 3 都市に出店している（2020
年 3 月時点）
。
松山三越の関連事業の創造での地域対応としては、店内施設を地域企業・団体に使用を
提供する施設・販促ビジネスがある程度である。具体的には、屋上に「愛媛フットサルパ
ーク」の設置、アトリウムコートで地元の自動車ディーラーの新車発表展示会などのイベ
ントが開催されている。
松山三越の文化・社会貢献も、店内の 6 階美術ギャラリーでの芸術家・活動の紹介、情
報発信がある。また店内催事でも「えひめ逸品一品展」
（愛媛県・伊予銀行主催 2019 年）、
「えひめ百貨フェア」「21 世紀えひめの伝統工芸大賞入賞作品展示販売会」（アトリウム
コート：2020 年 1 月）など文化催事が数多く開催されている。

3-2．大和（金沢）
石川県金沢市の百貨店「大和」は、1923 年創業・1943 年設立という歴史を持つ。その
本店：香林坊店は、金沢市の中心街である香林坊に立地し、売場面積 29,683 ㎡で、2018
年売上高は 216 億円（前年比 100.0％）である。その店舗規模はいよてつ髙島屋の 69.0％
で、売上高は 64.5％の位置づけになる。x

本業としての地域活性化の対応
大和香林坊店は北陸地域経済ブロックの中心都市：金沢の地域一番店であるので、ラグ
ジュアリー・ブランドは、1 階に「ルイ・ヴィトン」
「ロエベ」
「ティファニー」
「ボッテガ・
ヴェネタ」
「ロレックス」の 4 ブランドを導入している（施設内のアトリオ専門店街に「グ
ッチ」がある）。また「紀伊國屋書店」
「資生堂美容室」など東京の専門店や、8 階レスト
ラン街でも「銀座天一」「原宿南国酒家」など東京系の名店が揃い、本格的な都市型百貨
店として運営されている。大和香林坊店の営業戦略は「フルターゲット・フルラインマー
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チャンダイジング」で、いよてつ髙島屋とほぼ同様な戦略とみることができる。
大和香林坊店の 2018 年年間（暦年）の売上高を商品別に見ると、雑貨（前年比 108.4％）
・
身の回り品（106.5％）
・食品（101.2％）が堅調で、衣料品（92.1％）をカバーする展開に
なっている。 ここ 5 年の店舗合計売上高伸率の推移は前年比 99％から 100％程度で前年
比横ばいが続いている。

（写真-4）大和香林坊店（金沢）（2009 年 2 月撮影）

地域 MD については、
「ふるさと美味紀行」
「地元和洋菓子」
「地元名産品」
「加賀野菜」
（食品）
、
「金沢遊工房」
（家庭用品）
、呉服など広範囲に各所品揃えが目立つ。喫茶も「不
室屋カフェ」
（5 階）が導入されている。2015 年からは「金沢大和ほくりく倶楽部」とい
う名称で地元銘菓・名産品・酒・工芸の 4 ジャンルで、地域産品を編集してオンラインで
も情報発信並びにネット販売にも取り組んでいる（約 500 アイテム）
。
サテライト型小型店舗は、金沢市に隣接する野々市（スーパーマーケット店内立地、店
舗面積 347 ㎡、2016 年 10 月開設）
、七尾（駅前地域複合施設のテナントとして出店、店
舗面積 220 ㎡、2019 年 4 月移転開設）、小松（JR 駅前のホテルの 1 階にテナントとして
出店）の県内 3 都市に出店し営業活動を行っている。
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関連事業の創造による地域活性化の対応
地方百貨店では、大正・昭和初期年代に地域で最初に誕生した百貨店企業の場合では、
一般に、次のような 2 つの動機からの百貨店企業の関連事業開発が行われ、地域活性化に
貢献してきた。すなわち、①百貨店企業創業期には、広告制作・印刷や食堂運営など百貨
店経営を支える産業がその地域に育っていなかったため、百貨店企業自らが起業しなけれ
ばならなかった。また②レジャーや冠婚葬祭コミュニティなど地域の生活文化産業の担い
手として百貨店企業の事業開発が期待されたということである。そしてそのような観点で
百貨店から生まれた関連事業が長く地域経済・社会の活性化に貢献してきた。山形屋（鹿
児島）
・佐世保玉屋（長崎）
・天満屋（岡山）などがその例で、そのような背景で誕生した
関連企業が現在も存続しているケースも見られる。
石川県金沢市における大和は、戦後になるがその百貨店の多角化経営のパターン（とく
に②のパターン）に当てはまり、関連事業として、大和印刷社、レストランダイワ（大和
食堂）、大和服飾研究所（婦人服縫製）、石川日産自動車販売、金沢ニューグランドホテル、
勁草書房（出版）、大市土地（宅地造成・分譲）
、大和ハウジング（建装）、大和木材工業、
大市社（生命保険代理店）、北陸興業（映画館）、北陸商業開発（都市計画）、ダイワ商事
（空港・カントリークラブの食堂）など様々な分野で関連事業が地域に生み出され、多角
経営された。また大和は、北陸放送・新潟放送・北日本放送・テレビ金沢などにも出資す
るなど民間放送にも関与した。
その後、整理・撤退した関連事業は多いが、現在の大和の関連事業の地域対応では、子
会社レストランダイワ（百貨店店舗での地域食材の活用や地元料理メニューの提供）、デ
ベロッパー（旧本店の所在地に新たにテナントビル「片町きらら」を開業しそのテナント
運営）などの活動があげられる。

