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コスモス・ベリーズ、第 6回大新年会コスモス・ベリーズ、第 6回大新年会
－30業種約400人が参加、異業種間で親交温める－

地域ネットワーク活用の 2つの事例

　コスモス・ベリーズの大新年会（1月24日開催）に
は、31業種約400人が参加し、第 2部の懇親会では
異業種間交流が活発に行われた。第1部の講演会開
始前から別室では展示会が開かれ、メーカーネット
ワーク加盟店（約300社）からハズキルーペ、360°撮
影可能な全天球カメラ、室内で撮影可能な小型ドロー
ンなどの市場に先駆けた“こだわりの逸品”が来場者
の目を引いた。加盟店が集まり意見交換、情報を共
有する場として｢コスモス倶楽部｣を立ち上げ、現在
28倶楽部が活動を開始。全国100倶楽部を目標に、

加盟店に推進を図る。また、新たな取組みとして｢日
本家庭電化製品修理業協会」（J-HARB）と連携した修
理事業者マッチングアプリを紹介。お客様の困り事
解決のため、｢5月運用開始｣に向け準備を進めている。
修理アプリのネーミングは｢なおすけ｣に決定し、活
用を促している。

専用アプリ「なおすけ」の説明会も

展示会 “こだわりの逸品 ”など紹介

　▷1980年、父が住宅・店舗の電気配線工事業を始
める▷父の死後、2014 年に16年勤めた会社を辞め
社長に就任▷建設会社からの受注分が95％を占めて
いたため、一般客獲得に向け補助金を利用しホーム
ページ「お困り事解決チラシ」を制作。名刺に事業内
容を「電気・住まいのお困り事をご相談下さい」と書
き、訪問営業を開始。反応は0.5％程度と低かった▷
実際、話を聞くと「どこに頼めば良いかわからない」
との声も多く、社会貢献と自社の生き残り策として
異業種と提携する「ローカルプラットフォーム」を立
ち上げる事とした▷参加店は革製品修理・塗装、自
動車販売、パソコン修理、ハウスクリーニングと同社
の6社で、6面のサイコロに因み「SU/GO/RO/KU」と
名付け、資金の2/3が拠出される補助金を使いPR活
動を開始▷次の計画「ふれあいサロン」の設置、パソ

コン教室などカルチャースクールの併設などに挑む〈事例 1〉㈲渡辺電気工事（山形県） 渡辺真樹社長

　▷1935 年創業の県内で 1番古い電気店、船の無
線を扱う店として開始▷65年、父が電化製品を扱う
電気店として創業▷父の他界、主人の病気で一念発
起する▷まず、自身のつくる料理をレシピ本として
出版。近隣からの声掛けが増え、ファンまでできる
▷昨年1月にはカルチャースクール等を実施できる
イベント館「B-mama」を開設▷料理教室、編物教室、
犬のしつけ教室、ミシン教室などを開き親しまれて
いる。売上は 120％に▷生き残るためには「親切で
詳しい接客。迅速にお客様のもとへ。アフターサー
ビス、貸出機、売った人が配達する安心感。値段だ
けで左右されない繋がり」が重要

〈事例 2〉㈱焼津ホーエー家電（静岡県） 大倉尚美専務

～第 1部の冒頭、独自の取組みで成功した事例を発表～

家電事業への参入障壁を壊したコスモス・ベリーズのアイデア

主要耐久消費財の買替状況

エネルギーと家電製品の親和性
－家電製品販売による接点強化で収益増－

1世界に類を見ない地域店と量販店の共生モデルを構築

2加盟店の利便性向上と本部のローコスト
　運営：IT 化の推進

品　　　　　名

ヤマダ電機
商品数15万8,000
アイテム

情報端末
BFC Net

タブレット端末
ふれあい Pad

交流サイト
文殊の知恵

ヤマダ電機の店舗から
直接仕入が可能
「直取方式」

提案カタログ
「おすすめセレクション」

情報サイト
家電プロ Pad

研究機関
MSM流通研究所

コスモス
ベリーズ

加
盟
店

平均使用年数
（年）

買替え理由（％）

会員制 内容一律 1万円

均一仕切価格

受益者負担原則

債務保証サービス

ヤマダ電機インフラ

仕入量に関係なく均一料金

追加サービスは有償

保証金の代わりに利用

店舗、在庫、物流、工事等利用

その他住居の変更上位機種へ故　障
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③
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ルームエアコン

冷蔵庫

洗濯機

乗用車（新車）

掃除機

テレビ

ビデオカメラ

パソコン

光ディスクプレーヤー・レコーダー

デジタルカメラ

携帯電話

10.6

10.1

8.3
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6.8

6.3
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5.9
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4.5

