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Proposal of the Managerial Implications for Welcia Kanto Drug Store Chain

要旨
ドラッグストア業界はかつては、店舗規模の拡大、スピード出店、品揃えの拡充、
低価格戦略などの戦略によって、従来型の薬局・薬店や化粧品専門店から需要を奪う
ことで右肩上がりの成長を遂げてきた。しかし、同業他社との競争のみならず、2009
年の改正薬事法施行に伴う医薬品販売の規制緩和により、スーパーやコンビニエンス
ストアといった異業種小売業との競争が激化し、現在ではドラッグストア業界は大変
厳しい局面を迎えている。
本特定課題研究は、チェーンドラッグストア「ウエルシア関東」（旧寺島薬局）を
運営するウエルシア関東株式会社(本社:埼玉県さいたま市)に対して、現状の経営状
況の実証分析を通じて更なるサービス品質向上のための経営改善案の提案を目的と
する。具体的には、５名のチームメンバーが以下の研究課題に取り組む。
１．Ｔポイント使用率向上
２．ヘルシーアップセミナーの広報活動調査
３．ヘルシーアップセミナーの来場動機調査
４．薬剤師とセルフメディケーションの関連性
５．消費者の医薬品購買行動に関する調査・分析
ウエルシア関東のドラッグストア店頭での顧客へのアンケート調査、従業員インタ
ビュー、ヘルシーアップセミナーと呼ばれる健康セミナーにおけるアンケート調査等
の調査を実施する。そして、その回収データを用いて上記５つの研究課題を分析、考
察する。更に、各研究課題の分析結果に基づき、ウエルシア関東に対するサービス改
善提案を提供する。
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Summary
Although drugstore chains are a growing business category in Japan, they now face severe
competition from other retail categories, including supermarkets and convenience stores, due
to the deregulation of the pharmacy industry in 1999. Another threat facing traditional
drugstores is the recent legalization of online medicine sales.
This field study project builds on the foundation of a research project conducted in 2012 and
explores the current situation of Welcia Kanto Co., Ltd., which is a drugstore chain in the
Northern Kanto area in Japan that merged Terashima Co. Ltd. in April 2013. In 2013, a new
research team conducted a study on Welcia Kanto and completed a report that presents
managerial insights and implications with respect to improving the firm’s quality and
profitability. The five members of this research project investigated the following five
research topics:
1.

Analysis of the T-point card loyalty program at Welcia Kanto.

2.
3.

Effectiveness of the promotion activities of the Health-Up Seminar event.
Motivations of customers to participate in the Health-Up Seminar event.

4.

Relationship between the drugstore customers’ self- medication activities and pharmacists.

5.

Customers’behavior related to purchasing medicine and the purchase decision processes.

By applying several methodologies, including interviews with Welcia Kanto managers,
questionnaire surveys of customers, and surveys at the Health-Up Seminar events, we explore
the aforementioned research topics via statistical examination of the survey data we collected.
We then present various managerial suggestions regarding how Welcia Kanto can improve its
service quality.
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