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コンビニ業界の現状と課題
—コンビニ国内5万店時代をどう乗り切るか—

Point
❶  コンビニは、消費不振・デフレ・少子高齢化という厳しい状況においても成長を遂げてきた注目す

べき産業である。しかし、足元、消費者の根強い節約ムードやコンビニ間の競争激化、たばこ値上
げによる増収の反動等により、業界全体の販売額は伸び悩んでおり、消費者ニーズにうまく対応で
きているコンビニと、対応が後手に回っているコンビニの企業間格差が広がっている。

❷  コンビニの国内店舗数は、かつて飽和点とされてきた 4 万店を超え、5 万店に近づきつつある。コ
ンビニ間だけでなく、都市部小型スーパー、ディスカウントストアなど他業態との競合、少子高齢
化による市場の変化、消費者の節約志向等の課題も抱えている。

❸  大手各社は「国内 5 万店時代」をどう乗り切ろうとしているのだろうか。ここでは、セブン - イレ
ブン・ジャパン、ローソンの 2 社を事例に、国内市場への対応、海外進出の二つの観点から、コン
ビニの成長戦略について考えてみた。

❹  セブン - イレブン・ジャパン、ローソンは、国内市場は消費者ニーズに合わせて変化していけば、
まだ成長の余地があると見ている。海外市場については、セブン - イレブン・ジャパンは子会社が
経営する米セブン - イレブンのてこ入れとアジア、欧州のエリアライセンシー運営店舗の底上げに
注力している。ローソンは、中国の既存店舗のレベルアップを図るとともに、経済成長著しいイン
ドネシアやタイに進出している。

はじめに
高級時計、宝飾品などが好調の百貨店とは対照

的に、コンビニエンスストア（以下コンビニ）販
売額は、業界全体で見ると伸び悩んでいる。

コンビニは、リーマンショック後不振を極めた
百貨店やスーパーを尻目に、2012 年前半まで好調
に推移してきた。女性・中高年層といった新たな
客層の取り込みに成功したこと、たばこの販売増
が背景にあるが、国内店舗数はかつて飽和点とさ
れてきた 4 万店を超え、5 万店に近づきつつある。
少子高齢化による市場の変化、消費者の節約志向

等への対応も迫られている。
コンビニは、消費不振・デフレ・少子高齢化と

いう厳しい状況においても成長を遂げてきた注目
すべき産業である。「国内 5 万店時代」をどう乗り
越えようとしているのか、ここでは、国内市場、
海外進出の二つの観点から、コンビニの成長戦略
について考えてみたい。

1．コンビニ業界の現状
2008 年初から現在に至る約 5 年半は、百貨店、

スーパー、コンビニの小売三大業態にとっても激
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1  タスポは、未成年者の喫煙防止を目的に導入された。2008 年 3 月の鹿児島、宮崎を皮切りに、同年 7 月には全国で稼働した。
2   街のたばこ屋の廃業増加もあり、コンビニのたばこ販路別シェア（本数ベース）は、タスポ導入前の約 3 割から 2013 年 3 月には

65％に上昇（日本たばこ産業調べ）、コンビニ販売額の約 3 割を占めるに至っている。
3   2010 年 10 月のたばこ税増税を機に、たばこメーカー各社は価格を引き上げた。日本たばこ産業の「マイルドセブン（2013 年 2

月にメビウスに名称変更）」を例にとると、1 箱 300 円から 410 円に値上げ。

動の時代だった。
図表 1 の百貨店、スーパー、コンビニの販売額

推移を見ると、2008 年以降、百貨店、スーパーが
デフレ、競争激化、リーマンショック後の消費不
況深刻化で、ほぼ一貫してマイナス基調をたどっ
たのに対して、コンビニがかなり異なる動きを示
していることが分かる。

百貨店・スーパーとコンビニの動きの違いは、
① 2008 年、② 2010 年秋から 2012 年前半までの
2 期間で観察される。まず、2008 年だが、この時
期、コンビニの売上を大幅に伸ばしたのが、たば
こ自動販売機用成人識別 IC カード「taspo（以下

