
参考資料 コンビニエンスストア市場を観る
＝公開情報分析＝

Management Partner Staff
2022.09 Edit



◆ プラスで推移

⚫ 年間売上高は 10 兆 7,816 億円（前年

比＋1.1％）となり、前年比プラスで推移。

⚫ 年間平均客単価は 692.1 円（前年比＋

3.2％）となり、前年比プラスで推移。

◆ 商品の品揃えを強化

⚫ 2021 年は、売上高が前年を上回る結果

となった。

⚫ 背景には、コロナ禍で顕著になった購

買行動の変化（1ヶ所でさまざまな商品

の買物を済ませるワンストップショッピン

グや日常使い、巣ごもり需要等）に応え

た商品の品揃えを強化したことにより、

生鮮食品、デザート、冷凍食品、酒類等

が好調に推移したことが考えられる。

⚫ 一方、前年に引き続き、新型コロナの

感染拡大による外出自粛や他業態との

競争等が、来店客数に影響を及ぼした。
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〈資料：日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計」2021年 より〉

■売上高＆客単価の推移

■客数＆店舗数の推移
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（２）ＣＶＳ市場の歴史的変遷

27年： 米サウスランドが創業。

氷の小売店にパン，ミ

ルクを置く

39年： 同社小売店チェーン

網が60店に拡大

46年： 同社が店名を「セブン

-イレブン」として、長

時間営業・年中無休

店を本格展開

60年： 全米ＣＶＳの店舗数が

2,500店に達し、米国

で急成長時代に突入

69年： ＶＣのマイショップ

チェーンが日本初のＣ

ＶＳを豊中市で開く

72年： 中小企業庁がｺﾝﾋﾞﾆｴ

ﾝｽ・ｽﾄｱ･ﾏﾆｭｱﾙ作成

73年： 西友が「ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ」

実験店を狭山で開く

ｲﾄｰﾖｰｶﾄ堂が米ｻｳｽﾗ

ﾝﾄﾞ社と提携し、現ｾﾌﾞ

ﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ設立

74年： 「ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ」１号店

が東京江東区で開く

75年： ﾀﾞｲｴｰが「ﾛｰｿﾝ」１号

店を豊中市で開く

76年： ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ100店達

成

77年： 山崎製ﾊﾟﾝ（「ｻﾝｴﾌﾟ

ﾘ」），関東ｽﾊﾟｰが進出

78年： 西友が「ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ」

事業部を発足

国分が都内で１号店を

開く

79年： ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ東証上場

雪印乳業（「ﾌﾞﾙｰﾏｰ

ﾄ」）が進出

80年： ｼﾞｬｽｺが「ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ」１

号店を開く

ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ1,000店

達成

82年： ｾﾌﾞﾝ‐ｲﾚﾌﾞﾝがPOSｼｽ

ﾃﾑ導入

ﾏｲｼｮｯﾌﾟﾅなど中小

ﾁｪｰﾝの経営低迷がし

だいに表面化

87年： ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄが東証上

場，1,000店達成

ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝが東京電

力料金収納業務取扱

開始

88年： ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄが台湾企

業と提携し、店舗展開

ﾛｰｿﾝPOSｼｽﾃﾑ導入

89年： ﾛｰｿﾝ，ｻﾝﾁｪｰﾝが合

併，ﾀﾞｲｴｰｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ

ｼｽﾃﾑｽﾞ誕生

ａｍ/ｐｍが都内で１号

店を開く

90年： ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ，ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ

が韓国企業に技術ｼｽ

ﾃﾑ供与

91年： ｲﾄｰﾖｰｶ堂ｸﾞﾙｰﾌﾟが

米ｻｳｽﾗﾝﾄﾞ社買収

92年： ﾄｯﾌﾟﾏｰﾄなど中小ﾁｪｰ

ﾝの撤退が表面化

93年： ﾆｺﾏｰﾄ倒産，ﾌﾞﾙｰﾏｰ

ﾄとａｍ/ｐｍが提携

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟが東証上場

ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ5,000店

達成

97年： ﾛｰｿﾝが沖縄県に出店

で、47都道府県出店

達成，ｵﾝﾗｲﾝ取引端

末｢Loppi｣を設置開始

98年： ｻﾝｸｽが東証上場

ｻﾝｸｽとｻｰｸﾙｹｲが資

本・業務提携

伊藤忠商事がﾌｧﾐﾘｰ

ﾏｰﾄの筆頭株主に

01年： ｲﾄｰﾖｰｶ堂と共同出資

でｱｲﾜｲﾊﾞﾝｸ設立。店内

ATM設置開始

03年： ﾛｰｿﾝ郵便ﾎﾟｽﾄ設置

04年： 医薬品規制緩和

ﾛｰｿﾝゆうﾊﾟｯｸ取次ｻｰﾋﾞ

ｽ開始

05年： ﾛｰｿﾝＳＴＯＲＥ100開店

06年： ｱﾙｺｰﾙ販売自由化

07年： ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄTﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾋﾞ

