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平成18年８月11日 

各 位 

会 社 名 株式会社日本オプティカル 

代 表 者 代表取締役社長 長村 隆司 

(JASDAQ・コード 2680) 
問合せ先 執行役員管理本部長  永易 幹章 

電話番号 （０５２）３１０－１１１１ 

 

 

新中期経営計画の策定について 

 

当社グループは、平成18年８月11日開催の取締役会において、下記のとおり中期経営計画

を策定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ.2009年中期計画の策定の背景 

当社グループは、コンタクトレンズ小売事業を中核として、眼に関連したあらゆる商品・

サービスを提供する事業を総合してビジョン産業として定義し、新たな発信基地として新し

い事業領域を他にない戦略で開拓し続ける「Vision Supply HeartUp」を目指しております。 

現在の当社グループの事業領域は、コンタクトレンズ及び関連商品の販売・グラス（眼鏡）

の販売を柱として、ワンストップ・ビジョンケアの構想に基づき、お客様に「安全」「安心」

「便利」「快適」「安価」な環境でより良い視力を援助する商品・サービスを提供する店舗

展開をしております。 

当社グループは、2005年に2008年までの中期経営計画を策定・発表しておりましたが、平

成18年4月に施行されました厚生労働省による診療報酬改定は、コンタクトレンズを処方す

る医療機関の経営に大きな影響を与え、連鎖的影響によりコンタクトレンズ業界も大きく変

化しつつあります。 

当社グループは、この環境変化をチャンスと捉え当社グループが独自に開発したEDNS（コ

ンタクトレンズ指示書（処方箋など）データの登録・管理・配信・販売システム）に基づき、

コンタクトレンズを販売するための全国的インフラストラクチャーの構築を主戦略とした

2009年までの新たな中期計画を策定致しました。 

なお、具体的な施策は以下のとおりであります。 
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Ⅱ.当社グループの中期ビジョン 

1.2009年12月期における当社グループのあるべき姿 

Vision Supply マーケットでパイオニアとしての地位確立 

 

 

2.2009年12月期の数値目標 

・ 売上高440億円 

（内訳）コンタクトレンズ及び関連商品売上高395億円（内ネット通販50億円） 

グラス（眼鏡）売上高 45億円 

・ 経常利益42億円 

 

 

 

3.重点戦略 

１. ＥＤＮＳを軸としたコンタクトレンズ販売の全国インフラ構築 

２. コンタクトレンズのプライベートブランドアイテムの充実 

３. グラス販売の多彩な店舗展開による差別化 

４. 顧客信頼度の更なる向上 

５. 内部体制の強化 
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Ⅲ.中期計画達成のための重点戦略 

1.EDNSを軸としたコンタクトレンズ販売の全国インフラ構築 

(1)EDNSによるコンタクトレンズ販売の普及拡大により日本のスタンダード化を目指す 

当社グループの中核であるコンタクトレンズ販売は、EDNS（コンタクトレンズ指示書

（処方箋など）データ登録・管理・配信・販売システム）を開発したことにより、業界

に類似ケースの存在しない独自の戦略・施策により成長してまいりました。 

EDNSとは、眼科医の発行したコンタクトレンズ指示書（処方箋など）に記載された処

方データをホストコンピュータ（名称：EYE-DATA BANK）に登録し、ネットワークで繋

がれた店舗やインターネットウェブサイトで再購入ができる仕組みであります。 

EDNSをコンタクトレンズ販売システムの基本とすることで、お客様のニーズをより高

度に充足するための店舗形態を進化させることが可能となりました。 

 

＜EDNSのシステム構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社グループの店舗形態を大別すると以下の通りであります。 

①眼科医療機関隣接型店舗（コアショップ） 

眼科医療機関に隣接しているため、コンタクトレンズの使用に際して眼科医の診

察を受けるのに便利な店舗であります。眼科医が発行したコンタクトレンズ指示書

（処方箋など）に基づき、コンタクトレンズ処方データを登録することができます。 

②眼科医療機関非隣接型店舗（ウェブショップ） 

EDNSでネットワーク化されているため、眼科医の処方データに基づきコンタクト

アイディーモール クイック購入店
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レンズを短時間で再購入することができます。EDNSによる時間満足と好立地への出