タスポ）」1 導入である。タスポ作成は面倒だと考
える人、タスポを使うと監視されているようで嫌
だと思う人がコンビニでたばこを購入するように
なった 2。ついで買いをする人も多く、たばこ以
外の商品も売れた。中高年男性という、それまで
コンビニにあまり縁のなかった層の取り込みに成
功したのがこの時期である。

タスポ効果が剝
はく

落
らく

した 2009 年半ば以降、コン
ビニ販売額はマイナス基調に転じるが、2010 年秋
から 2012 年前半にかけ、再びプラスに浮上す
る。コンビニ販売額の約 3 割を占めるたばこが
2010 年秋に値上げされ売上を押し上げた面もある
が 3、後ほど詳述するように、コンビニが消費者
ニーズに合わせた商品開発や店づくりを行い、女
性や中高年といった新たな客層取り込みに成功し
たことも大きい。

足元、消費者ニーズへの対応の差により、大手
コンビニチェーン間でも売上格差が拡大している
模様だが、コンビニ販売は業界全体としては伸び
悩んでいる。コンビニが主力とするのは食品・日
用品である（図表 2）。百貨店で売れているのは高
級時計や宝飾品、ブランドバッグなど贅沢品であ
り、もともとお金を持っていた富裕層が、株価上

図表 1　 百貨店・スーパー・コンビニ販売額推移 
（前年比伸び率）
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出所：経済産業省「商業動態統計調査」

図表 2　主な小売業態の売上構成比（2012 年）
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出所：コンビニは経済産業省｢商業動態統計調査｣、百貨店は日本百貨店協会、スーパーは日本チェーンストア協会
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昇で周囲のムードが上向いてきたこと、為替が円
安に振れていることを見て、「海外ブランドが円安
で値上げされる前に、急いで買おう」と財布のひ
もを緩めているにすぎない（図表 3）。富裕層以外
の消費者（つまり国民の大多数）の節約ムードは
依然として根強く、食品・日用品を主力とするスー
パーやコンビニの業況は好転したとは言い難い。
コンビニの場合、値上げに音を上げて禁煙する人
が増えていること、国内 5 万店時代に近づき、い
よいよ競争が激化していることも背景にある。

2．コンビニ業界の構造問題
コンビニ業界は、足元の消費者の節約モードだ

けでなく、大量出店によるコンビニ間の競争激化、
惣菜・弁当等利益率の高い分野における他業態（都

市部小型スーパー、ディスカウントストア等）と
の競合激化、少子高齢化への対応などの構造問題
も抱えている。

（1）コンビニ国内店舗数は5万店時代に
1974 年、セブン - イレブンの第 1 号店開業から

本格展開が始まったコンビニ業界は、長時間営業、
ワンストップ・ショッピングという高い利便性、
消費者のニーズに合わせた商品開発、品ぞろえの
よさ、フランチャイズ・システム 4 による大量出
店で成長を遂げてきた（図表 4）。1990 年代半ば
以降、景気低迷で小売業全体の年間販売額が減少
したときも売上を伸ばし、2009 年には販売額で百
貨店を上回り、その後も百貨店との差を広げて
スーパーに次ぐ小売の主要業態となっている（図

4   フランチャイズ・システムは、本部（セブン - イレブン・ジャパン等）と加盟店が契約を結び店舗運営を行う形態である。本部
は物流・商品開発・広告・経営指導等に責任を負う代わりに、加盟店は商品発注・接客・従業員採用等を行い、契約に従って本
部にロイヤリティを支払う。本部からみれば、直営店より少ない負担で出店できる。

図表 3　百貨店売上高商品別前年同期比伸び率（2013 年 1 ～ 3 月）
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出所：日本百貨店協会

図表 4　コンビニ売上高・店舗数推移
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表 5）。
だが、国内店舗数が 4 万店に近づくにつれ、高

成長を遂げてきたコンビニ業界にも成長鈍化の兆
しが出てきた。まず変調をきたしたのが既存店
ベース売上高である。2000 年前後になると前年比
マイナスとなる時期が多くなり、それまで順調に
拡大していた全店ベースの売上高も頭打ちとなっ
た。大量出店によりコンビニ同士の競争が激化し
たことが大きいが、都市部小型スーパー、ディス
カウントストア等新たな競争相手の出現も売上減
少の要因となった。

