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２０１３年５月１７日 



通販はSears Roebuck（米）に始まる 

シカゴのシアーズ・タ
ワー（現ウィリス・タ
ワー）は１９７３年完
成、当時は世界一の高
さを誇った。 
現在もアメリカで一番
高いビル、建物自体は
４４２メートル、アン
テナを含めると５２７
メートルの高さになり
ます。 
 
 



今でも全米一の高さを誇る 



創業者リチャード・W・シアーズ 



シヤーズのカタログ販売成功 

• 1886年、ミネソタ州で駅員をしていたユダヤ系のリ
チャード・ウォーレン・シアーズは、売れ残りの腕時計
を買い取り、通信販売で安く販売する商売を始めた。
間もなく時計商アルヴァ・C・ローバックが事業に加わ
り、1893年イリノイ州シカゴに「シアーズ・ローバック」
（Sears, Roebuck and Company ）を設立した。 

• 19世紀末から20世紀初頭のアメリカは農業が中心で、
広大な国土に多くの農民が生活していたが、交通手
段は主に鉄道や馬・馬車であり、消費者は手間をか
けて都市まで行くか、個人商店、行商人から高い値段
で商品を買うしかなかった。ここに着目したシアーズは、
カタログを郵送して、一括仕入れで安価に商品を提供
するダイレクト・マーケティングを推し進めた。 
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聖書の次に読まれたというシアーズ 
カタログはありとあらゆる商品を 



だが、カタログ通販は衰退した 

• 1993年 - 大判総合カタログ（ビッグブック）の
発行を停止。 

• 2000年 - カタログ販売を終了。 

 

• １９６０年代の絶頂期から、やがて衰退期に
入り、名代の本社ビルも売却されて、今でも
全米一の高さを誇りながらも、２００３年以降
ウィリス・タワーと呼ばれるようになる。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4
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http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
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今やネット通販の時代となる・・・ 

 

 

 

 

 

 





不況知らずのネット通販とは 



通販の強さの秘密はロングテール 



ネット販売の用語として有名 

• ロングテールは最初、オンラインDVDレンタル店
の米ネットフリックスやAmazon.comなどの特定
のビジネスモデルを説明するために米『Wired』

誌の記事で同紙編集長であるクリス・アンダーソ
ン（Chris Anderson）によって提唱された[1]。 

• 日本では梅田望夫の『ウェブ進化論』で取り上げ
られたことにより一連のWeb 2.0ブームと共に脚

光を浴び、新聞の特集記事などを飾るほど一般
的な用語となった。 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E7%94%B0%E6%9C%9B%E5%A4%AB
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30～40代が顧客層の中心 



小売り商店はシャッター街と化した 



高齢化社会は買物難民を生む 





どんな物が対象となるか 





携帯（スマホ）の伸びが拍車を・・ 



配送業者の激烈な競争も追い風 



 
 
 

楽天の登場環境は整っていた！！ 
 

三木谷浩史は1988年一橋大
学を卒業後、日本興業銀行
へ入行。 
3年目でハーバード大学大学
院へ留学し、MBAを取得して
帰国。 

1995年11月興銀を退職。当
時30歳。 
 
1996年4月、興銀への就活中
だった慶応大学院学生の本
城慎之介・当時23歳と二人
で起業を決意、 

1997年2月7日 - 株式会社エ
ム・ディー・エム設立。 

夫人が副社長として経理を
担当。 

 

1999年6月 - 商号を楽天株
式会社に変更。 
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三木谷浩史と本城慎之介 



本城は早々に楽天副社長を捨てる 

• 横浜市教育委員会の公募により2005年4月
から2007年3月まで、横浜市立東山田中学校
校長を勤めた（当時全国最年少（32歳）の公
立中学校校長）。 

  

• 震災で被災した南三陸町に高台移転用の土
地３１８，０００坪・時価9300万円を寄付したこ
とで名を挙げた。 

 



本城は楽天持株資産１５８億円 

• 楽天 有価証券報告書 保有株数 193千株
（２００９年） 
 
楽天の株価 ￥82300（２０１２年） 
 
１９３００株×８２３００円＝15,883,900,000 
 

楽天の株式保有だけで１５８億８３９０万円の
資産がある、日本有数の大富豪である。 



社名「楽天」の由来は楽市楽座 



企業理念は堂々たるものだ 

•                



三木谷浩史のプロフィール 

• 神戸市出身。 
• 1983年兵庫県立明石高等学校を卒業、 
• 1988年一橋大学商学部を卒業し、日本興業銀行（現
みずほコーポレート銀行）に入行。 

• 1993年にハーバード大学経営大学院を修了しMBAを
取得、帰国後銀行を退社し、楽天を創業し会長に就
任。 

• 2008年には38億ドル(約4000億円)保有していると報じ
られ、フォーブス誌の日本人富豪ランキング8位にラン
クイン、 

• 2011年には56億ドル(約4648億円)世界ランキング182
位、日本富豪ランキングでは5位にランクインした。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82
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楽天株式会社 

