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漠然とした思い込みはあきらめにつながり 

数値による気付きは成果に至る？ 
☆☆☆ 価格競争絶対の常識を疑ってみよう！ ☆☆☆ 

たとえば“コストアップ”を商品やサービスの

価格に転嫁する時、『値上げをする』と言うと不可

能に見えることも、『450 円を 470 円にする』と具

体的数値に置くと、印象が変わる。 

しかも、その価格是正で利益や資金繰りがどう

変わるかまで計算してみると、計算結果がドーン

と背中を後押ししてくれることもある。 

数値で考える習慣形成の意味がここにある…！ 
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【１】結果として“４５０円”のための緊急対応？ 
 

１》見本送付で展開する“Ａ社” 

 金融機関や酒販店などに、いわゆる“プレミアム商品”を提案

企画するところから会社を興したＡ社は、今後は商店街やＪＰ郵

便局などを起点に、さらにきめ細かく地域市場に深く根ざそうと

努めているそうです。しかし、 

以前ほど“プレミアム（おまけ）”に魅力がなくなった 

今日、思いどおりの展開が、なかなかできません。 

 そんなＡ社の主な活動は、得意先や新規先に“おまけの見本”

と一緒に“企画書”を送るという形での“提案”なのだそうです。

もちろん、見本送付先は事前にかなり絞り込むので、１回 10 件

前後にしかなりません。 

 そして、Ａ社ではその“見本”を宅配便で送っていました。 

 

２》見本が１つ置き忘れられた？ 

 宅配便の単価は、発送先が“近隣地域”ですので、１件 450 円

です。もっと安くもしてくれるようですが、数が少ない割には『十

分に交渉した結果の料金だ』と社長は言っておられました。 

 ところがある日、いつものように 9件の見本を発送した後、気

付いてみると“１つの見本”が置き忘れられているのです。宅配

業者が“受領印”を押して残した“荷物受渡書”には、確かに 

総出荷件数 ９件  総出荷個数９個 

とありますが、現実問題として“８個”しか受け付けられていな

いわけです。 

社長は早速、事務員を通じて宅配業者の営業所に連絡しました

が、電話口では要領を得ません。『ドライバーの方（かた）に聞

かないとわかりません』などと、身内に敬語を使う始末です。 

 

３》荷物紛失に“騒然” 

 そこで社長は、営業所を統括する支社に電話を入れました。そ

して、カスタマー担当部門に、ただシンプルに、 

御社のドライバーが荷物を紛失した恐れがある 

と伝えたのです。どの業界にも“アキレス腱”はあるものです。 

 “紛失”という言葉に、宅配業者は“騒然”となったのでしょ

う。担当のドライバーが、１時間もしないうちに、顔色を変えて

飛び込んで来ました。まさに“緊急対応”です。 
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【２】事業の中で結局“何”をしてしまっているか？ 
 

１》450 円のために“何”をしているのか?! 

 荷物を１つ置き忘れた事実を知ったドライバーは、必死に謝罪

しながら 9個目を持って帰りましたが、その後ろ姿に、Ａ社の社

長は“普段は考えもしない”ような思いにさせられたそうです。 

 Ａ社はインターネットを通じて集配依頼をしていますから、依

頼個数の 9 個は、すでに宅配業者のデータに登録されています。

それに１個足りないと気付くために、そのドライバーは、どれほ

どの時間とエネルギーを費やしたでしょうか。また、急いで“置

き忘れ”を確認するために、どれだけ“他の仕事”を犠牲にした

でしょうか。 

 しかも、その対価は 450 円でしかありませんし、9 個全部でも

4千円余りです。社長が感じたこととは、そんな対価から見た、 

事業なんて言いながら、結局（私たちは）何をしているのだろう 

という、かなり根源的とも言える“思い”だったのです。 

 

