
強固な人材基盤やグローバルなパートナー企業ネットワークを活かして、“製造物流IT小売業”としてすべての
機能をニトリグループ内で構築してきました。これからの「お、ねだん以上。」の価値を創造していくために、
お客様を起点としたビジネスモデルの進化に挑戦していきます。

ニトリグループの強み

「お、ねだん以上。」の価値を提供する
ニトリグループ独自のビジネスモデル：“製造物流IT小売業”

商品企画から製造・物流・販売までを
一貫して、自社でプロデュース。
「お、ねだん以上。」な
商品づくりの仕組みです。

「使う・買う」立場に立って、商品を調査・
分析し、商品部門のスタッフが各地に足
を運んでトレンドを確認するなど、徹底
的な市場調査も実施。お客様にとって快
適な生活を追求し、オリジナル商品を開
発しています。

年間取扱アイテム1万点

お客様満足を生み出す商品企画

買い物の楽しさを実感していただけるよ
う、魅力的な売場づくりや接客レベルの
向上に取り組んでいます。また、郊外だ
けではなく都心や駅周辺にも店舗を展
開し、より多くのお客様に豊かな暮らし
を提供していきます。

2021年2月期店舗数722店舗

「お、ねだん以上。」の
3つのこだわり

来店しやすく、買い物しやすい
店舗づくり 輸入に関する申請、許可、承認、契約など

の貿易業務をすべて自社で実施すること
で、大幅なコスト削減を実現するととも
に、商品をよりスムーズに国内の物流セ
ンターへ供給する体制を整備しています。

年間取扱コンテナ数17.7万TEU

③コーディネーション
②品質
①安さ

独自の通関システムを構築

協力工場で調達する商品であっても、す
べての製造プロセスをニトリグループが
指導・管理。また、自社工場を設け、製造
機能を強化しています。こうした生産体
制がニトリグループならではの品質・機
能を持つ商品づくりを支えています。

再生資源利用のカーペット生産年間約1億本

自社工場・協力工場での
強固な生産体制

お客様が好みに合わせてトータルコー
ディネートを気軽に楽しむことができる
ように、色・柄・スタイルを統一した商品
をゼロから開発。自然とコーディネート
ができる、新たなライフスタイルを提案
しています。

コーディネート展開された商品の比率60%

暮らしを豊かにするコーディネート提案
低価格・適正な品質を実現するために、
原材料まで遡るバーティカルマーチャン
ダイジングを推進しています。実際に現
地に足を運んであらゆる産地情報を集め、
供給元と直接交渉・契約を行っています。

お取引先海外メーカー数 約770社

世界各地に拡がるソーシング活動

アプリやネット注文で店舗受け取りができる
サービスなどお客様のニーズに合う買い方を
ご提案。アプリに便利機能を追加するなど、デ
ジタルマーケティングを推進し、便利で快適
なサービスの創出に挑戦しています。

2021年2月期アプリ会員数約908万人

より便利な買い方の提案
商品の輸入からお客様への配達まで、独自の
物流網を構築。ロボットストレージシステム
やデバンニングアシストマシーンなど、最先
端技術をいち早く取り入れ、作業の効率化と
コスト削減を実現しています。

年間配送件数310万件

全国のお客様へお届けを可能とする物流網

社内エンジニア
約160人

グループを支える
基幹システムの開発・運用

開発技術評価会
年間 約1,000回

安心してご使用いただくため、あ
らゆる角度から安全性や品質を
評価。厳しい基準に合格した商
品だけが商品化されます。

すべての商品に対する
品質責任

「お、ねだん以上。」

貿易

商品企画

商品開発 原材料調達

製造

品質管理システム
開発

販売（通販）

販売（店舗）

物流

ニトリグループの強みであるビジ
ネスモデルを支えているのがIT
部門です。基幹システムの開発・
運用・保守だけではなく、多岐に
わたる業務の効率化、接客レベル
を向上させる店舗ツールの開発
などを行っています。
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アプリやネット注文で店舗受け取りができる
サービスなどお客様のニーズに合う買い方を
ご提案。アプリに便利機能を追加するなど、デ
ジタルマーケティングを推進し、便利で快適
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年間 約1,000回