文化・社会貢献による地域活性化の対応
文化・社会貢献では、地域の若手芸術作家育成の目的でギャラリーの設置や百貨店催事
場での文化・動員催事の開催などがあげられる。2019 年の動員催事事例では人気アニメ
のコラボショップ「風雲！お洒落まくろす」の北陸初開催がヒットした。
北陸コカ・コーラボトリング株式会社と災害時支援協定を締結し、災害対応型飲料自販
機を店舗内に設置し、災害時の飲料無償提供を可能とした。また地域の大学の学園祭へブ
ース出店なども行っている。
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3-3．その他の地方百貨店の地域活性化の代表事例
この項では、本業・関連事業・文化社会貢献の区分ではなく、当該企業の地域活性化の
取り組みの顕著な代表事例について取り上げる。

藤崎百貨店（仙台）
藤崎百貨店は、2019 年から仙台市と連携し、地域ブランド「都の杜・仙台」を立ち上
げた。百貨店のマーケティング力、編集・販売力を生かして、地域の特産品やサービスを
国内外に発信し、販路開拓につなげる取り組みである。地元企業 30 社が参画し、藤崎が
ブランディングから販売までを支援する活動になっている。具体的には、2019 年 5 月に
藤崎本館 1 階で期間限定拠点を設け、こけしと組み合わせた植物標本や県内の自然をモチ
ーフにした文庫本と生花の詰め合わせなど地場の独自品 120 点を揃え販売した。今後、品
揃えを拡大して、同様の催事を継続開催するとともに、販路は藤崎だけでなく他の百貨店
や EC に広げる計画である。地域の統一ブランドとしてパッケージ販売することで、小規
模の企業が参画しやすくする。すでに首都圏の百貨店での東北物産展に地域ブランドをブ
ース出店しており、県外での販売に力を入れる。
また同社は 2019 年に、創業 200 周年の記念事業として大型催事の開催や地域イベント
への協賛を行った。具体的には、仙台市の電力ビルで 2019 年 3 月に開いた写真展「藤崎
200 年のあゆみ展」には、関係者だけでなく、幅広い市民が来場した。催事に合わせて画
家や工芸作家など芸術家と協業した限定・独自品を販売するなど地域と連携した取り組み
を積極化している。90 チームが参加する小学生軟式野球大会に協賛し、第 1 回藤崎杯を
設けた。アイススケートショーなど市内の大型イベントへの協賛などにも取り組んでいる。
xi「藤崎ニューイヤーコンサート」
（2019