２》思い出した“価格交渉”当時 

 その“思い”の中で、社長は真っ先に“価格交渉”当時を思い

出しました。問題となっている宅配業者Ｂは、近隣 450 円まで譲

歩してくれましたが、そのライバルの業者Ｃは、 

600 円から一歩も譲ってくれなかった 

のです。 

 当然社長は 450 円を選びました。しかし安値業者Ｂの“余裕の

なさ”には、常々懸念をしていたのです。荷物の誤送はありませ

んでしたが、時々“料金を間違えた請求書”が来たりするからで

す。そして、その都度起きる“訂正ドタバタ劇”に、600 円業者

との“差”をどうしても感じてしまわざるを得ませんでした。 

 

３》始まった“比較計算” 

 連想が連想を呼び、社長はこんな“仮想計算”を始めました。

計算自体は乱暴ですが、その視点は“事業”を見直す糸口を示し

ているようでもありますので、以下再現してみたいと思います。 

 その計算の目的は、450 円業者Ｂと 600 円業者Ｃの比較です。

そして“同じ利益”を得るために、必要な“労力の比較”でした。

そのスタートは、450 円業者の利益が、その料金の５％と単純に

決め込むところから始まります。 
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【３】低価格が事業の質を下げる“悪循環”の典型 
 

１》それは 7.5 倍の利益差に相当？ 

 利益率が 5％なら、総コストは 95％ですから、450 円業者のコ

ストは“450 円×95％＝427 円”となります。600 円業者でも、特

に総コストが違うとは思えませんから、同様に 427 円のコストが

かかっているとします。 

 すると利益の差は、 

450 円業者：450 円－427 円＝ 23 円 

600 円業者：600 円－427 円＝173 円 

と、実に 7.5 倍の差がついてしまうのです。いくら何でも、ちょ

っと差があり過ぎるので、今度は売上比較でとらえてみました。 

 

２》同じ売上達成のための労力は 1.3 倍！ 

 たとえば、450 円業者が１日 100 個の荷物を運んだとすると、

１日当たりの収入（売上）は 4 万 5 千円になります。ところが、

この 4万 5千円の売上を達成するために、600 円業者なら、 

45,000 円÷600 円＝75 個 

の荷物で済むことになります。 

 単純に考えれば、450 円業者のドライバーが１日 10時間働くな

ら、600 円業者では 7 時間半の労働で済むということです。時間

ではなく“ドライバー人数”で考えると、同じ売上を出すために、

450 円業者には 600 円業者の 1.3 倍（100 個÷75 個）の人数が必

要になるのです。 

 もちろん計算はすべて、部分的で強引なものですが、そこに実

際のイメージを重ねてみると、Ａ社の社長は“納得できる”よう

に感じるのだそうです。 

 

３》価格の余裕が生み出す“質”の差 

 600 円業者のドライバーは、対応が丁寧でいつも余裕を感じま

す。また、ミスが生じた時の営業所や支社の対応はきちんとして

います。システムなどのサポートも、かなり充実しています。単

価の余裕がサービスの質に確かに反映されているのです。 

 逆に言えば、安い単価で現場に重労働を強いる450円業者では、

サービスの丁寧さは下がり、ミスが続発し、しかもミス対応の人

手もなくて、その都度“右往左往”してしまうのではないかと、

Ａ社の社長はだんだん思えて来ました。 
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【４】一方的には決められない価格を“マネージ”する？ 
 

１》しかし“価格”は一方的に決められない！ 

 価格競争で“仕事をとる”のは、もちろん非常に重要な経営戦

略の１つですが、それが“現場の無理”につながるなら、 

現場の無理⇒必要以上の多忙⇒仕事の粗雑化⇒サービスの質低下 

という悪循環につながりかねません。 

 安値競争で客を取るだけではなく、その客を通じ、どのように

売上や利益が実現されるかまで考えなければ、営業的な成功が事

業の劣化を招くという深刻な事態を避けることは難しいのです。 

 もちろん、この考え方には１つ問題が残ります。それは、料金

が上がれば客が離れるという“市場の原理”です。 

 