安心してご使用いただくため、あ
らゆる角度から安全性や品質を
評価。厳しい基準に合格した商
品だけが商品化されます。

すべての商品に対する
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商品開発 原材料調達

製造

品質管理システム
開発

販売（通販）

販売（店舗）

物流

ニトリグループの強みであるビジ
ネスモデルを支えているのがIT
部門です。基幹システムの開発・
運用・保守だけではなく、多岐に
わたる業務の効率化、接客レベル
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などを行っています。

価値創造のビジネスモデル
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Case1

ニトリグループはお客様の「不平・不満・不便」の解決と多様なニーズに応え
ることを最優先に、日々商品開発に取り組んでいます。その一環として、キッズ・
ベビー用品や生活家電用品、また、リモートワーク時に活用されることを意識した
商品も早期に拡張しています。市場調査から販売まで、すべてを自前で行うこと
ができるからこそ、お客様の日常の暮らしを便利で豊かにする商品を手に入れや
すい価格で積極的に開発できるのです。

2021年2月期、わたしたちは、ニトリのロマンへの
想いを込めた「フィロソフィー」を新たに掲げました。
コーディネートを楽しむことで、便利になった暮らし
は、より一層豊かなものになります。そのことをお客
様へお伝えしていくこと、実感していただくことこそ、
ニトリの使命だと思っています。わたしたちはこれから
も、店舗・ニトリネット・アプリなどを通じて、さまざ
まな方法でコーディネート提案を推進し続け、お客様
の「住まいの豊かさ」の実現を目指していきます。

商品部　ゼネラルマネジャー

吉間淳一

ニトリグループは、より豊かで快適な暮らしを提
案していくため、適正な品質の商品を低価格で提供
する「お、ねだん以上。」の商品開発に注力していま
す。欧米、アジアの展示会や実際の店舗でデザイン
やスタイルのトレンドを調査し、商品の素材や色柄、
売場の動向を徹底的に研究します。国内では競合他
社の動向や自社店舗でのお客様の購買行動、ご家庭
への訪問、社内外へのアンケートなど、あらゆる角度
から徹底的なリサーチを実施しています。それらの調
査を基にバイヤーが商品構成を起案し、マーチャン
ダイザーが商品として具現化します。経営層と商品
部社員参加型の商品開発会議を行い、開発商品を決

めることでスピーディーな商品開発に繋げています。
市場調査から商品開発、製造、販売まで、全ての機
能をもつ強みを活かして、今後もお客様の暮らしの
ニーズに応える商品づくりに努力していきます。

徹底した市場調査による商品開発でお客様の「不平・不満・不便」を解決する

新規商品の開拓と商品ラインアップの拡充

更なる強化に向けて 更なる強化に向けて
原材料の自社購入、原材料工場の集約や共通化の促進を行い、
商品開発時のコスト削減を徹底することで荒利益率の向上に
繋げていく。
環境配慮型機能性商品（グリーンプロダクツ）の開発・販売
を通じ、お客様の利便性向上のみならず環境負荷軽減に貢献
する商品を開発していく。

家にいながらニトリのコーディネート提案を体験できる
「バーチャルショールーム」を2021年3月に開始。今後もコ
ンテンツを拡充。
ニトリカラーコーディネートスクール（NCCS）や教育動画
を通じ、商品提案・接客にコーディネートの知識を活用でき
る人材を育成。