年 12 月電力ホール）も 35 年間継続して開催し

ている。
常備の売場対応としても、宮城の日本酒の集積と地元野菜の自主運営（地下 2 階）、地
域工芸品のセレクト売場「伊達くらふと」や民藝専門店「仙台光原社」の展開（大町館 2
階）、ファームトゥテーブルの「ケヤキカフェ」
（本館 3 階）での地域コミュニティづくり、
店内催事「ベニシアさんの手づくり暮らし展」（7 階催事場、2019 年 12 月）・
「気仙沼ニ
ット：マルティナさんとしあわせを編む魔法の毛糸フェア」（8 階グリーンルーム、2019
年 12 月）などの地域コミュニティをテーマとした催事を継続展開している。
またサテライト型小型店舗（一部に外商事務所機能のみの拠点も含め）は、仙台市内に
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3 拠点（「ヴィーフジサキ」という店名）
、宮城県内に石巻・古川・船岡・塩釜・白石・佐
沼・気仙沼の 7 拠点、さらに東北各県の県庁所在地：山形・秋田・盛岡など主要都市に 6
拠点、合計 16 拠点を設け各地域への深耕を図っている。

トキハ（大分）
大分の百貨店「トキハ」は、1980 年代の「一村一品」運動の時代から地域産品の発掘・
紹介・販売に力を入れており、大分市の本店の地下 2 階全体を大分県産品売場「大分ふる
さとの味」フロアとして大々的に展開している。xiiフロア構成は、大分銘菓・特産・銘茶・
産直野菜の売場と、
「湯布院」の物産編集コーナー、
「耶馬渓ライフ」
（精肉）
、郷土料理「暖
欒」
、竹田の菓寮「但馬屋」
、手打ちうどん「豊後」などの飲食、催事スペースから成って
いる。
また別館「トキハ会館」には、結婚式場や宴会場（7 つの会場と１つの特別室）を設け、
地域コミュニティのパーティや交流拠点として長く定着している。

天満屋（岡山）
県産品を編集して販売するショップを「岡山贔屓」というブランディングで展開してい
る。食品は地階、工芸品は 5 階家庭用品フロアで常設売場を展開。倉敷などの県内支店に
も展開しており、ネットショッピングでも独立したサイトを設けている。
関連事業は、スポーツ施設運営、惣菜・飲食、レンタカー、旅行、人材サービス、ICT・
物流、請負事業、施設運営など 16 社が地域に向けて事業活動している。
また岡山本店 6 階には「葦川会館」という多目的ホールを設け、文化催事・地域催事を
長年開催している。店舗隣接の表町商店街（アーケード街）にもブランドショップなど 10
店舗を出店し、商店街と連携を強めている。2015 年には、全国初の商店街と百貨店の免
税一括カウンターを岡山本店に開設した。本店西側の「天満屋バスステーション」の地下
及び 2 階にも百貨店売場（「てんちかタウン」
「ビーウィング」
）を設けて、店舗周辺の活
性化に貢献している。

3-4．髙島屋グループ地域子会社の店舗事例-岡山髙島屋
岡山髙島屋は、1973 年に髙島屋岡山店として JR 岡山駅前に開業し、2004 年から会社
分割により岡山髙島屋として地域に根差した百貨店を目指し運営されている。
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岡山髙島屋の地域への営業対応としては、いよてつ髙島屋と同様に、①都市型 MD の充
実（2018 年に化粧品「ボビイブラウン」
・「ジルスチュワート」、
「アニエスベー」などを
新規導入）
、②ベターゾーンの強化（従来の 2 階「サロン・ル・シック」を解体し、
「ピッ
コーネ」
「メゾンモンタギュ」
「エルミダ」を 4 階婦人服に分散展開し、「ジュンアシダ」
「ピエールカルダン」
「ユキトリヰ」
「コシノヒロコ」などで「デザイナーズワールド」を
構築、③髙島屋大阪店・京都店と連携した関西の食品 MD（「三喜屋珈琲」
「京菓子笹屋伊
織」など）の導入でのライバルである岡山地場の天満屋との差別化・対抗、④地元の有力
企業である両備グループと連携した「トラベルローズカフェ」
（旅行相談）の 8 階開設、
岡山独自のカード「たまるんカード」を通じた地域の飲食・サービス事業の活性化、家電
をはじめとする商材外商の強化、⑤地域の富裕層：外商顧客向けの特別招待会「プレミア
ムデイズ」
「プレシャスデイズ」企画の積極的な開催などがあげられる。
いよてつ髙島屋との相違点は、①地域産品の積極的な導入・展開（
「味百選-瀬戸内グル
メ」を地下 1 階に、2018 年から岡山の地場食材を集めた「おかやま百選」を地下 2 階に
開設、「すわき後楽中華そば」を地下 1 階に導入など）があげられる。一方で、②小型店
舗は、かつて津山店（店舗面積 4,500 ㎡）を 1991 年に出店したが 1999 年に撤退し、岡
山駅前近隣のイオンモール岡山 SC に食品専門館「フードメゾン」（店舗面積 1,900 ㎡）
を 2014 年に出店したにとどまっている。サテライト型小型店舗の県内地域への展開はな
い（2020 年 3 月時点）
。