ｽ開始

ﾛｰｿﾝﾌﾟﾗｽ本格展開

08年： ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ電子ﾏﾈｰ

Ｅｄｙｻｰﾋﾞｽ開始，一般

用医薬品の実験販売

ﾀｽﾎﾟ導入で店頭売上増

SHOP99がﾛｰｿﾝの子会

社化

09年： SHOP99がﾛｰｿﾝｽﾄｱ

100を吸収合併

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ、伊藤忠商

事がam/pmを買収

～’60年代 ’70年代 ’90年代 ’10年代’80年代 ’00年代

★69～76年：導入期

ＧＭＳのチェーン化，大型化，商品

の多様化により危機感を抱いた問

屋が、中小小売店をチェーン化して

ＣＶＳ業界の礎を構築。

★77～90年：成長期

セブン－イレブンの成功を機に、大

手スーパーを中心にＣＶＳ事業に参

入。毎年20％以上の大幅な伸びに

より市場を拡大。

★91年～：成熟期

ＣＶＳ店舗の過密化や他業態の攻

勢、長引く消費不況などを背景に成

長にブレーキ。差別化競争で各社

がサービス強化。

【セブン-イレブン一号店】

10年： ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ，伊藤忠商

事がam/pmを買収

11年： CVS各社がﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ

と提携し、調剤薬局併

設店舗が増加

12年： CVSの売上が、初めて

百貨店を抜く

13年： ｺﾝﾋﾞﾆ各社がｺｰﾋｰｻｰ

ﾋﾞｽを開始し、ヒット

14年：ｺﾝﾋﾞﾆｺｰﾋｰに続きｺﾝﾋﾞ

ﾆﾄﾞｰﾅｯﾂを開始しﾋｯﾄ

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝが免税ｻｰ

ﾋﾞｽ本格展開

15年： ｺﾝﾋﾞﾆ各社の鉄道会社

との連携相次ぐ

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄとﾕﾆｰｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ経営統合。「ｻｰｸﾙ

Ｋ」「ｻﾝｸｽ」が「ﾌｧﾐﾘｰ

ﾏｰﾄ」へ

17年： 設置型ｵﾌｨｽ内ｺﾝﾋﾞﾆ

「ﾌﾟﾁﾛｰｿﾝ」開始

18年： 無人決済ｻｰﾋﾞｽの店

舗実験（ﾛｰｿﾝ）

ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ併設店舗

開店（ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ）

再編・
多様化・
ＩＴ化



（１）セブン‐イレブン

【企業概要】
⚫ 理念 ： 私たちはいかなる時代にもお店と共にあまねく地域社会

の利便性を追求し続け毎日の豊かな暮らしを実現する

⚫ 特徴 ： 「近くて便利」というコンセプトを軸に、ライフスタイルや社
会の変化をとらえ、新しい便利さを発信。食卓のニーズに
合わせパウチ惣菜、冷凍食品の拡充や中山間地域では、
移動販売などを行う。