そうした中、コンビニ業界の救世主となったの
が前述のタスポである。たばこ販売により売上が

押し上げられたのみならず、中高年男性という新
たな客を取り込む契機ともなったが、タスポ効果、
たばこの値上げ効果も一巡して、足元、販売が伸
び悩んでいる。

国内店舗数が 5 万店に近づいているにもかかわ
らず、大手各社が出店を加速させているのも競争
激化要因となっている。他社に出店されるくらい
なら自社が出ていったほうがいいとの心理が背景
にあるが、大手各社は過去最大規模の新規出店と
なった 2012 年度に続き、2013 年度も大手 5 社合
計で過去最高の 4,500 店新規出店を計画してい
る。コンビニ業界は、国内 5 万店という未曽有の
領域に突入しようとしている。

（2）少子高齢化と消費者の節約志向
コンビニ業界は、少子高齢化と消費者の節約志

向への対応も迫られている。
日本の人口の 44％は 50 歳以上 5 であり、今後

も速いペースで高齢化していく（図表 6）。コンビ
ニは中高年、女性を徐々に他業態から奪ってきた
が、成長を続けるにはこうした層を今以上に取り
込まなければならない。

消費者の食品・日用品に対する節約志向も根強
い。コンビニの主要顧客が価格より利便性・新奇
性を優先する 20 〜 30 歳代男性客であった時代は
過ぎ去り、価格に敏感な中高年層と女性も重要な
顧客となってきた。かつては鷹

おう

揚
よう

な顧客であった

5  2012 年 10 月 1 日現在。

図表 5　百貨店・スーパー・コンビニの年間販売額推移
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図表 6　65 歳以上の人口構成の推移
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若い男性にも、就職難・所得の伸び悩みにより節
約志向が広がっている。

3．国内市場の変化への対応
コンビニ各社はこうした構造問題にどう対応し

ているのだろうか。コンビニ業界は、他業態に比
べ寡占度が高い（図表 7）6。システム投資に多額
の資金を要すること、他社との差別化を図るオリ
ジナル商品開発でも、メーカーとの交渉上、規模
の大きなコンビニの方が有利なことから、大手の
シェアが拡大し、中小のシェアが低下している。
ここではセブン - イレブン・ジャパン、ローソン
の大手 2 社を事例に、国内市場変化への対応を見
たい。

国内 5 万店時代到来に関して、2 社に共通して
いるのは「今のままでは伸びないが、消費者ニー
ズに合わせて変化していけば、まだ成長の余地は
ある」との見方である。セブン - イレブン・ジャ
パンは、コンビニを「変化対応業」、ローソンは「製
造小売業」と位置づけ、女性や中高年層の一段の
取り込みによって成長を図っている。ただ、プラ
イベートブランド（以下 PB）への取り組みにつ
いては若干スタンスが異なる。

（1）	「変化対応業」に徹するセブン-イレブン・ジャ
パン

廃業による近隣個人商店の減少、働く女性の増

加、単身者や高齢者の増加という環境変化に対応
し、「近くて便利」を打ち出すことによって新たな
客層を開拓、国内 5 万店時代を乗り切ろうとして
いるのがセブン - イレブン・ジャパンである。業
界全体の既存売上高は 2012 年 6 月以降前年比マ
イナスに落ち込んでいるが、セブン - イレブン・
ジャパンの既存店売上高は、消費者ニーズにいち
早く対応したことで、2010 年秋以降、ほぼ一貫し
て前年比プラスを維持している。

コンビニは増加しているが、小売業界全体で
は、個人商店閉店、地方の地場スーパー倒産など
により店舗数がピーク時の約 7 割にまで減少して
おり（図表 8）、都市部でも買い物難民が現れてい
る。小売業界全体の売り場面積は増加しているが、
これは主に郊外の大規模ショッピングセンター開
店によるものであり、高齢者、運転できない人な
ど、日常の買い物に不便を感じる人は多い。

働く女性の増加、世帯人員の減少という社会の
変化もある。夫婦と子どもの核家族で母親は専業
主婦という世帯が主流という時代もあったが、
2015 年時点で単身者世帯 1,764 万世帯、夫婦と子
世帯 1,427 万世帯と単身者世帯が最大シェアを占
め、平均世帯人員も 2.34 人に減少する見通しであ
る（図表 9）。女性の就業率も年々上昇している。