3-5．大手百貨店の地方店舗・地域子会社の地域活性化対応の事例
新潟三越伊勢丹
新潟の豊かな自然環境と人の手が育んだ農産品や加工品、伝統の粋を込めた工芸品、職
人の技が光る工業製品などから新潟三越伊勢丹の独自の基準と定義でセレクトし地域ブ
ランド「NIIGATA 越品」
（一部に新規オリジナル開発を含む）として 2016 年から構築し
ている。新潟伊勢丹では、年に数回の催事開催と店内常設の越品ステージ及び飲食（7 階：
越品ダイニング）とその積極さが際立っており、ネットでも営業展開を行っている。

近鉄百貨店奈良店
近鉄百貨店は、地域社会と共に成長・発展する地域共創型の百貨店として 2018 年 3 月
から地域商社事業の取組みを開始し、まず奈良地域の新たな魅力を生み出す商品開発プロ
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ジェクトを進めている。xiii奈良県内の自治体及び生産者：「農事組合法人ふるさと明日香
（明日香村）」「山添村」「吉田屋」「リストランテ リンコントロ」と連携し、奈良の新た
な名産品（11 の新製品）を開発し、近鉄百貨店奈良店地階に新設した奈良のコンセプトシ
ョップ「大和路ショップ」で販売している。この「大和路ショップ」は、常時 100 種類以
上の地域産品を販売している。
さらに近鉄百貨店は、2019 年 3 月、奈良の地銀「南都銀行」と提携し、新たに商品開
発を行う場合の資金調達を検討したり、商談会の実施や生産者の事業化計画の支援を両社
で協力して行う体制を整備した。

鳥取大丸
鳥取大丸は、5 階建て店舗のうち百貨店としての売場を 3 階までに集約するリニューア
ル（2019 年 9 月）を行う一方、地域の団体組織と連携した地域コミュニティ活動を活発
化している。2017 年頃より屋上や店舗横のアーケード大屋根の施設を活用し、地域のリ
ノベーション組織「まるにわ」と連携した若い客層を対象とするコミュニティイベントの
開催（鳥取サブカルフェスタ（2017 年 3 月）
・まるにわ満月ヨガナイト（2017 年 5 月）
・
ハミングマルシェ（2018 年 3 月）など）や、県内中山間部で地域活性化に取り組む団体
のコーディネートによる空間設計と飲食テナント導入（2020 年 3 月）が行われている。