【中期戦略・目標】

◼ 中期経営企画2021‐2025

➢ セブン-イレブン事業を核としたグローバル成長戦略と、テクノロ

ジーの積極活用を通じて流通革新を主導する世界トップクラスのグ

ローバル流通グループを目指す。25年２月期の連結数値目標を

営業利益8,000億円以上、ROE10％と設定。

➢ コンビニエンスストア事業における成長戦略として、次の『便利』の

扉を開くために以下の点に注力

① 既存店の持続的成長

・小商圏化に合わせた売場レイアウト

・グループ調達

② 出店戦略

・ 出店再加速への基盤構築、次世代型店舗の開発・テスト

③ DXの推進

・ セブン‐イレブン

・ネットコンビニの拡大

・ CRM強化（アプリの進化）

・加盟店・本部の生産性向上

【具体的な取り組み】
① 既存店の持続的成長

ⅰ） 商品構成の見直し

→  1都3県における約106万人に及ぶ
7iD会員の買物の変化を分析すると、

買い回り店舗数が減り、客単価が

伸長傾向にある。

→  2021年8月末には、特に、ファミリー

タイプアイス、冷凍食品の惣菜、練物、

加工肉、野菜・果物といったカテゴリー

が前年と比べ大きく伸長しています。
このように変化するお客様の購買行動に

応えていくためには、これまで以上に品揃えを充実させる必要がある。

ⅱ） 変化に対応した売場レイアウトの導入

→ コロナ禍の環境変化と

お客様の行動変容により、

2020年度は行楽立地や
事業所立地の売上が低下

した一方で、住宅立地や

郊外にある店舗は売上を

伸ばした。

→  この変化に対応した品揃えを

さらに拡大するため、住宅立地の店舗に新レイアウトを導入。

→ 新レイアウトの導入店における2021年度上期と2019年度上期の平均
日販差を未導入店のものと比較すると、住宅地・郊外店舗では約1万

9,000円高い等の効果が出ている。

→ また、狭小店舗についても個店に合わせて柔軟にレイアウト変更を
行っており、導入店と未導入店の平均日販差を同様に比較すると、

約1万5,000円高い等の効果が出ている。

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

〈資料：「㈱セブン-イレブン・ジャパン」ホームページ／「セブン＆アイグループ」IR資料より〉
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企業別動向２



【中期戦略・目標】

◼ 中期経営企画2021‐2025

➢ セブン-イレブン事業を核としたグローバル成長戦略と、テクノロ

ジーの積極活用を通じて流通革新を主導する世界トップクラスのグ

ローバル流通グループを目指す。25年２月期の連結数値目標を

営業利益8,000億円以上、ROE10％と設定。

➢ コンビニエンスストア事業における成長戦略として、次の『便利』の

扉を開くために以下の点に注力

① 既存店の持続的成長

・小商圏化に合わせた売場レイアウト

・グループ調達

② 出店戦略

・ 出店再加速への基盤構築、次世代型店舗の開発・テスト

③ DXの推進

・ セブン‐イレブン

・ネットコンビニの拡大

・ CRM強化（アプリの進化）

・加盟店・本部の生産性向上

→  サービス開始当初は注文から最短2時間で配達していたが、伸長して
いる配達・宅配のニーズに応えるため、2020年10月からリアルタイムで

店舗専用サイト上の在庫を連携させて最短で注文から約30分での配

達を実現するなど、利便性が格段に向上した。

→ また、グループで内製化しているラストワンマイルDXプラットフォームを

活用することで、配達のための人や車両、ルートを最適化し、グループ

会社の商品を同時に配達することも視野に入れている。

応えていくためには、これまで以上に品揃えを充実させる必要がある。

〈資料：「㈱セブン-イレブン・ジャパン」ホームページ／「セブン＆アイグループ」IR資料より〉
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② 出店戦略

ⅰ）顔と虹彩認証での無人決済

→ 三田国際ビル20F店では、日本電気株式会社
（NEC）と連携し、顔と虹彩の生体認証による

決済システムの実証実験を進めている。

このシステムを利用することで、お客様は
従業員と対面することなく、レジ端末にも触れず

決済が可能になる。

また顔と虹彩の２つで本人識別を行うことで、

より精度の高い生体認証が可能。

ⅱ） 変化に対応した売場レイアウトの導入

→ 麹町駅前店では、空中ディスプレイに
よる非接触型キャッシュレスセルフレジ

を導入する実証実験を実施している。

→  これは、レジ画面を空中に結像し、
空中に浮かんだ映像をタッチパネルと

同様に操作することを実現したもの。

近未来の新たな買物体験を通じて、

レジカウンターの省スペース化による販売チャンスの創出、完全非接
触操作による安全・安心の提供を目的に検証を行っている。

③ DXの推進～セブン‐イレブンネットコンビニの拡大

ⅰ）顔と虹彩認証での無人決済

→ 「セブン-イレブン ネットコンビニ」とは、国内セブン-イレブン店舗で扱う

食品や日用品など約2,800アイテムを配達の対象とし、専用サイトで注

文を受けるサービス。



（２）ファミリーマート

【企業概要】
⚫ 理念 ： 「あたなと、コンビに、ファミリーマート」（コーポレートメッセージ）

⚫ 特徴 ： 10年に「am/pm」を吸収合併。16年には「サークルＫ・サン
クス」と経営統合し、18年に全店を「ファミマ化」。

2020年11月12日をもって上場廃止となった。

【中期戦略・目標】
◼ 中期経営計画(2021年度レビュー）

➢ 2021年度は加盟店・本部の双方にとっての「“再成長”軌道に乗せ

る1年」との位置付け・「基本の徹底（3つの原点）」「新規ビジネスへ

の挑戦」「業務改革」「ファミマecoビジョン2050達成に向けた取組

み推進」を重点施策と掲げ、加盟店・本部一丸となりチェーン全体

を強化。

◼ 中期経営計画(2022年度～2024年度)