以上から導かれるのは、①日頃の買い物に不自
由している人は少なくない、②就業率上昇に伴い
買い物や家事に時間をかけられない女性が増加し

6  2011 年度の上位 4 社シェア（合計）は、コンビニ 84.9％、スーパー 36.7％、百貨店 49.6％。

図表 7　 コンビニ業界の全店売上高シェア 
（単体、2011 年度）
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出所：経済産業省、各社発表資料

図表 8　小売店舗数の推移
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ている、③世帯人員の減少・単身者世帯の増加に
より小分けの食材ニーズが高まっている、などで
ある。セブン - イレブン・ジャパンはこれを商機
と捉え、近隣買い物需要を取り込もうとしている。

コンビニはもともと若い男性を主要顧客として
成長してきたが、セブン - イレブン・ジャパンは
2009 年秋ごろから社会の変化に着目し、セブン＆
アイグループの共通 PB 商品「セブンプレミアム」、
惣菜や店内調理 7 などに注力して、中高年層や女
性のニーズに応じた商品を充実させてきた。

PB 商品の主力・セブンプレミアムは「ナショ
ナルブランド（NB）商品の品質と同等かそれ以上、
実勢価格より 2 〜 3 割安、安心・安全」を目指し
て開発されている 8。メーカー明記・食べきりサ
イズ・お手ごろ価格を前面に打ち出し、ポテトサ
ラダを筆頭に、単品で年間売上高 10 億円超のア
イテムが 92 に達している。2010 年以降、セブン
- イレブン・ジャパンの惣菜等デイリー商品は前
年比プラスを保っている。

消費者の節約志向に関しては、セブン - イレブ
ン・ジャパンは、安易な低価格志向は採らないス
タンスである。価格最重視の消費者もいる一方で、
多少値が張っても価値あるものが欲しいという消
費者もいる。「ちょっとした贅沢」をコンセプトに
ラインアップされた PB 商品シリーズ「セブンゴー
ルド」は、「金のビーフカレー」が 1 人前 348 円
など、多少高めの値段設定にもかかわらず好調に
推移している。現在の約 25 アイテムから 3 年後
には 300 アイテムまで増やし、他社との差別化を
図りたいとしている。

高齢者の取り込みに関しては、宅配にも注力し
ている。弁当、惣菜からお酒や菓子まで宅配する
サービス「セブンミール」は、利用者の 6 割を 65
歳以上が占める。2012 年 5 月に「注文金額 1,000
円以上で送料 200 円」から「同 500 円以上で無料」
にしたところ、注文件数が 3 倍に増えたとのこと
である。

こうした取り組みの結果、セブン - イレブン・

7   店内で揚げる揚げ鳥（150 円）、ふっくら牛肉コロッケ（80 円）などの種類も増やし、「もう一品」需要をすくい上げようとして
いる。

8  例えば「ポテトサラダ（118 円）」は保存料なしだが、チルドで 1 カ月保存できる。

図表 9　世帯数の将来推計
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出所：国立社会保障・人口問題研究所
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ジャパンは、40 代以上の中高年顧客比率（図表
10）が 1989 年の 20％から 2011 年には 48％に上
昇した。日本の食品市場 70 兆円に対してセブン -
イレブン・ジャパンの売上高は 3.5 兆円であり、
変化に対応し続けることで今後も売上を伸ばす余
地はあると見ている。

（2）会員購買データの活用図るローソン
業界第 2 位のローソンも、女性や中高年層の取

り込みで、国内でもまだ成長できると考えている。
ローソンが注力しているのは、「野菜」「カスタ

マー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）」
「サプライチェーン・マネジメント（SCM）によ
る付加価値ある商品提供 9」「店内調理 10」である。
消費者の節約志向に対しては、セブン - イレブン・
ジャパン同様、単なる安売りとは距離を置いてい
るが 11、PB 商品に関しては、セブン - イレブン・
ジャパンとややスタンスが異なる。