4．いよてつ髙島屋の地域活性化の取り組みについての評価（筆者の考察による見解）
xiv

4-1．本業における地域活性化の評価
地域一番の都市型百貨店としてのさらなる MD の対応
いよてつ髙島屋（松山本店）の都市型 MD 揃えの地域対応は、かなり充実している。
あえてさらに必要な対応としてあげるならば、全国的に百貨店での売上が好調で成長性
のある商品分野とされる「美と健康」である。その中で化粧品はブランド揃えが十分だ
が、
「アスレジャー」
（スポーツとカジュアルファッションの融合分野）の取扱いは婦人
も紳士もまだ不足感がある。県内のアウトドア・サイクリングなどのスポーツ施設や観
光情報ソフトの情報発信やファンの交流を含めたコミュニティ機能も強化する余地があ
る。また食品分野でもワインや地域の日本酒などグルメ MD は拡充するべきである。
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地域 MD の掘り起こし・編集・販売の弱さ
愛媛県内の地域産品・ブランドの発掘・編集・紹介・販売については、松山三越並びに
他の地方百貨店に比べて、いよてつ髙島屋では多くは見られない。その理由・背景には、
伊予鉄グループが地域産品・土産品を販売する事業（伊予鉄会館いよてつショップ）を積
極的に営業展開しており、また愛媛県自体も「営業本部」組織を設けて地域産品の営業活
動をするなど行政自体が事実上「地域商社」の動きを進めていることが考えられる。
しかしながら、そのようなグループ与件を踏まえても、いよてつ髙島屋が百貨店として
県内の地域ブランドをさらに掘り起こし、紹介・実売する催事（例えば、高崎髙島屋「群
馬展」、髙島屋横浜店「かながわ名産展」など）を開催することが重要であり、それが店
舗の食品売上の拡大にもつながると期待される。

サテライト型小型店舗の展開についての評価
いよてつ髙島屋の店舗資産は、松山を中心に東予から南予まで愛媛県内に 8 拠点（2020
年 3 月時点）を展開するサテライト型小型店舗である。同社の小型店舗は、外商営業拠点
の機能、ギフト及び婦人服など都市型 MD の提供の機能が主である。高松三越の最新の小
型店舗丸亀店（香川県）、金沢香林坊大和の小型店舗七尾店や野々市店（ともに石川県）
のように最近の百貨店サテライト型小型店舗では、婦人服やギフト商材よりも百貨店での
成長商品分野である化粧品や、
日常性の高いグロサリー食品や生活雑貨の MD を拡充し、
地域消費者の来店を促すケースが増えている（付属資料-2）
。

4-2．関連事業の創造による地域活性化の評価
伊予鉄グループ企業が積極的に行う物産開発・飲食・観光開発の部分は、活動実施自体
はそこに任せるとしても、その取り組みを戦略的にいよてつ髙島屋が活用し、グループ企
業の紹介・誘導のプロモーションを百貨店の地域活性化施策として展開してもよいのでは
ないかと思われる。

4-3．文化・社会などへの貢献による地域活性化の評価
いよてつ髙島屋の地域活性化の取り組みは、鉄道・バスなどの交通利便な店舗立地を背
景に行政や社会的団体への施設提供での地域貢献は現在も積極的に行われており、高く評
価できる。今後さらに、県内地域の市町村や、大学、様々な文化やスポーツの団体組織と
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の連携を深め、より定期的に（あるいは常設的に）店内でそれらを紹介する、活動や競技
への参加を促す催事・ワークショップを企画し実際に運営できようにリソースを確保・拡
充していくことが望まれる。

5.総括：いよてつ髙島屋の事例-今後の企業による地域活性化への示唆
（筆者の考察による見解）xv
5-1．いよてつ髙島屋の特徴的な取り組みの発展
都市 MD の地域への供給・普及機能から新たな店舗機能へ
いよてつ髙島屋は、一流ブランドを総合的にまんべんなく揃えているのは営業上の強
みであるが、顧客の立場から見た店舗全体の印象としては、ブランドショップ（箱）が
延々と並ぶ＝モノ主体の大型店舗という感じが強い。百貨店が販売員＝人手を介する業
態であることを強みとして、それをさらに生かしていく方向と認識した場合、売場での
様々なコトのプロモーション企画により、顧客へ体験価値の提供を進め営業活性化させ
ていく戦略（モノだけでない価値提供の戦略）が考えられる。そして、そのためには販
売員が取扱商品の背景：ストーリーを確実に理解し、顧客に的確に伝えその価値を納得
して購入してもらえるように、商品や生活スタイルに関する研修に努めること、顧客に
体験を与えるワークショップイベントなど社員と顧客のコミュニケーションを深めるこ
とで、百貨店店舗のコミュニティ機能を一層高めていくことが重要と考える。
百貨店の地域対応として、都市型 MD を地域へ提案しその商品（モノ）を供給する機
能は、現在では次第に薄れてきている。消費者がネットをはじめ様々なメディアを通じ
て情報収集力を高め、アマゾンなどのインターネット通販と宅配便の普及により容易に
商品を入手できるようになったからである。そうした消費環境の中で、消費者はリアル
店舗には、商品について一定の空間の中での体験的認知や、試着や会話などを通じた自
分としての購買納得感を得ることを期待している。そうした意味から百貨店の店舗機能
は、人を介した交流コミュニティ機能へ移行していると考えられる。