原材料調達の仕組み改善でコスト
低減。「お、ねだん以上。」を実現

環境・社会との共存を目指した
商品開発の促進

ウェブや最先端技術を活用した
コーディネート提案や
コンテンツの拡充

社内コーディネート教育の促進

ニトリグループの強み

商品開発・コーディネート

お客様の暮らしを
豊かにする商品開発に注力

進化し続ける
ニトリのコーディネート

Case2 「コーディネートをみんなのものに。」

トータルコーディネートの取り組みとして、特に注力しているのが「Day+Value」と「＆Style」という２つの
価格帯ブランドです。「Day+Value」では、ベーシックなデザインとカラーの商品をご提案。幅広いお客様に向け
気軽にコーディネートにチャレンジできる価格帯ブランドです。中価格帯ブランドの「＆Style」では、色・柄を
揃えるカラーコーディネートに、形・素材・風合い・仕上げの要素を加えたスタイルコーディネートへと進化させ
ています。さらに、家具から、カーテンなどのソフトグッズから実用品のハードグッズにいたるまで、「コーディ
ネートのニトリ」を実現しています。2021年2月期のコーディネート商品を魅せる売場の構成比は60％です。
2022年2月期には80％を目指しています。ニトリグループは引き続きコーディネート提案を推進していきます。

Case3 トータルコーディネートを２つの価格帯のブランドで展開
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ニトリグループは商品の約90%を海外から輸入しています。そのうち、約20％は海外自
社工場が生産しています。1994年のインドネシア工場を皮切りに自社海外生産拠点も拡
大してきました。商品製造では、バーティカルマーチャンダイジングにより、製品の企画、
原材料の調達、生産、品質管理など全ての工程を自社でコントロールしています。生産拠
点の複数化によるリスク分散も進めています。今後も世界中のお客様により良い商品をお
届けするため、ニトリグループのモノづくりは国境を越え、地域を超え、広がり続けます。

安定供給を支える海外生産体制

Case Case

ニトリグループでは、低価格と高品質を両立した
「お、ねだん以上。」な商品を提供するため、原材料
調達から最終製品の仕上げまで一貫して計画的に行
うバーティカルマーチャンダイジングを推進してい
ます。海外自社製造拠点が商品の安定供給を支えて
います。ハノイ工場では主に家具を生産し、バリア・
ブンタウ工場では家具だけではなく、Nクールや寝具
も生産しています。バリア・ブンタウには、2021年7
月よりカーテン工場が段階的に稼働開始します。ま
ずは日産800セットのカーテンの生産を予定し、将来
はカーテンのみならずソファなどに用いるファブリッ
ク工場としてニトリグループ海外生産体制を支えて

これからの海外出店加速に伴い、グローバル共通
商品も増加しています。現在、品質業務改革室では、
販売国毎に異なる品質基準や試験、数値や帳票など
の共通化運用を順次進めています。また、品質基準
や検査では発見できない潜在的な不具合・故障・誤
使用リスクを現物の解析から予測、摘出する事で製
品の安全・信頼性の評価と採用可否判断を行う開発
技術評価会を実施しております。品質活動現地化の
一環として、この開発技術評価会を生産国で開催す
る取組みを積極的に進めています。その大きなメリ
ットは主に3つで、①お取引先が評価会に直接参加
し、問題点を現物で共有できる為、適切な改善と開

いきます。またタイのサイアムニトリは、ペットボト
ルを再利用したカーペット・ラグを製造しています。
引き続き、グローバルな生産体制に適した生産拠点
を積極的に開拓し、自社生産化を進めていきます。

発がスピーディーに
行えること②お取引
先が指摘改善事項を
標準仕様とし、次の
開発に反映でき、製
品安全とスピードア
ップにもつながる③
日本で実施する場合
の輸送にかかる日
数、コストの削減です。海外現地での評価会は、当
社海外スタッフへの教育指導を含め、2021年2月期
の実施件数は前年比127.2％となりました。