店による利便性を提供する店舗であります。ウェブショップの注力店舗は、コンタ

クトレンズに特化し徹底した利便性を提供する2坪ショップ「ハートアップ５MINI

（ファイブミニ）」であります。 

③インターネット店舗（アイディーモール） 

EDNSの開発は、インターネットを通じて眼科医の処方データに基づきコンタクト

レンズを安全に販売する方式を採用することを可能にしました。携帯電話やパソ

コンから当社のウェブサイト上の店舗（アイディーモール）にアクセスし、いつ

でもどこからでもコンタクトレンズを購入することができます。 

 

EDNSは眼科医の指示に基づきコンタクトレンズを再購入するシステムでありますので、

安全性と利便性を両立した販売方式であり、当社グループは全国への店舗展開を加速化

することによりEDNSによる販売インフラを構築し、コンタクトレンズ購入方式のスタン

ダード化を目指して参ります。 

 

 

(2)コンタクトレンズミニショップ「ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」の加速度的

出店 

EDNSの登録会員を増加し、お客様に高頻度でEDNSを活用して頂くためには、網の目の

ように張り巡らされた店舗のインフラを構築する必要があります。「ハートアップ５

MINI（ファイブミニ）は、EDNSの活性化を図る戦略店舗として開発された業態でありま

すが、当該店舗を広範囲かつ高密度で短期間に出店することで、EDNSの利便性の認知と

有用性を格段に高めることが可能となります。 

短期間での多店舗展開を可能とする最も有効な施策として、ドラッグストアチェーン

との提携によるドラッグストア内への「ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」出店を

展開して参ります。但し、コンタクトレンズ販売は許可制であるため、薬剤師または高

度管理医療機器等営業管理者が常駐し許可要件を満たすドラッグストア店舗が対象と

なります。 

＊以下、従来型の「ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」と区分するため、ドラッグストア内に

出店する店舗の呼称を「薬系ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」と表記します。 

ドラッグストアでコンタクトレンズの販売を可能にすることは、お客様・ドラッグス

トアチェーン・当社グループの三者に大きなメリットを提供するだけでなく、コンタク

トレンズの安全性を担保とした販売方式を普及させる意味において社会的にも意義のあ

る施策であります。 

「薬系ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」は、運営をドラッグストアに委託する

ことにより、販売オペレーションの効率化を図るため、日本オプティカル本社内に「ヘ

ルプデスク」を設置し、運営援助と緊急時の対応を円滑に行える体制を構築しておりま

す。 
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また、当社グループは、ドラッグストアチェーンとの提携だけでなく、都市部におけ

る「駅ナカ」出店、ロードサイド展開をしているファーストフードチェーン等との共同

出店やドライブイン・空港への出店等、生活圏・活動圏を問わず、全国の有効な立地に

「ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」の効果的な出店を展開して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、中期計画における出店展開は以下のとおりであります。 

 

当社グループは、「ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」等のコンタクトレンズ専

門ショップを除き、コンタクトレンズとグラス（眼鏡）の 2 アイテムを販売しており

ますが、グラス（眼鏡）をファッションアイテムと考え、対象顧客や立地環境等によ

って異なるコンセプトを設定しております。 

ドラッグチェーンとの提携出店展開 

薬系5MINI優位性 
①複数同時出店等戦略展開 
②投資・ランニングコストの極小化（短工期・増員不要）

③顧客の相互紹介による集客相乗効果 
④生活圏への出店で利便性の飛躍的向上 
⑤PB商品の共同開発 

都市圏（駅ナカ・SC）へ 

従来型出店展開 

5MINI優位性 

①登録データの参照で素早く販売 

②通勤・お買い物に便利な立地 

③未来的で視認性の高い外観 

「ハートアップ５MINI」の効率的な多店舗展開

有効な立地に短時間・多店舗・ローコストに出店 

出店の加速 
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従いまして、コンタクトレンズ販売形態とグラス（眼鏡）コンセプトの 2 つのファ