地域に展開するサテライト型小型店舗への注目
都市型 MD の地方への供給・普及機能が薄まる中、機能が見直されるのが、地域に展
開される百貨店のサテライト型小型店舗である。今後、さらに店舗機能を都市型 MD の
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地方供給・普及型から地域ニーズの受信・吸い上げ機能へと転換することが重要ではな
いだろうか。
例えば、地域において既存の地域産品を取り上げ編集し新たな価値に仕立てること
や、地域に埋もれている潜在的な地域産品を新しい感性で発見・発掘・編集し、情報発
信し、営業拡販していく機能が期待される。さらに健康福祉、文化、スポーツなど地域
コミュニティ活動の拠点となり、そうした地域活動の盛り上げに寄与していくことも望
まれる。
さらに百貨店自体がオムニチャネル化を進める段階になると、このような小型店舗の
地域展開は、商品の試着、受注、商品の受け取り、返品対応で大いに可能性を発揮する
だろう（例えば、米国百貨店「ノードストロム」の新規事業「ノードストロム・ローカ
ル」）
。その観点からすると、各小型店舗の取り組みノウハウの共有化や、インターネッ
ト遠隔通信システムを活用した施策実施など新しい仕組みでの運営の可能性がある。百
貨店のオムニチャネルはその業態特性や仕入形態特性から商品が限られるが、店頭・ネ
ット・外商など様々なチャネルに人手を介する仕組みをプラスして戦略構築が行われれ
ば、一層百貨店の強みを発揮できるものと期待される。xvi

5-2．企業による地域活性化に関するいよてつ髙島屋の事例からの示唆
地域の有力企業として、全国的な大手企業として
いよてつ髙島屋の基本的な位置づけは、地域の有力企業である伊予鉄グループ企業で
あり、かつ全国的に店舗展開する百貨店大手企業：髙島屋のグループ企業であるという
ことであり、これは今後の百貨店のあり方として注目される。すなわち、その両方のグ
ループ経営資源を生かす展開が可能ということである。
例えば、伊予鉄グループが取り組む観光・物産・飲食などの事業を百貨店店内に施設
として導入する、あるいはその消費者接点のカウンターやサロンの場を百貨店が提供す
ることで、百貨店にとっては多角化事業として展開することができる。地域消費者から
は「いよてつ」も「いよてつ髙島屋」もほぼ同一視されているのではないかと思うから
である。
一方で、髙島屋本体が行っている社会コミュニティ活動を、いよてつ髙島屋も取り組む
ということもできるだろう。例えば、
「民藝」活動については、その活動の誕生期（1930
年代）から髙島屋は長年この活動を支援し、現在に至っている。
（例えば、2017 年東京店・
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横浜店などでの「民藝の日本」
「用の美と心-民藝展」の開催）
。愛媛県においては四国唯一
の民藝館「愛媛民藝館」が西条市にあるが、この文化資源を生かして県内の工芸士やクリ
エーターと連動した「民藝運動」の盛り上げや推進に、いよてつ髙島屋の役割が期待され
る。