2011 年 3 月の東日本大震災を契機に、女性や高

齢者など、それまでコンビニに縁遠かった層が、
復旧が早かったコンビニに足を運び、思ったより
欲しい商品があることを「発見」、少なからず常連
になった。中高年層、女性層取り込みのためロー
ソンが注力しているのが、スーパー代わりに利用
してもらうには欠かせない「野菜」である。カッ
ト野菜だけでなく、管理の難しい生野菜も約
7,000 店で販売している 12。全国 9 カ所のローソ
ンファーム 13 で栽培された生野菜も店頭に並べて
差別化を図っている 14。

共通ポイントサービス「ポンタ」15 で収集した
購買データも活用している。従来、コンビニの販
売データは、店員が顧客を見て「40 代・女性」な
ど大まかなデータをレジに打ち込むというもの
だったが、これではどんな人が何を買ったのか細
かいことは分からない。

一方、ローソンの売上高に占める会員比率が
45％以上で、1 カ月に約 1.5 億人分のデータが集
まるポンタは、入会時点で住所・年齢等のデータ

9   その代表例が「プレミアムロールケーキ」である。北海道産の生乳から作られる純生クリームと、洋菓子専門店でも使われてい
る「宝笠印」の小麦粉を使用しながら価格は 150 円とリーズナブルである。

10   手づくりおにぎりやサンドイッチのような店内調理にも力を入れている。店舗側の手間はかかるが、売れ行きを見て調理するの
で廃棄が少なく、女性や中高年層の取り込みにも一役買っている。

11   店舗が小さいコンビニは安売りではスーパーに勝てない。安価な商品ももちろん置くが、品質重視のちょっといいものに重点を
おきたいと考えている。

12   カット野菜は、工場で加工しており、消費期限を日付で管理できるが、生野菜は鮮度を見た目で判断し、選別しなければならな
い。従業員教育が重要である。

13   2011 年 4 月に設立された農業生産法人「株式会社ローソンファーム鹿児島」を例に取ると、出資比率は生産者 75％、ローソン
15％、その他 10％。

14  ローソンファーム産の野菜は、現時点でローソン取扱い野菜の数パーセント。
15   ポンタはローソンだけでなくゲオ、昭和シェル石油、ケンタッキーフライドチキン、紀伊國屋書店等提携企業 60 社超の利用で

もポイントがたまる。

図表 10　セブン - イレブンの年齢別 1 日 1 店舗当たり平均客数推移
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出所：セブン-イレブン・ジャパン来店客調査
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を記入する。どんな人がいつどこで何を買ったの
か分かるので、新製品発売の際も初回購入かリ
ピーターか、どの商品と同時に買ったのかを把握
できる。息の長いヒット商品の特徴はリピーター
が多いことであり、ポンタで集めたデータを活用
すれば、新製品が当たるかどうか 1 〜 2 日で分か
るとのことである。

会員購買データの活用は、商品開発のみならず
店舗づくりにも役立てられている 16。コンビニは
スーパーと違って店舗が狭く、2,700 〜 2,800 種類
の商品しか置けない。ローソンは立地や客層等に
より店のタイプを基本 10 種類に分けて、更にエ
リアごとに細分化することで個店ベースの品ぞろ
えが可能になったという。

PB 商品に関しては、セブン - イレブン・ジャ
パンとはややスタンスが異なる。PB 商品の拡大
を志向するセブン - イレブン・ジャパンに対して、
ローソンは現在 300 種類強の PB 商品「ローソン
セレクト」を 2014 年 2 月末までに 50 種類程度の
増加にとどめる意向である。大手メーカーが展開
するナショナルブランド（以下 NB）も重視する
理由としては、①消費者にも選ぶ楽しみが必要、
②メーカーは一番いい製品は NB 商品で出してく
る、との考えによる。

セブン - イレブン・ジャパンと同じく、ローソ
ンも国内コンビニ市場はまだ飽和していないと見
ている。日本の小売・外食の販売額に占めるコン
ビニのシェアは約 6％に過ぎず、女性と中高年を
取り込めばまだ伸びると考えているためである。

4．海外への進出
大手 2 社が国内市場はまだ開拓の余地があると

考える一方で、コンビニの海外展開の動きも相次
いでいる。海外進出にはインフラ構築に多大な費
用と時間がかかること、日本とは商習慣や就労意
識が異なるなどハードルが高いことから、進出し
ているのはセブン - イレブン・ジャパン、ローソ
ン、ファミリーマート、ミニストップの大手 4 社
である。2012 年末時点で海外店舗数（4 社合計）
は約 5 万店と、初めて海外が国内（約 4.8 万店。
国内総計）を上回った（図表 11）。海外店舗の約
8 割はアジアに位置している。