バリア・ブンタウへのカーテン生産工場の建設 グローバルな品質管理体制の構築と製品評価の海外現地化

ニトリグループの強み ニトリグループの強み

製造 品質

更なる強化に向けて 更なる強化に向けて

工場の改修・増設とラグ・タイルカーペットラインを刷新。

ホーム・デコは、オーダーメイド対応のシェードの生産を2021年5月、
同ロールスクリーン・ブラインドを2022年以降に生産開始予定。

人体に有害な物質を含む製品の市場流出防止を目的に、第三者検
査機関と連携し、使用制限物質基準（ネガティブリスト）を見直
し、対象物質の使用禁止・含有規制を徹底。新素材・新機能を伴
う商品は評価を経ずには商品化されない仕組みへと「企画・設計
評価会」を新設。

珪藻土問題からの改革

有害物質を含む製品の市場流
出防止に向けた新体制構築

わたしたちは「製造者責任と販売者責任は、分断できない、分断させない、人
任せにしない」を製品安全の理念として掲げ、お取引先との一体協業により、安
定した品質の商品を世界中に供給できる体制づくりを目指しています。2019年2
月期からは、日本の品質業務改革室がグループを横断する活動の中心として、関
連する規程などの決定や監査、教育を担い、グローバル品質保証体制の構築を開
始。引き続きお取引先と共に徹底した品質向上に取り組んで参ります。

独自の品質基準を設け、品質の改善・改革に取り組む

取締役　グローバル商品本部本部長兼
グローバル販売事業推進室室長
海外販売事業管掌

武田政則
品質業務改革室室長

遠藤誠一

バーティカルマーチャンダイジングを
世界規模で展開

世界を見据えた
製品安全・品質管理

サイアムニトリの生産高の向上

ホーム・デコ
カーテン以外のウィンドウ
カバーリング商品の生産開始
➡  関連トピック：P36
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ホームロジスティクスはニトリグループの“製造物流IT小売業”という独自のビ
ジネスモデルにおいて欠かせない物流という重要な一翼を担います。しかし、ド
ライバー不足、人件費の高騰、輸送コストの上昇や巣ごもり需要による通販発送
作業の増大など、様々な課題を抱えています。それら課題の解決と一層のローコ
ストオペレーションの実現、標準化への取り組みが私たちの重要な役割です。
サプライチェーン全体で蓄積してきた情報資産を活用しネットワークや組み合
わせ等、全体最適で改革を進め、これからも成長し続けます。

株式会社ホームロジスティクス
代表取締役社長

柳川弘之

ニトリグループは、約90%の商品を海外から輸入
しています。世界15ヵ国、73の港から日本に輸入し、
コンテナ総量は20フィート換算で年間17.7万本分に
も及びます（2021年2月期）。年々取り扱う物量は増
え続け、単体企業としては日本最大の規模を誇りま
す。また、独自の物流網を構築し、輸入に関する業
務の内製化も進めることで、大幅にコストを削減し
ています。海外には、アジア地域で太倉とホーチミ
ンの2ヵ所に大型の物流センターがあり、「必要なと
きに」「必要な所へ」「必要な数だけ」供給することで、

1980年、札幌の物流センターに国内流通業では初
めて自動倉庫を導入しました。以降、ニトリグルー
プはお客様へのサービス拡大や利便性の向上を目的
として積極的に最新技術や設備を導入してきまし
た。しかしながら、ニトリグループのグローバルな
持続的成長には、恒常的人手不足への対処が求めら
れています。その中でも、物流ネットワーク全体の
効率改善や労働環境の改善、作業の標準化を一層進
めていくことが必要です。2016年、通販の発送作業
を担う東日本通販発送センターに高密度保管・高速
入出庫が可能な自動倉庫型ピッキングシステム
「AutoStore（オートストア）」を導入しました。し
かし、商品のピッキング後は作業者が手作業でひと
つひとつ梱包をしていたため、全体の作業効率が大
きく改善することはありませんでした。また、梱包
工程での改善が必要とされる一方で、新たな外的要
因として発送費の高騰も課題となりました。そこで、
新たに2021年2月、ドイツ製の自動梱包機「VARIO
558」を導入しました。商品を専用の段ボール箱に
入れて、自動梱包機に投入することで、商品の高さ