大手全国企業と地域有力企業が組んで地方百貨店を運営するという地域活性化シナリオ
いよてつ髙島屋は、伊予鉄道が出資する百貨店で、大手企業のノウハウを生かす地方百
貨店である。鉄道会社が資本を提供し、百貨店はその企業の冠をつけ、店舗運営について
は提携した百貨店企業にそのノウハウ供与を受ける経営となっている。
地域社会への貢献として百貨店経営の重要性を認識しているからこそ、提携先の大手百
貨店企業からノウハウ供与を受ける方式での地域の鉄道会社と大手百貨店企業が連携す
る形での地方百貨店の経営は、地方百貨店の存続・生き残りのための一つの賢明な選択と
言えるだろう。
また髙島屋はこの提携により、今治髙島屋の閉鎖以来拠点のなかった四国地方に再び関
係基盤を持つことになった。髙島屋は、これまで JR 東海（名古屋）
、遠州鉄道（浜松）等
地域の鉄道企業の百貨店運営に参画してきた経緯がある。ホテル業界では土地・建物オー
ナーと業務運営企業が異なるマネジメント・コントラクト方式（運営業務委託契約）が一
般化しているが、百貨店業界では、そのような契約関係はみられない。その契約方式の百
貨店企業への導入が難しければ、伊予鉄百貨店と髙島屋のような取組み形態によって、地
方百貨店が地域のために存在し続けるとともに、大手企業も地域に営業機会を広げ、その
展開を確実にし、お互いが成長することができる。百貨店の新しい成長と地域展開の可能
性を示すことになるのではないだろうか。xvii
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付属資料-1

いよてつ髙島屋 サテライトショップ店舗展開（2020 年 3 月現在）

（出所）グーグルマップに筆者が加筆して作成
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付属資料-2 いよてつ髙島屋・松山三越・金沢香林坊大和 サテライト型小型店舗の
展開状況（2020 年 3 月現在）
店舗名

都市
立地
人口

店舗
婦人服（ブランド）
面積

ギフト ギフト 服飾
食品 家用 雑貨

コミュ
食品グ 化粧 紳士 生活
外商 催事
ニティ
洋品 雑貨
ロサリ 品

【いよてつ髙島屋】
87

郊外道路沿
い路面店

160 クールカレアン

新居浜

120

中心街道路
沿い路面店

800

西条

110 商店街立地

今治

160 ホテル立地

120

大洲

43 SC内立地

550

八幡浜

34 商店街立地

100 実用婦人衣料

宇和島

76

中心街道路
沿い路面店

280

南宇和（愛南
町）

21

中心街道路
沿い路面店

200 実用婦人衣料

四国中央

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ギャラリーアイ、センソ
ユニコ

○

○

○

○

クールカレアン、マクレ
ガー等11ブランド

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

クールカレアン、ピノー
レ等9ブランド

55 （催事対応）

ピノーレ、エルミダなど
5ブランド

○

○

○

○

○

○

（千人）
（㎡）
（婦人服取扱ブランド）（2020年2-3月調査）
1階：クールカレアン、詩仙堂、ピノーレ、セシカ、モラビト、オースティンリード、センソユニコ
新居浜

大洲

2階：ギャラリアイ、ピサーノ
2階：クールカレアン、マクレガー、ギャラリーアイ、プリマティーボ、ワコール、セーター・ブラウス（ロジカ、京プリントなど）

宇和島

ヤングカジュアル（ピケ、サムシング、エドウィン）、フォーマル（東京ソワール）、催事婦人服（さろんど・える）
1階：ピノーレ、セシカ、エルミダ、ピンクハウス、東京ソワール
*愛媛県・香川県都市人口は2019年1月1日現在住民基本台帳

【松山三越】
60 （催事対応）

○

○

○

○

50 （催事対応）

○

○

○

○

ダックス、レオナール、
催事対応

○

○

○

○

クールカレアン、ギャラ
リーアイ、催事対応

○

○

○

新居浜

120 駅前立地

西条

110

道路沿い路
面店

今治

160

ホテル内立
地

130

丸亀（高松三
越）

110

郊外SC近
接路面店

844

丸亀

○

○

○

○

○

○

（㎡）
（千人）
婦人（クールカレアン、ギャラリーアイ、催事）・化粧品（エスティローダ・クリニーク・ボビブラウン・MAC)
タオル（タオルミュージアム）、生活雑貨「ISOZAKI」（消化仕入）、・グロサリー「日本百貨店」（消化仕入）
2階に文化教室、イベントスペース（催事場） （2020年2月調査）