• 資本金 ： 1,082億55百万円 
• 売上高 ： 単体:1,637億円、 連結:4,434億円 
純資産  ：単体:3,028億円  連結:2,624億円 

• 従業員数  ：単体:3,498人、連結:9,311人 

• 主要株主  ：クリムゾングループ（三木谷家資
産管理会社） 17.14% 
三木谷浩史（会長兼社長） 15.38% 
三木谷晴子（浩史の妻） 10.69% 

•   
• （2012年12月31日現在） 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%BE%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
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http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%89%E6%9C%A8%E8%B0%B7%E6%99%B4%E5%AD%90&action=edit&redlink=1


2012年末のフォーブス長者番付 

 



事業内容 

• 事業は単なる小売業から多様化展開している。 

• EC事業楽天市場、楽天ブックス、 

• 楽天オークション他クレジットカード事業 

• 楽天カード銀行事業楽天銀行(旧：イーバンク銀行) 

• ポータル・メディア事業インフォシーク、オーネット、楽
天リサーチ他 

• トラベル事業楽天トラベル 

• 証券事業楽天証券 

• プロスポーツ事業東北楽天ゴールデンイーグルス他
通信事業フュージョン・コミュニケーションズ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%95%86%E5%8F%96%E5%BC%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E8%A1%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E9%8A%80%E8%A1%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2_(%E5%AA%92%E4%BD%93)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E5%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E8%A8%BC%E5%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E8%A8%BC%E5%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA


楽天への出店は最初は苦労した 





今では破竹の勢いを見せている 



更に多極化した楽天の業容 



プロ野球への進出は時代背景 

• NPBへ新たに進出してきた企業をみると、 

  鉄道会社・新聞社→映画会社→食品会社→ 

  金融・流通→IT系企業という業界の偏りをみ 

  ることができる。  

 

•  2000年以降もTBS、楽天、ソフトバンクの3社

が新たに球団の親会社となり、２０１０年
DeNAも加わった 





現在の親会社 過去の親会社 

セ・リーグ 

ジャイアンツ 読売新聞社 

タイガーズ 阪神電鉄 

ドラゴンズ 中日新聞社 名鉄 

スワローズ ヤクルト飲料 サンケイ新聞社 国鉄 

ベイスターズ DeNA TBS マルハ 

カープ 市民 

パ・リーグ 

ファイターズ ニッポンハム 大映 東映 

バッファローズ オリックス・リース 

ライオンズ 西武（鉄道、ホテル） 西鉄 

イーグルズ 楽天（オンラインショッピング） 

ホークス ソフトバンク 南海電鉄 

マリーンズ ロッテ 毎日新聞 



エースのマー君 



東北ゴールデンエンジェルスの魅力 



経団連を脱退する勇気！ 



首相もすり寄る勢い？？ 



奇抜なパーフォーマンスが目立つ 





少しはしゃぎ過ぎかなぁ！？？ 



新入社員はＴｏｅｉｃ××点以上が条件？？ 







楽天はこのように豪語しているが・・？ 

 



中国では早々と撤退している 



日本ではどちらが勝つだろうか？ 



目下は２強の時代 



どちらが遣い易いかは好みによる 



両者のビジネスモデルは異なる 

•アマゾンは自社で商品を大量に仕入れ廉
価販売をする「直販型」 

 

•楽天は中小商店向けの市場をネット上に開

設し、出店者から手数料収入を得る 

「ショッピングモール型」。 
 



昨年末ヴェールを脱いだ 
日本アマゾンの売り上げ高 

• 日本での年間売上高は約７８億ドル      
（約７５００億円）。 

• 楽天が運営する「楽天市場」などの２８５８億円
を大きく上回り、ネットや新聞紙上には「アマゾン、
ネット通販で国内最大」の見出しが躍った。  

• が・・・・・・この数字はそのまま受け取れない。 

 

• 楽天の数字は手数料収入なのだから。 



ＥＣサイト上での商品売買額を示す
「流通総額」は楽天が約１兆４千億円

で国内首位を維持している。 
 



ジェフ・ベゾスが創始したアマゾン 



電子書籍ではまともにぶつかった 



三木谷から送られたT-シャツを 
見せる講談社の野間社長 



アマゾンの物流センターの巨大さ 



日本にも１２の物流センターを 



対する楽天は10のエリア別けで 



配送スピードの競争も激しい 



２０１５年楽天８０００人が 
二子玉川へ来る！ 



東急の二子玉川ライズ２期工事は？ 



楽天は六本木→品川と短期間に移転 



三度目の引っ越しで二子へ・・・ 

• 2015年6月をめどに本社を東京急行二子玉
川駅直結の「二子玉川ライズ」に建設中のオ
フィスビルに移転する。8000人近い社員数を
一個所に集約するのが狙いだ。 

 

• まぁそれほど長くは住みつくまいとは思うが・・ 

 



東急不動産、電鉄はホッとしてるが 



大渋滞となることだけは間違いない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

－終わり－ 