クターにより多彩なショップブランドを展開しております。 

当社グループが全国展開を推進するに際しては、立地環境等の調査に基づき多彩な

ショップブランドの中で最も有効な店舗を選定しつつシェアを拡大して参ります。 

中期計画における店舗展開の最優先課題を EDNS の全国インフラ構築としており

ますので、コンタクトレンズ販売に軸をおいた出店を先行させた後、グラス（眼鏡）

の販売網を拡充する方針であります。 
①医療機関隣接型店舗（コアショップ）は EDNS 登録の要となりますので、直営店

での出店に拘らず、M&A による効率的な店舗網拡大にも柔軟に取り組んで参り

ます。 
②今後、最も多く出店する店舗は「ハートアップ５MINI（ファイブミニ）」であ

り、展開策は前述の通りであります。 
③グラスコードは当社グループが開発したグラス（眼鏡）販売における差別化店舗

であります。GMS 等の大型商業施設や主要都市への戦略店舗として出店して参

ります。 
④グラス（眼鏡）販売で多店舗展開を図るブランドは「メガネプロショップ」であ

ります。当面は既存のウェブショップの移転・改装によるブランド変更を実施し

ますが、2008 年以降、大幅に店舗を拡充する予定であります。 
⑤その他ブランドの店舗は、立地・環境を勘案し、効果的に出店展開を図って参り

ます。 
 

 

 

2.コンタクトレンズのプライベートブランドアイテムの充実 

(1)コンタクトレンズの商品開発による高収益化 

当社グループのプライベートブランド商品開発への取り組みは、10 年以上にわたる経

験と実績がありますが、小売業ならではの独自の発想と工夫で、商品（ハードウェア）

にシステム・サービス・機能（ソフトウェア）を付加した他にない商品を開発しており

ます。 

当社グループのプライベートブランド商品群は、コンタクトレンズ・ケア用品・コン

タクトレンズアクセサリー等、多岐にわたっておりますが、主力のコンタクトレンズに

おいては、マーケットのボリュームゾーンであり、成長性の高い使い捨てコンタクトレ

ンズカテゴリーにおける新しい機能を備えた商品を開発中であります。 

また、ドラッグストアチェーンとの提携は、プライベートブランドのコンタクトレン

ズ関連用品の販路を拡大することとなるため、提携先との共同開発によるケア用品（コ

ンタクトレンズ洗浄保存液）や点眼薬の開発にも取り組んで行きたいと考えております。 

中期的な展望として、新素材の開発や遠近両用コンタクトレンズ人口増加、カラーコ

ンタクトレンズの複数所有等、コンタクトレンズマーケット成長要因は多々考えられ、
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今後もマーケットは拡大し続けるものと予測されます。 

当社グループは市場の変化予測に基づく新しいプライベートブランド商品開発・提供

をとおして、お客様に快適なコンタクトレンズライフを提案して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
3．グラス販売の多彩な店舗展開による差別化 

眼鏡マーケットにおいて後発組の当社グループがシェアを獲得するには、眼鏡販売に

おいて単独で集客できるだけの専門性と差別化が必要であります。 

当社グループは、独自の発想によってコンタクトレンズ・グラス（眼鏡）を融合した

新しい店舗モデルを開発し、前述の出店戦略の効果を高める店舗を出店して参ります。 
 
(1)新ショップブランド「グラスコード」の主要都市への展開 

「グラスコード」はビジョンスクエアのコンセプトをより進化させたブランドであ

り、ファッションアイウエアとしてのメガネを提案する国内最大級の面積を誇る新型

コンセプチュアルショップであります。メガネを使用するシーンを思い描きながら商

品を選択できる本格的なＶＭＤ（ビジュアルマーチャンダイジング）を導入すること

によって新しい価値観を提案し、当社グラスビジネスの新機軸の店舗業態として位置

付けております。 
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(2)メガネプロショップでのシニア層の取り込み 
「メガネプロショップ」は、シニア層をターゲットとした商品マーチャンダイジング

を強化し、遠近両用メガネのコンサルテーション機能を充実させるなど、メガネに関す

るより高い専門性を有した店舗であります。コンタクトレンズに関してはウェブショッ

プとしての機能を有しており、EDNSの利用拠点としての役割も担っております。「メガ

ネプロショップ」は、大手メガネチェーン店と同等の技術・サービス・商品に加え、「小

振り遠近フレーム」等の当社グループ独自の提案商品を取り扱うことで、大手メガネチ

ェーン店との同等化を狙う戦略を基本としております。 

この同等化戦略は、EDNSに基づくコンタクトレンズ取り扱いの優位性が付加されるこ

とで、従来型眼鏡店との差別化店舗となります。 

 