1990 年代半ばまで、日本のコンビニの海外進出
は、台湾のファミリーマート以外苦戦が伝えられ
ていた。物流システムがなかなかうまく機能しな
かったこと、フランチャイズの加盟者の集まりが
悪かったこと、人材の定着率の低さ、法規制など
による。ただ、コンビニは、物流等インフラづく
りが軌道に乗るまではなかなか店舗が増えないが、
ある段階を超えると飛躍的に拡大していく。日本
のコンビニは、地域ニーズに密着した小型店舗の
効率運営という点で、他に例を見ない高度なノウ
ハウを持っており、経済成長が著しく「便利」の
追求が始まり、食文化も日本に似ているアジア諸
国を中心に受け入れ土壌があると見られる。

（1）	エリアライセンシー運営店舗の底上げ目指
すセブン -イレブン・ジャパン

コンビニは、1 人当たり GDP が 3,000 ドルを超

16  ポンタで収集したデータはメーカーにとっても有用なので、メーカーに提供される場合もある。

図表 11　コンビニ大手 3 社の海外展開の状況
日本 韓国 台湾 中国 タイ 米国 その他海外 海外小計（店舗数） 合計

セブン -イレブン 15,218 7,031 4,851 1,917 7,041 8,116 6,080 35,036 50,254
ローソン 11,130 362 2 84 448 11,578
ファミリーマート 9,536 8,062 2,858 979 841 9 50 12,799 22,335
ミニストップ 2,206 1,899 50 364 2,313 4,519
（注1）セブン-イレブンの中国の店舗数のうち、北京・天津・成都は280
（注2）セブン-イレブンは2013年3月末、ローソンは2013年2月末、ファミリーマート、ミニストップは2013年4月30日の数値

出所：各社IR資料
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えると普及段階に入るとされる（図表 12）。
セブン - イレブンはもともと米国生まれであ

り、北米・欧州・アジアに至る世界 15 カ国（日
本を含めると 16 カ国）に進出、海外店舗数は大
手 3 社中一番多い。ただ、セブン - イレブン・
ジャパンの子会社が店舗を運営しているのは米国、
カナダ、北京・天津・成都であり、他の国・地域
は地元の有力企業がエリアライセンシーとして店
舗を経営している 17。

セブン - イレブン・ジャパンの子会社 7-eleven.
Inc. が経営し、業績好調なのが米セブン - イレブ
ンである。2013 年 2 月期の 7-eleven.Inc. の営業利
益は 381 億円と、過去最高を更新した。

米セブン - イレブン好調の背景にあるのが、
M&A による店舗数増加と、品ぞろえ強化であ
る。もともと、米国のコンビニ業界は、①全米 15
万店の 7 割以上が所有店舗数 10 店以下の中小
オーナーで、その大半が所有店舗 1 店のみの家族
経営、② 8 割がガソリンスタンド併設型、③日本
のコンビニに比べて食品の品ぞろえが貧弱、④業
界最大手のセブン - イレブンもシェアは 5％程度
で、その他大手はシェルなど石油系が多い、など
の特徴がある。データを駆使し、日々新製品の開
発に余念がない日本市場とは、かなり競争環境が
異なる。

7-eleven.Inc. は、2012 年に M&A により約 600
店を取得、新規出店も含め 1,000 店増加した。
M&A を進めている背景には、①石油会社が小売
から撤退し始めた、②高額なガソリンタンク補修
費用を負担に感じる中小コンビニ経営者が店舗を
手放したがっている、など買い手有利な状況があ
る。