➢ 最大の強みであるCVS事業（店舗基盤・ブランド・顧客基盤）の基

盤を強化。また、CVS事業の基盤を活用した新規ビジネスを拡大し、

両軸で利益を生み出し更なる投資を実行することで「新しい成長の

好循環」を創出し、厳しい環境の中、「再成長を実現する３年間」と

する。

株式会社ファミリーマート

〈資料：「中期経営計画」2021年度 （ファミリーマートホールディングス㈱）より〉
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【具体的な取り組み】
① CVS事業の基盤強化

➢ CVS事業を強化し、より優良な顧客体験価値を提供し、

既存のCVS事業で得た収益を新たなビジネスに投資すると共に、

店舗の更なる高質化を実現

ⅰ） 店舗基盤

→ 出店精度向上による店舗網強化

→ 新たな技術（AI/ロボット/無人決済等）による

省人化・省力化、店舗運営コスト低減

→ 新たな出店フォーマットによる出店可能な
立地・地域の拡大

ⅱ） ブランド

→ 高いQSCレベルの維持

→ 新プライベートブランド「ファミマル」の育成

→ FMらしいSDGsの推進

→ 顧客とのコミュニケーション強化

→ 営業/商品/マーケティングの連携強化に
よる更なる看板商品の開発と定番商品の継続強化

ⅱ） 顧客基盤

→ 店舗に次ぐデジタルの顧客接点である
「ファミペイ」の強化

→ 潜在的ニーズが大きい女性・シニア層にも

着実にアプローチ

→ 顧客データ分析に基づくアプローチ強化
による更なる顧客基盤の拡大



【中期戦略・目標】

◼ 中期経営企画2021‐2025

➢ セブン-イレブン事業を核としたグローバル成長戦略と、テクノロ

ジーの積極活用を通じて流通革新を主導する世界トップクラスのグ

ローバル流通グループを目指す。25年２月期の連結数値目標を

営業利益8,000億円以上、ROE10％と設定。

➢ コンビニエンスストア事業における成長戦略として、次の『便利』の

扉を開くために以下の点に注力

① 既存店の持続的成長

・小商圏化に合わせた売場レイアウト

・グループ調達

② 出店戦略

・ 出店再加速への基盤構築、次世代型店舗の開発・テスト

③ DXの推進

・ セブン‐イレブン

・ネットコンビニの拡大

・ CRM強化（アプリの進化）

・加盟店・本部の生産性向上
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② 基盤を活用した新規ビジネスの拡大

➢ 再成長に向けCVSの基盤を活用した新規ビジネスの収益化を

加速。新規事業で獲得した収益を投資しCVS事業を強化。

ⅰ） 金融

→ 顧客基盤と独自の自社ペイメントを活用
した金融関連事業の強化（決済/ATM/

収納代行ローン/金融関連商品等）

ⅱ） 広告・メディア

→ デジタルサイネージ設置による店舗の

メディア化を加速

（2022年6月末迄に3,000店導入）

→ 自社メディアと顧客データを組み合わせ
たFM独自の広告モデルの開発･提案

ⅱ） デジタルコマース

→ リアルの事業基盤（店舗網/商品/顧客/配送網）を活用した、
店舗を中心としたデジタルコマース事業の創出

③ デジタル化の取組み

➢ 店舗運営に寄与する「地に足の着いたデジタル化」を推進

④ 独自性のあるSDGs推進

➢ 中長期目標「ファミマecoビジョン2050」の達成やダイバーシティ

の推進に向け

〈資料：「中期経営計画」2021年度 （ファミリーマートホールディングス㈱）より〉



（３）ローソン

【企業概要】

⚫ 理念 ： 「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」

「目指すは、マチの“ほっと”ステーション。」（ビジョン）

⚫ 特徴 ： 18年度には、「スリーエフ」「セーブオン」からの看板替えも

完了。国内店舗数は、約15,000店舗へ。銀行事業などの

多角化により、業界トップを目指す。

【中期戦略・目標】
◆ 「ローソングループ Challenge2025」

➢ 設立50周年に当たる2025年に向けて策定した「Challenge 2025」を

実現すべく立ち上げた、ローソングループ大変革実行委員会の取

り組みが３年目をむかえる。

株式会社ローソン

〈資料：「㈱ローソン」2021年度決算説明会資料より〉
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【具体的な取り組み】
◆ 『地域密着×個客・個店主義』