 
(3)コンタクトレンズユーザーへのメガネ提案 

商品においてはブランド品から自社開発商品に至るまで、国内外のルートから多彩

なフレームやレンズを調達することにより幅広く品揃えを充実し、商品戦略と価格戦略

の連動により販売施策へと効果的に反映させております。遠近両用メガネの「小振り革

命」は眼鏡市場への後発参入組である当社であるが故に有効な差別化戦略であり、また

パーツを自由に組替えることのできる「Switch＆Switch」をＰＢブランドで投入し、コ

ンタクトレンズ購入者に対するグラス販売を強化しております。 

 

カジュアル ビジネス スポーツ 
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4．顧客信頼度のさらなる向上 
(1) コンタクトレンズのトレーサビリティシステムの稼動と拡充 

当社グループは、高度管理医療機器であるコンタクトレンズを販売する企業として、

法令で定める基準を超えたレベルでの自主基準に基づき、お客様に対する安心の提供

と信頼の獲得を進める方針であります。 
平成 17 年 11 月に稼動を開始したコンタクトレンズトレーサビリティシステムは、

ドラッグストアとの提携をはじめとする大量出店展開の実施に際しては、極めて重要

なリスク回避システムとなります。本システムは、プライベートブランドコンタクト

レンズとナショナルブランドコンタクトレンズを問わず、全てのコンタクトレンズに

対して有効に機能しております。 
販売数量の増大に伴う不具合品発生対応においては、迅速かつ不具合品販売対象者

の特定は、お客様への被害拡大を防止するだけでなく、当社グループにおける回収・

返品・交換対応のコストと時間を大幅に削減し問題の早期解決にも寄与します。 
今後の方針として、当社グループの規模拡大に伴い、本システムのバージョンアッ

プ等、更なる拡充に着手する方針であります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お客様に対する安心の提供 

社会的信頼性の向上 
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5．内部体制の強化 
当社グループは、中期的視点に立った IT 戦略を立案し、段階的に実行しつつありま

す。会社法の施行に伴うコーポレートガバナンスの制度化が進められる中で、IT 化に

対する取り組みが重要視されております。 
当社グループは「正しいプロセスが正しい結果を生み出す」との思想のもとで、IT

システム導入によるコックピットマネジメントを完成し、業務プロセスのレベル標準

化を図ると共に、これらを運営する人材の活性化に取り組んで参ります。 
 
(1)IT を駆使した戦略経営システムと高レベル標準化への取り組み 

当社グループは、2004年にコックピットマネジメントシステムの構築に着手し、

初手として販売部門において複数ブランドかつ多店舗をリアルタイムにマネジメン

トする店舗管理システム(SOMS)を導入し、効果的運用の研究を続けた結果、店長業

務の規格標準化とエリアマネージャー店舗指導ノウハウ集（マネジメントバイブル）

の作成し、運用を開始いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
販売部門におけるコックピットマネジメントの基本システム導入を完了した後、

管理会計システム・バランススコアカード・経営情報システムをベースとした全社

コックピットシステムの開発に着手致します。 
 
 
 
 
 

SOMS(Store Operation Monitoring System)の更なる活用 

・コックピットでのマネジメントにより複数店舗の同時モニタリングを可能とし、画像と音声に

よる〝店舗⇔本社〟のリアルタイムコミュニケーションを実現。 

・訪店によるマネジメントロスタイム（移動など）を極小化。 

・戦略立案に必要な内外のデータを集約し全店舗をリアルタイムに遠隔指導 

店舗業務モニタリング画面エリアマネージャー個室ブース 

マネジメントバイブルの作成および活用による業務のハイレベルでの標準化 

・効率的な店舗管理項目の統一と標準化（店舗マネジメントメニュー） 

・エリアマネージャーの店舗指導等に関する問題点や成功事例の収集と共有化 

                                          （マネジメントバイブル） 

・店長のマネジメント業務に関する規格（店舗マネジメント規格）を導入（2006年5月） 

システム（上記）と運用ノウハウ（下記）の構築による業績効率向上 
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(2)社員満足度向上への取り組み 
当社グループは、社員の企業活性化の最も重要な要素である社員満足の向上策とし

て以下の施策を導入し、今後の成長拡大の原動力を強化する方針であります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 
 

労務管理と福利厚生の充実による社員満足度の向上 

・カフェテリアプランの導入 

・残業時間管理を含む安全衛生管理の徹底 

・年次有給休暇の計画的使用の奨励 

・社員対象のストックオプション付与 

 （勤続3年以上の本社社員・店舗責任者以上を対象） 

・本社内カウンターバーの設置 


