
 

  立

        秋本英雄著

 大項目

  商品力   貴店    商品 商圏内        

  立 地   不具合立地  工夫     

  店 舗   通行車 歩行者 認知      

  知名度   調          

  好感度   自己満足        

                    数  存    

      人間性   思    心      

  接遇力   店員教育 無関心        

      解決力   目先処理 終       

   広告力   広告会社 丸投         

   広報力   話題性 関心      

   販促力   安売           

   社会的貢献力   継続     

   販売管理力   均一値入率        

   物流管理力   月末棚卸       

   販売   力   卸得意先  情報提供 熱心   

 中項目

  商品力     商品 商圏内        

   機 能   不要 機能付加 原価高  

   原材料   誤魔化        

   生産技術   独自技術 何   

   製品       顧客目線 判断

   包装        顧客目線 判断

   購買者          顧客目線 判断

   使 勝手 良否   顧客目線 判断

   推奨者 有無 多少   把握     

       知名度                関心      

    企業知名度 企業           関心     

    価格 限界利益率     存    

    値引 率   平均値引率  存    

              長短 検討

    保守管理力       防止

    競争率 高低 競合商品 競合店 多少    調査 

  立地 不具合立地  工夫     

   近接  主要駅   距離   遠 場合 対策

店舗集客          



 

   駐車場 有無 速近   不利 場合 対策

   主要道路 性格 商店街 生活道路 産業道路    把握     

   店前歩行者数  対象数    把握     

   店前車両通行量   把握     

   近隣 有名 建物 公園   有無   把握     

   競合店 遠近   把握     

   見通  良否 角地 直線     脇道    把握     

  店 舗 通行車 歩行者 認知      

   間口 広    

   奥行

   天井 高 

   売場面積

   一階 地階 

   独立      

   事務所 適性規模

   在庫置場

       位置

   店舗 開放性 閉鎖牲

    多階層店舗 

    小判鮫性    

        視認性   主要顧客目線 判断

    照明 位置 照度   顧客目線 判断

                                                                                 

 以下 項目   段階評価  自己診断   始      

  知名度 調          

   全体知名度

   対象者知名度

   知名度維持対策

   知名度向上対策

   調査 有無

   年度別変化

  好感度 調          

   調査 有無

   信頼率

不利 場合 対策 



 

   好 嫌 比率

   年度別変化

                 数  存    

   主要商品 年間 買 上 客数

   再来店客数

   反復来店率

      集計分析    

      人間性 思    心      

   仕事時間比率

   睡眠時間

   仕事外 交際時間比

   社会奉仕時間比率

   趣味時間比率

   勉強時間比率

  接過力 店員教育 無関心        

   言葉遣 

   態度

       

     開  傾聴力 

   気付 

     習慣

    約束実行力

      解決力 目先処理 終       

   年間    数

       管理票

       解決規定 報告    解決目標 

   解決率

   再購買比率

             

   広告力 広告会社 丸投         

    広告目的 明確化

    広告効果測定

    広告上 問題点把握

    媒体選定基準



 

    広告表現内容 関  判断力

    媒体購買力

    社外     育成

        調査

   広報力 話題性 関心      

    報道機関   

    公的機関   

    民間機関   

             作成力

         創造力

    広報管理規定

   販促力 安売           

    販促目標 明確化

    販促効果 測定

    販促内容 分析力

    販促内容 改善力

    社外     育成

   社会的貢献力 継続     

    寄付回数

    寄付金冶額

    寄付 協賛基準

    便宜供与回数

    現物供与回数

    社員福祉 充足

    広義 公害発生有無

   販売管理力 均一値入率        

    顧客    記舟 保存 分析

    配達管理

    人金管理

    個人別売上内容把握

    販売報奨金制度

    管理単位別 売上日標 年 月 過 日 時間 



 

   物流管理力 月末棚卸       

    仕入力 品質 小口購入     

    場所別在庫管理 月別標準在庫量 

    小口配送力

    緊急供給能力

      管理

    返品管理

   販売   力 卸得意先  情報提供 熱心   

       数 活性率 

       別売上 商品別 金額 数量 

       販促力

       営業力

    不満情報 収集

          力

以上
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