米国コンビニ市場においても、食品の品ぞろえ
充実へのニーズは高いことから、7-eleven.Inc. は
ピザ、ホットドッグなどのファストフード、牛乳、

淹れたてコーヒーなどを強化、好業績につなげて
いる。

セブン - イレブン・ジャパンは、欧州、アジア
などのエリアライセンシー運営店舗の底上げにも
注力している。

セブン - イレブン・ジャパンの各国店舗の日販
を比較すると、1 位日本、2 位北京、3 位ハワイと、
子会社が運営するエリアが上位に並んでおり、同
じ中国でもエリアライセンシーが運営するエリア
のセブン - イレブンの日販は低水準にとどまって
いる。店舗運営、商品力でセブン - イレブン・ジャ
パンに劣っているためだが、韓国ではエリアライ
センシーのロッテが、日本のコンビニの仕組みや
オペレーション方法を学んで売上を増加させてい
る。セブン - イレブン・ジャパンは、韓国の成功
事例を他国のチェーンにも波及させ、世界のセブ
ン - イレブン年間売上高を現在の約 7 兆円から、
2015 年度には店舗増と日販引き上げで 10 兆円に
拡大させることを目指している。

（2）既存店の底上げ図るローソン
中国（上海、重慶、大連）、インドネシア、タイ、

ハワイに展開するローソンは、日本のコンビニは

図表 12　1 人当たり GDP（名目、2011 年）比較
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（注）EUは27カ国の数値。中国は2010年の数値
出所：日本貿易振興機構

17   セブン - イレブン・ジャパンの海外店舗は、エリアライセンシーが経営する形態が多いが、これは、もともと米国でセブン - イ
レブン・ジャパンを展開していた米サウスランド社 ( 現 7-eleven.Inc.) が、各国有力企業とライセンス契約を結んでいたためであ
る。エリアライセンシーが統括する国・地域では、収益の一部をライセンス・フィーとして 7-eleven.Inc. に支払う。
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独特の強さを持っており、その強さは世界にも通
用すると見ている。

中国は人口の多さ、成長性の高さから有望な市
場である。ローソンは、1996 年と早い時期に上海
に進出し、現在約 300 店を構えている。おでんや
おにぎりで人気を集めているが、人件費や賃料が
高騰していることから、上海では状況を見ながら
出店というスタンスをとっている。重慶は上海に
比べて競争環境がゆるく賃料も低めであるが、商
品は上海に近い価格で販売できることから有望と
見ている。

中国は、インドネシアやインド等の他のアジア諸
国に比べて外資参入規制はあまり厳しくない。た
だ、その一方で、屋台など地元外食や食品小売と
厳しい競争を強いられること 18、規制が頻繁に変
わること 19、人材が育ったかと思うと転職してし
まうこと、賃料の高騰などの課題も抱えている。
現時点で大量出店は視野になく、既存店の底上げ
を優先する意向である。

ローソンは、2011 年、経済成長著しいインドネ
シアに進出した。厳しい外資規制があるため、現
地有力小売企業アルファグループと提携しての進
出だが、おにぎり、おでんなどが好調に推移して
いる。他のアジア諸国ではベトナム、ミャンマー
なども有望と見ている。

おわりに
足元ではやや伸び悩んでいるが、コンビニが百

貨店、スーパーといった他の有力業態とは対照的
に売上を伸ばしてきたのは、百貨店、スーパーが、
基本的にバイヤーが仕入れた商品、取引先が納入
した商品を置いているだけなのに対して、コンビ
ニは店頭での販売データを元にメーカーと共に商
品開発を行い、製造から販売、配送までを一貫し

て行う独自のシステムを築き上げてきたことによ
る。消費者ニーズの変化に合わせて惣菜、生鮮食
品、デザート、淹れたてコーヒーなど品ぞろえを
増やし、リーズナブルに提供することで「若い男
性が出入りする店」から「女性・中高年も日常的
に使う店」に変わってきた。国内市場という限ら
れた（というより縮小する）パイを巡って客層を
さらに広げるには、これまで以上の工夫が必要と
なるだろう。

海外については、市場が大きく、品ぞろえの点
から日本のコンビニが優位に立てそうな米国、経
済成長著しいアジアを中心にサービス・商品力で
優れている日本のコンビニの進出が続くと見られ
る。

今までのような高成長は望めないながらも、コ
ンビニは状況変化への対応能力の高さという独特
の強みを持っている。ただ、勝敗を分けるシステ
ム投資に多額の資金が必要なこと、海外進出にお
いても資金力・進出先での政府や提携相手となる
有力企業へのコネクションの面で大手が有利なこ
とから、大手コンビニと中小コンビニの差は拡大
する可能性がある。
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