在庫の最適化を図っています。2018年10月に稼働
を開始した太倉の物流センターはグループ最大規模
の物流拠点で、海外貿易物流も含め、グローバル物
流拠点として重要な役割を果たしています。国内で
は全国に12の保管型物流センター、11の発送セン
ター、78の家具配送センターを配置しており、全国
どこにでも商品をお届けできるネットワークを構築
しています。私たちは、ニトリグループのスケール
メリットを活かした一貫物流を実現し、高品質なロ
ジスティクスを担います。

を測り、高さに合った箱を折りたたみ、封緘するま
でを自動的に行います。東日本通販発送センターか
らの発送件数は年間約302万件(2021年2月期)です
が、枕やタオル、カトラリーなどの小物類は梱包機
を利用することで梱包作業の生産性が10%向上する
見込みとなり、また適正な梱包サイズになるため発
送コストも削減できます。このような新たな設備投
資により、作業者の負担を軽減させ、人に優しく働
きやすい労働環境づくりにも注力していきます。

“製造物流IT小売業”を支える物流プラットフォーム

Case 1

Case 2

生産地とお客様をスムーズにつなぐワンストップ輸送システム

物流業務のDX化

ニトリグループの強み

物流

更なる強化に向けて
2025年までに、全国を北海道、東北、北関東、南関東、中
部、近畿、中国四国、九州の8つのゾーンにわけ、総額約
2,000億円を投じ、2～5万坪規模の自社物流センターを8ヵ所
新設予定。その第一歩として北海道石狩市に、2021年5月新
物流拠点を着工予定。

国内物流拠点網を再構築し、
効率化によるコスト削減や
環境負荷の軽減を実現

コスト削減と作業効率化を
実現する物流網

店舗・
ニトリネット

発送センター
全国11拠点

配送センター
全国78拠点

「申請～契約」までの一連の工程を自社で実施することでコスト削減とスムーズな供給を実現

国内物流
センター
商品の受け入れ保
管を行い、受注情
報に基づき商品を
供給。
全国12拠点。

お
客
様

組立・設置が必要な
大型家具を専門スキ
ルを持ったセールス
マンがお届け。

海外物流
センター
太倉、ホーチ
ミンの2拠点

通
関

コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド

海
外
工
場

海外物流 国内物流
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ニトリグループは、これまで「ニトリ」を始め「ニトリEXPRESS」、「デコホーム」
を出店し、地域の皆様へ住生活の様々な提案をして参りました。さらに近年は婦人
服の「N+」、飲食の「ニトリダイニング　みんなのグリル」を展開。住だけではなく、
衣・食へも貢献していきたいと考えております。「ニトリ」に関しましては、この15年
間で広域商圏への出店から商圏人口10万人以下の小商圏への出店もできるようにな
ってきました。都市部だけではなく、これまで未出店であった地方都市へも出店し、
ドミナント化を進めていくことであらゆる地域の人々の「住まいの豊かさ」を実現し、
誰もが暮らしに必要な商品を必要なときに購入できる環境を提供していきます。

店舗は地域のお客様とニトリグループを繋ぐ重要な接点です。新型コロナウイルス感染症
拡大に伴い、2021年2月期は休業店舗、営業時間短縮店舗が発生、またお客様の買い物の
仕方にも変化がみられました。お客様と従業員の安心・安全を第一に考えながら、わたした
ちはご来店いただいたお客様に買い物の楽しさを実感していただけるよう、見やすく、買い物
しやすい売場づくりの促進に取り組みました。わたしたちは引き続き魅力ある売場とお客様へ
の提案力を強化し、お客様に「また、来たい」と思っていただけるような店づくりを目指します。