【金沢香林坊大和】
複合施設内

七尾

52 立地

野々市

53 SC内

小松

七尾

郊外SM型
駅前ビルテ

108 ナント

220 （催事対応）

○

○

○

○

○

347 マクレガー

○

○

○

○

○

○
○

○

150 （未調査）

（㎡）
（千人）
ギフト菓子（東京・地元）、カタログギフト（家庭用品・石鹸）、紳士雑貨（ネクタイ・ハンカチ）、
グロサリー（北野エース）、婦人服（催事）、スリッパサンダル （2020年2月調査）
*石川県都市人口は2020年1月1日現在住民基本台帳
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○

本研究は、青山学院大学総合研究所 2018 年度・2019 年度研究ユニット研究助成をうけた「企業
による地域活性化研究」の一部を構成するものである。
i

ii 松山市の人口は、513,227 人（住民基本台帳 2019 年 1 月 1 日現在）
。

CSV(Creating Shared Value)とは、ハーバードビジネススクール教授のマイケル・ポーター氏
が提唱した「経済的価値と社会的価値を同時に実現する共通価値の戦略」のこと。ビジネスとして
社会課題を解決するという視点である。
iii

iv CSR（Corporate Social Responsibility）とは、企業が組織活動を行うにあたって担う社会的責

任のことで、従業員や消費者、投資者、環境などへの配慮から社会貢献までの幅広い内容に対して
適切な意思決定を行う責任のことである。
v 地域サテライトショップは店舗外営業形態ということで外商部組織に位置付けられている。
vi 百貨店に一般的に多く見られる百貨店友の会会員向けの文化教室事業は、いよてつ髙島屋として
は展開していない。
vii 髙島屋本社としては、美術振興と国際文化への寄与を目的に、公益信託「タカシマヤ文化基
金」を 1990 年に設立している。基本財産は 8 億円で、新鋭作家、シンポジウムなどの助成や、内
外美術文化の発掘・振興への支援を行っている。
viii いよてつ髙島屋の現在の規模に至る増床が松山市駅前周辺地区再開発プロジェクトの一環とし
て、官民一体となって進められたことに依るものと考えられる。中心市街地の活性化・魅力化と共
に、伊予鉄グループ全体の経営の根幹に関わる最重要拠点であるからこそ、これほどの投資がなさ
れたと推測される。
ix 麻倉佑介・大原茜（2005）
『最新・全国百貨店の店舗展開』同友館による。
x 金沢市の人口は、452,058 人（2020 年 1 月 1 日現在）住民基本台帳。
xi この項は、繊研新聞 2019 年 6 月 5 日記事を参考にしている。
xii大分市の人口は、478,161 人（2020 年 2 月 29 日現在）住民基本台帳。
xiii 地域商社事業は、地域の農産品や工芸品などの販路開拓を支援するために政府のまち・ひと・
しごと創生本部が所管している事業で、地方創生推進交付金により、これまで 100 カ所以上の地域
商社事業の設立などを支援している。
xiv
取り組みの評価や今後の展開に関しては、筆者の考察に基づくものであり、当該企業の見解では
ない。
xv
取り組みの評価や今後の展開に関しては、筆者の考察に基づくものであり、当該企業の見解では
ない。
xvi 宮副謙司（2016）では、将来時点を 2030 年に設定し、今後の百貨店のあり方をマーケティン
グ機能の観点から考察し、その時点では人口の高齢化、単身世帯の主流化、情報通信技術（ICT）
の進化から、次のように構想している。すなわち、ICT がものづくりを大きく変え、顧客の個別オ
ーダー型の商品製造、その短期化を可能にし、百貨店の営業を従来の既製品を売場に大量に品揃え
販売する体制から、個別受注で製造しオムニチャネルで販売する体制へ変えていくと予想してい
る。さらに 2030 年の百貨店での店頭はリアルで必須とされる試着や相談などの機能を重視し、店
舗規模は小型化する。営業人員配置も店頭から外商へシフトし、地域ビジネスを本格的に行う体制
になる。また商品販促や販売員接客トークなどは価値あるコンテンツとしてデジタル化し、ウェ
ブ・カタログ・店頭で統合的に配信されると考えている。
xvii 本研究に関し、いよてつ髙島屋の関係部署の方々に調査インタビューへの参画など多くのご協

力をいただいた。この場を借りて心から厚く御礼申し上げる。
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