3.5

18.0

16.1
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33.1

27.4

21.3

23.7

24.9

16.9

10.6

8.5

1.2

6.6

11.3

2.6

1.3

8.2

1.2

0.4

11.8

15.3

8.9

21.4

18.9

21.1

28.6

26.6

31.7

39.0

42.7

53.3

58.0

71.4

29.4

63.2

38.7

35.7

44.7

38.8

36.1

32.0

　耐久消費財とは、生活において1年以上長く使
用される消費財を指すが、その期間は様々。ガス
機器の場合、コンロや給湯器が故障し使用できな
くなるまで交換されないのが一般的だが、家電製
品ではルームエアコン、冷蔵庫、洗濯機といった
大型家電でもほぼ10年以下で新品が購入されてい
る。家庭にある電化製品は多種多様であり、ガス
事業者が扱うことで、今まで以上の接点機会が得
られることは明らかだ。電力小売事業に参入した
事業者であれば、販売の道義付けも容易である。
コスモス・ベリーズ加盟店であればヤマダ電機並
みの価格で紹介・説明・工事などの支援を受けら
れ、更に実益も上げられる。
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電気店燃料店 工事店

工務店
リフォーム店 他業種店

地域店の生産性向上（稼ぐ力）のビジネスモデル

2017 年 12 月末現在

加盟店ネットワークの現状

加盟店数

総店舗数

加盟業種

従業員総数

顧客総数

3,684 店

10,795 店

81 業種

約 5万人

約 650 万世帯
（業種間重複）

業種・業態を超えた
チェーンネットワーク実現

電気店 14.5％

燃料店
41.2％

工事店
4.4％

工務店 5.0％

その他業種 34.9％
総店舗数

目標 20,000 店
会社設立 10年で
総店舗数 1万店突破
（2015 年 8月末日）

2005 年 9 月 1日設立
121 店（1業種）

06.2 07.2 08.2 09.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 21.2

コスモス・ベリーズの成長戦略（2016～20年度）

次の 10年を見据えた IT 化「第 2ステージ」

様々な生活サポートを可能とする『ローカルプラットフォーム』

成 長 の 軌 跡 へ

修理専用アプリ「なおすけ」の活用

5月から運用・提供スタート！！

お客様自らダウンロードし
①故障依頼
②地域修理店検索　可能

加盟店は自社又はネットワー
ク対応ができない場合
即時にアプリ活用でお客様の
フォローが可能に

アプリダウンロード

修理ができる家電製品

修理依頼で登録修理事業者から連絡

見積・修理など実行

事前に家電製品を登録
直ぐに検索が可能に

お客様がお持ちの家電製品全てが対象

未登録の場合、故障した
家電製品のメーカー・型番を入力

　コスモス・ベリーズが大新年会で
発表する事業戦略は、牧野逹副社長
が「2018年度方針発表」として説明。
まず、1月23日付けの加盟店の加入
状況やその店舗での顧客数が650万
人にも及ぶことに、改めて感謝の意

を表した。今後の事業展開については「現在構築中
のものを含め5つのネットワークを中心に、皆様の
あらゆる業務のサポートをしていく。しかし、実際
にお客様と接し商品を届けるのは私達ではない。グ
ループとしての業績も各会社、加盟店の皆様の知恵
と努力に寄るところが大きい。本部は、いかに情報
を吸収し、解りやすく、かつ具体的に発信し、加盟
店様の商売に結び付けるかが最大の使命」と示した。

5 つのネットワークで次の成長描く

牧野副社長

　武田邦彦・中部大学特任教授は、
生物の受精と寿命の関連性について
実例を挙げ「人間は第 2の人生を生
きる非常に特殊な生き物」と解説。日
本の高齢化については「これからの
時代、0～50歳と50～100歳の2つ

特別講演「コスモス・ベリーズこそ
明日の日本を拓く」

武田教授

～心の経営を目指す～ 喜多村実氏

　方針発表に続き喜多村実・公開経営指導協会初
代理事長の「実践経営論」が録音で紹介された。「全
員精鋭主義とは少数精鋭とは違う」「全員精鋭主義
こそ経営」「店はお客様のためにある。生産性を上
げるのはお客様のため」「さもなければ、経営者が
変わっても存在することはできない」「心の経営は
行動の経営。信念を持つこと、使命感が大事だ」－
などの理論を力強く説く内容だった。

実践経営
論

に分け考えるようになる。コスモス Bは VC加盟店
を募り、様々な“困り事”解決のためのビジネスモデ
ルを構築している。正に高齢化する社会において不
可欠な存在となるだろう。『ヒューマン、リテール』な
ど新たなネーミングが必要ではないか」と絶賛した。
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