➢ 地域社会の暮らしに新しい便利をお届けし、距離超えしてでも

行きたい“新・マチのほっとステーション”へ

• お客様１人１人への価値を徹底的に追求してのストアブランド力向上

• 商品・サービスでの明確な差別化戦略

• お客様のマインドシェアで優位に立つマーケティング戦略

◆改革コンセプト 「力強い現場、小さい本社」

➢ 組織改革① エリアカンパニー制度導入ブランド

• 北海道カンパニー・近畿カンパニーの新設

• お客様・マチに近いところで、PDCAを高速で廻す

➢ 組織改革②現場を強くするために本社組織をフラット化

◆ ローソングループ大変革実行委員会

➢ 2022年度はプロジェクトをアップデートし、変革を加速



【事業ポートフォリオ戦略】

◆ 「企業価値の向上」「成長投資と株主還元のバランシング」

「グループ会社個社の成長とローソングループ全体の成長」を

通じてChallenge2025の目標を達成

①企業価値の向上

→ コア事業である国内CVS事業への集中投資

② 成長投資と株主還元のバランシング

→ 最適な資本政策

③ グループ会社個社の成長とローソングループ全体の成長

→ 各グループ会社利益の向上に資するグループ再編及び
最適な資本政策の検討
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◆ 2022年度主な環境への取り組み

➢ ESG基軸経営を推進し、SDGsの取り組みにおける“リーディング

カンパニー”へ

ⅰ） Environment

→ 食品ロス、脱ブラスチック、CO₂排出量削減

ⅱ） Social

→ ダイバーシティ、地域社会への貢献、サプライチェーン管理

ⅱ） Governance

→ 経営の透明性・光栄性の確保

① グリーン・ローソン（環境配慮型店舗）

→ 再生可能エネルギーで
すべての消費電力を賄い、

食品の廃棄ゼロなどを目指す

②太陽光発電を活用したCO2削減

→ 太陽光由来の再生可能エネルギーを約3,600店舗へ導入、年間CO2
約19,000トンの削減を目指す

〈資料：「㈱ローソン」2021年度決算説明会資料より〉



■ ローソン、コ全店舗に募金箱を設置してから30年

➢ ローソンは1日、1992年9月に
コンビニでは初めて全店舗に
募金箱を設置し、今年2月末まで
の約30年間に集まった募金総額
が108億9704万106円に達した
ことを明らかにした。

➢ 現在は、「ローソングループ“マチの幸せ”募金」としてレ
ジカウンターに募金箱を設置し3つを目的としている。

➢ 環境・緑化活動に役立てられる「ローソン緑の募金」。ひと
り親家庭へ給付される奨学金となる「夢を応援基金」。
アスリートが夢を持つ大切さを子どもたちに伝える活動に
役立てられる「『夢の教室』募金」
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■ コンビニ、スイーツで専門店品質を志向

➢ 大手コンビニ各社は専門店品質
に照準を合わせてスイーツを強化
している。継続するおうち時間が
背景。2年強に渡るコロナ禍の影響で、
それまで人流に支えられてきた
コンビニも変化対応を余儀なくされ
目的買いされる品揃えが一層求められる。

➢ 目的買いという点では、コロナ禍でネットや宅配サービス
を使い専門店からスイーツを取り寄せる動きが競合となる。

➢ この点に着目し、セブン-イレブン・ジャパンは生活者の
味覚水準が向上していると判断し定番のチルドスイーツ
を大刷新した。

➢ “街のスイーツ屋さん”を目指して、セブン-イレブンの一
番の基本素材とされるホイップクリームほか、カスタードと
スポンジ生地を大幅に改善して「シュー・パティシエール」
「イタリア栗のモンブラン」などの洋菓子・基本商品を順次
発売し、和菓子の定番スイーツにも磨きをかけていく。