店舗開発部
ゼネラルマネジャー

中村学

店舗運営部
ゼネラルマネジャー

窪田光与之

より多くの人々の暮らしを快適で便利に 新しい生活様式の中でも、楽しくて便利な買い物を

Case

Case コロナ禍の長期化に伴い、おうち時間が増えたこ
とで家の中を整えることやコーディネートに興味を覚
えるお客様が増えている中、魅力のある売場を通じ、
お客様へ新たな発見や豊かな暮らしをご提案し続け
ていくことが重要です。ニトリグループの商品は、デ
ザインや色合いが統一され、お客様が簡単にコーデ
ィネートできるように企画されているのが特長です。
家具やファブリック、生活用品などのさまざまな品種
の商品を組み合わせ、配置、演出した売場では、お
客様へトータルコーディネートをご提案。また、ス
モールコーディネートを取り入れた売場もつくってい
ます。例えば、タオル売場に洗面台で一緒に使える

今後の日本は高齢化が進み、人口の減少が進んで
いく見込みです。そういった中で郊外型の出店はも
ちろんですが、これまで出店が難しかった商圏人口
の少ない地域や都市部への出店を積極的に進めてい
きます。2020年12月には北海道中標津に「ニトリ」
店舗をオープン。さまざまな立地条件、人口の少な
い商圏にも対応できる店づくりと店舗運営のノウハ
ウが蓄積され、可能になりました。また、「ニトリ」
を含め小型フォーマットの「デコホーム」や「ニト
リEXPRESS」を公共交通機関からのアクセスが良
い百貨店や駅近くのショッピングセンターなどの車
が必要とされない都市部に出店することで、その地
域の人々の利便性を向上させていきます。これから
も全国のあらゆる地域でお客様の暮らしを快適で便
利に、そして豊かなものにしていくため、店舗網を
拡大していきます。

ディスペンサーやコップなどを一緒に展開し、コーデ
ィネートをご提案しています。ニトリグループはこれ
からもより多くのお客様が楽しんで買い物をしていた
だける空間と魅力的な売場を提供していきます。

魅力ある売場づくりで、「また、来たい」店舗を目指す

小商圏・都市部への積極出店

更なる強化に向けて

2020年度国内出店状況

2021年2月期には、ニトリでエアコンの販売を開始。さら
にはデザインの統一されたシンプル家電を1つの売場に集
約した売場を作成し、買いやすさを実現。今後はファミリー
層向けの家電の展開や、需要が高まりつつあるキッズ・ベ
ビー売場の拡大を予定。

ニトリグループの強み ニトリグループの強み

出店 店舗

国内外の店舗網を拡大し、
より多くの人々に
住まいの豊かさを提供

魅力的な売場づくりと
お客様への提案力を強化

お客様の豊かな暮らしのため、
新品種開拓と売場を
進化させていく

2021年2月期末 店舗数

（国内651店舗）

海外71店舗

722店舗

450店

35店
台湾

61店17店106店

34店
中国

17店

2店
米国

2032年
3,000
店舗へ

海外出店
加速
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2021年2月期のニトリグループの通販事業は売上高が前年比159.2%と大きく伸
長、ニトリアプリの会員数も900万人を超えました。通販需要が日々増大し、さらに
はお客様のオフライン（実店舗）とオンライン（通販サイトやアプリ）における消費
行動のシームレス化が進む中、全国に店舗・物流網を有するニトリグループの強みを
最大限に活かし、商品のご注文から受取りまでさまざまな選択肢をご提供していま
す。わたしたちは今後もより便利で快適な「買い物」をお客様に提案していきます｡

営業企画室　室長

永井弘　

N+

ニトリダイニング　みんなのグリル

法人＆リフォーム事業

ニトリファシリティ

モール事業

ニトリパブリック

消費動向の変化に対応

更なる強化に向けて 中長期的な成長を支える第2、第3の柱へ
実際の店舗のコーディネートルームを3D撮影することにより、
360度見渡しながらいつでもどこでも店舗にいるかのようなお
買い物体験をネット上で気軽に楽しめる新たなショールーム。
もちろんニトリネットと連動しているため、そのまま購入が
可能。DXの促進で新たな購入体験を提供していく。