２》“買い手”の立場をとってみると… 

 それについても、Ａ社の社長は、自分が買い手として考えてみ

たのだそうです。そうすると、確かに 

450 円と 600 円では比較にさえならない 

のですが、月平均の荷物（約 40個）で考えて、 

450 円×40 個＝18,000 円と 600 円×40 個＝24,000 円 

を比較すると、その 6千円の差が非常に微妙に見えて来るのです。 

 たとえば 450 円業者は、定着率が低いのでしょうか。担当ドラ

イバーがしばしば変わります。そのため、担当によってサービス

の質の印象が変わるのみならず、ある種の信頼関係のような“関

係形成”ができない気がしてくるのです。忙しい時や大切な荷物

の時には、そんな“信頼感”の差は大きくなるものです。 

一方 600 円業者は、地域責任者がすでに 13 年務めており、ベ

テランが多いため、期待が持てるのです。そんな安心感が月 6 千

円で得られるなら、問題にするほどではないのかも知れません。 

 

３》見直される“価格マネジメント”の重要性 

 しかも、見本を受け取る大切なＡ社の顧客先に、余裕のないド

ライバーと、ゆとりを持ったドライバーが行く場合では、どうな

のでしょうか。見本や企画書の“印象”さえ、変わってしまうか

も知れません。月6千円は、その危険を無視できる差でしょうか。 

 『人材の能力差だとも思えない。資本力の差でもない。価格を

低く設定し過ぎたが故に、悪循環に陥るとしたら…』と、社長は

徐々に“価格マネジメント”の重要性を認識し始めたと言います。 
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【５】教訓～数値で考えた上で小さな努力を蓄積する 
 

１》価格競争を前提にすれば… 

 長く“市場での価格競争”を続けて来た環境下では、確かに価

格競争を無視することはできません。しかも、業界によっては仲

買業者や元請けが価格を決めてしまうケースも、まだ少ないとは

言えないでしょう。 

 たとえ、そうでなくても、マスコミは未だに“安さ＝ベスト”

発想で特集番組などを組む傾向がありますし、安さを売り物にす

る大企業も、決して減ってはいません。 

 そんな中で、Ａ社規模のビジネスが“十分な利益を得る”価格

設定を簡単に実現するはずなどないとも感じてしまうのです。 

 

２》本当に重要なのは価格競争だけだろうか？ 

 しかし、Ａ社の社長はこうも感じたそうです。それは『450 円

業者のドライバーが、現場で悪戦苦闘するほどに、価格交渉の際

に自分が必死になれたら、事態は少し変わるかも知れない』とい

うことです。 

しかも『料金の水準が、結果として仕事の質を上下する』とま

では考えて来なかった事実を考えると、『もっとやれることがあ

ったかも知れない』とも思えるそうなのです。要するに、それは

あまりにも強く価格競争が必要だと思い込み過ぎて来たことへ

の抜本的な反省のようなものでしょうか。 

 

３》Ａ社が残した２つの教訓 

 Ａ社の社長の貴重な“連想”が、そのまま業績改善につながる

かどうかは今後の問題ですが、そこには、２つの大きな教訓があ

るように思います。教訓の第１は、漠然ととらえず、乱暴でもい

いから“比較を数値に置き換えてみる”ことの大切さです。数値

に置き換えてみると、漠然としたイメージが徐々に現実味を帯び

て来ることが、決して少なくないのです。 

 教訓の第２は、考える先からできないとあきらめず、実際に試

してみることの重要性です。Ａ社でも宅配事件を契機に、強気の

価格提示をする勇気が生まれると同時に、その結果『思ったほど

顧客は価格にこだわってはいないことを発見した』そうだからで

す。私たちの周囲にも、簡単でなくても、意識を変えれば変わり

得る部分が、まだ残されているかも知れません。    以上 