➢ ローソンは、20年10月からスイーツの「Uchi Cafe 
Specialite(ウチ カフェ スペシャリテ)」シリーズを展開して
いる。

➢ ファミリーマートは、直近の動きとしてクレープ皮の“もちも
ち食感”を追求。通常の開発期間の倍以上となる8ヵ月か
けて「ファミマ・ザ・クレープ」開発し6月21日に2種類を新
発売して発売3日で累計販売数120万食を突破した。この
スピードはファミマのスイーツ史上最速だという。

■ コンビニで「焼きいも戦争」勃発？

➢ ファミリーマートは「焼きいも」を拡売。19年からのテスト販
売を経て、昨年、約1030店舗で販売したところ女性層か
ら好評を博したことを受け、今年はおいしさに磨きをかけ
て昨年の約2.5倍の店舗数となる約2630店舗で販売。

➢ 今回の発売は、昨年2月にかけて展開したドン・キホーテ
との共同店舗での実験販売による成果。ドンキの人気商
品のひとつである焼きいもを同店で販売したところ、ファミ
マ側も驚くほどの売れ行きを示した。

➢ ローソンでも2日から「焼きいも」がカウンター商材に加
わった。コンビニ大手2社の間で「焼きいも戦争」が繰り広
げられそうだ。〈資料「食品新聞」2022年７月５日 記事より〉

〈資料「食品新聞」2022年９月３日 記事より〉

資料「ニュースリリース」2021年11月19日 記事より〉

３ 近年のトピックス
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■ファミリーマート目指すはコンビニでTV局並みの広告収入

➢ 昨年10月に開始したファミリーマート
の新メディア事業が好スタートを
切った。

➢ 新メディア事業とは、ファミマ店舗内
に大型デジタルサイネージを設置
して来店客が楽しめるコンテンツ
（番組）と効果測定が可視化できる広告サービスを提供
するもので、既に２週間当たりのユニークユーザー数は
1000万人に上り、来店客・加盟店・広告出稿企業の三方
から好評を博しているという。

➢ 6月27日発表したファミリーマートの国立冬樹デジタル事
業部長は「6月に3000店舗へのデジタルサイネージの設
置が完了した。月間8200万人のお客様にアプローチでき、
一週間でユニークユーザーリーチはマスメディアの1つの
指標である1000万人を到達した」と胸を張る。

➢ これを運営するのは、伊藤忠商事と昨年9月に設立した
子会社のゲート・ワンで、小売業者間の購買データを活
用したデジタル広告配信事業と広告代理店業を営む関
連会社のデータ・ワンと連携して事業展開しているこれは、
ファミリーマートの購買データを活用してデジタル広告を
発信できる対象者が2000万人存在することを意味し、
データ・ワンを組み合わせることで効果の高い広告サー
ビスやソリューションを提供している。

➢ ファミリーマートは、既存のコンビニビジネスに付加して広
告メディア事業ほか金融事業とデジタルコマース事業に
注力している。

〈資料「食品新聞」2022年６月30日 記事より〉

■ コンビニ各社で“高単価おむすび”好調

➢ 今夏、セブン‐イレブンが発売した
『明太子おむすび』（324円）が
話題となったが、ローソンでは昨年
「金しゃりおにぎり」をリニューアル。
ファミリーマートも贅沢おむすび
シリーズ「ごちむすび」を13日刷新し、
新たに『はらこめし』（248円）などを新発売する。

➢ かつては定期的な“100円セール”が各社で定番化して
いたが、現在ではコンビニおにぎりの“高級化”に拍車が
かかっており、各社好調を維持している。

➢ 担当者によると、こうしたコンビニおにぎりの高価格化の
背景には、コロナ禍による外出自粛や在宅勤務の普及が
あるという。

■東京・渋谷に無人コンビニ ＫＤＤＩ

➢ ＫＤＤＩは１３日、東京都渋谷区の
商業施設内に無人のコンビニエンス
ストア「ａｕミニッツストア 渋谷店」
を開業した。

➢ スマートフォンアプリで商品を注文
すると、ロボットが商品を取り出し袋詰めまでする。

➢ 「auミニッツストア 渋谷店」は、ローソンの飲料やデザート、
コストコの食料品や日用品などデリバリー向け人気商品
を取り扱っている。注文はmenuアプリから実施し、デリバ
リー (配達員によるお届け) もしくはテイクアウト (お客さま
による店頭受け取り) で受け取りできる。

〈資料：「時事通信」2022年９月13日 記事より〉

〈資料：「ORICONニュース」2022年９月14日 記事より〉l
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