ニトリグループはお客様に暮らしの豊かさを感じていただくために、さまざまな事業を展開しています。
今までの事業に加え、アパレルブランドの「N+」、外食事業の「ニトリダイニングみんなのグリル」を
展開したことで「衣・食・住」全ての事業でお客様へのご提案を可能としました。ロマンの実現とビジョ
ン達成に向け、グループで培ってきた強みを新事業領域にも拡大していきます。

DXの促進で
新たな購入体験を提供

2021年3月ニトリネットに
バーチャルショールームを開設

N+は、2019年に展開を開始した、ニトリグループ発の大人の女性
向けアパレルブランドです。「トータルコーディネートの大人服。」をコ
ンセプトに、お手頃な価格で、着心地が良く、簡単にコーディネート
を楽しんでいただけるファッションをご提案しています。今後は店舗
数を増やし、PB(プライベートブランド)商品を一層拡大し、お客様に
よりお手頃な価格で魅力的な商品をお届けしていきます。

『「お、ねだん以上。」のサービスを提供し、味も価格も満足してい
ただくこと』をコンセプトに2021年3月にニトリパブリックが展開を
始めた、ニトリグループ発の外食事業。食材の仕入れを厳選し、オ
ペレーションの効率化で高品質で低価格なメニュー開発を実現させ
ています。今後も出店加速、新規メニュー開発を行い、ニトリグルー
プと共にロマンとビジョンを実現させていきます。

ご家庭向けの家具・ホームファッション事業で培っ
た商品開発やコーディネート提案力を活かし、ご家
庭のトータルリフォーム、法人のお客様の空間演出を
ご提案。ショールームでは、XRをはじめ数々の最新
技術を導入し、DX時代のショールーム創出に取り組
んでいます。

ニトリグループの廃棄物・清掃・警備等の管理業
務や保険代理店として保険業務を担っています。施
設の維持・管理のみならず、グループ全体の最適化
ということを考えながら、経費削減・効率化に取り
組むと共に、従業員の福利厚生を充実させることを
目指しています。

コンセプトである「豊かな品揃えとお求めやすい価
格」を実感いただくために、お客様から支持を集めて
いるアパレル、生活用品、飲食など、広域な集客力を
持つ各カテゴリーの大型専門店を中心にテナントを構
成。「ニトリモール」の開発で地域のお客様の豊かな
暮らしに貢献していきます。

ニトリグループ各社の広告・販促に加え、外部のお
客様に対しても幅広い領域で活動する総合広告代理
店です。企業のブランディング戦略から広告・販促施
策の実施、イベント企画・運営等も行います。また、
旅行業や旅館「銀鱗荘（小樽）」の運営、外食事業な
ども展開。グループ価値向上の一翼を担っています。

Case

2014年3月にサービスを開始したニトリアプリは、
お客様にオフライン・オンラインの境目無く、便利
でシームレスなお買い物体験を提供可能にする重要
なハブ機能を果たしています。2018年には、店頭に
並ぶ商品のバーコードを読み取ると買い物リストが
作成され、店内で商品を持ち歩くことなく注文から
配送まで一連の手続きができる、あるいはご自宅で
検討後にまとめて簡単に購入できる「手ぶらdeショ
ッピング」機能をプラス。2019年には、写真から商
品を検索できる「カメラdeサーチ」を導入。2021年
には、スタイルや部屋タイプに応じたさまざまなイ
ンテリアコーディネートイメージを楽しみながらそ

のままお買い物までスムーズにつながるようなコン
テンツを追加予定。進化するテクノロジーを活用し、
ニトリグループは引き続きお客様への豊かな暮らし
の提案につながるO2O戦略の推進を進めていきます。

進化を続けるニトリアプリ

900万人達成　  来期目標 1,300万人
単位：万人

2020年2月 2021年2月 2022年2月

522

2019年2月

908

350

1,300

幅広い事業領域

ニトリグループの強み

通販・O2O

店舗とECをシームレスに繋げ、
お客様のニーズに合う
買い物をご提供
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