


は　じ　め　に

コンビニ（コンビニエンス・ストア）は小規模店ながら、長時間営業と、日常の暮らしに必

要なアイテムの品揃えによって、便利さ（コンビニエンス）をアピールして急伸した業態です。

小売業が大型店志向の続く傾向の中でも、平均100平方メートル程度のコンビニは、着実に店舗

数を増やしてきました。福島県内でも、主要な道路沿いには、必ずといっていいほどコンビニ

が存在しています。

また最近では、銀行ＡＴＭの設置や、通信販売購入品の受け渡しなど、新たなサービスを導

入する店舗も増えてきました。コンビニの進化は、これから先も進んで行きそうです。

しかし店舗が増え続けた結果、競争が激しくなっているという局面もあります。地元商店が

コンビニに業態転換して売上アップを図っても、予測された業績に届かず、苦しい経営を続け

ている事例もあるようです。コンビニが廃業するケースも、少なからず見かけるようになりま

した。伸び続けてきたコンビニ業界ですが、これからどういう方向に進むべきなのかは、重要

な課題になっているようです。

また従来の業種店である商店にとって、コンビニは手ごわいライバルになっている、という

局面も見えます。書店、酒販店、食料品店等の中には、近隣へのコンビニ出店により売上ダウ

ンしたという話もよく聞くところです。従来の業種店も、コンビニの実態をしっかり把握して、

差別化を図っていくことが、消費低迷の時代を生き抜く上での重要な戦略となることでしょう。

そこで消費者が、コンビニをどのように利用し、何を望んでいるのかについて、アンケート

調査を実施いたしました。この結果が、現代の消費生活におけるコンビニの意義を明らかにす

ると同時に、従来の商店のとれる差別化戦略を探る上でも、大いに参考になるものと期待され

ます。さらには、消費者の暮らしをサポートする商業界のそれぞれの立場での、コンビニと従

来商店との住み分けの理念なども探る上での、参考になればと願うものです。

この報告書が、地域商業活性化と、消費者の利便性向上の参考としてお役に立ちますよう、

期待しております。

平成16年3月

財団法人　福島県産業振興センター

理事長　小　山　紀　男



【コンビニ利用状況アンケート調査結果報告書作成にあたり】

1．この調査は、郡山市在住の消費者を対象に、コンビニ利用状況についてのアンケート調査を実施

したものです。なお今回の調査は、コンビニ利用に関する消費者の一般的傾向を分析するのが目

的のため、調査モデルを一つの市に絞って実施したものです。

2．調査対象の抽出には、ＮＴＴハローページを利用しました。そこに掲載されている郡山市在住の

方から2,300名を、無作為抽出しました。

3．この報告書は、読みやすく、理解しやすいことを念頭に、グラフ表示を重視しました。また数値

での表現も、できるだけ理解しやすいよう、簡略に表記しています。

4．集計結果は無回答を除外して表記してあります。なお複数回答の設問は、合計が100％を超える場

合もあります。あらかじめご了解ください。

5．福島県産業振興センターでは、随時個店の相談や情報提供に応じております。どうぞお気軽にご

利用ください。

《調査の概要》

1 調査対象者

郡山市在住者（ハローページから無作為抽出）

2 調査数

2,300件（初回2,000件　追加発送300件）

3 調査方法

郵送調査

4 調査期間

平成16年1月～2月

5 回収結果

回収件数 504件（回収率　22.6％）

無効回答数 15件

有効回答数 489件
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1 回答者の概要

1）回答者の性別・年齢

有効回答総数は489通で、無回答を除いた男女比は、男性が71.5％、女性が28.5％だった。

回答者の年齢は60代が29.0％と多く、次いで50代25.9％、70代19.9％の順だった。上記の性別比と

合わせて考えると、世帯主男性が回答を記入したケースが多いものと考えられる。（なお、10代の回

答は、統計的に検討するには少数なので、年代別比較の際は、考察からは除外する。）

－ 5－
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●第一章　集計結果●



2）回答者の家族構成

「3～4人」が37.3％と多く、次いで「2人」31.6％、「5～6人」20.7％の順だった。

－ 6－
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コンビニ豆知識

●一号店

昭和49年5月15日、東京江東区にセブンイレブンが誕生。これが日本におけるコンビニ一号店であ

る。ただ、当時は問屋による小口配送も、コンピュータを使った在庫管理もなく、すべては手作業と

試行錯誤の連続だった。

●現在の店舗数

コンビニが日本に誕生して30年。最大手のセブンイレブンは1万店を超えた。ローソン、ファミ

リーマート、サンクスがそれに続く。大手の15チェーンの合計店舗数は39,673店舗（03年9月現在）。

そこに地方の主要チェーンを加えると、約4万2千店。個人経営店まで加えると、実数はさらにふくれ

上がる。なお福島県内には主要8チェーンの店があり、その合計は702店に上る（2003年9月現在）。

●競争激化

人口一万人あたりのコンビニ店舗数が一番多いのは、北海道の4.48店（2002年統計より）。次いで東

京都の4.30店。一番少ないのは、島根県の1.83店。福島県は3.70店で全国7位。東北トップは宮城県。

3.97店で全国3位である。秋田、山形、岩手も全国平均より高い数値であり、東北はコンビニ間の競争

が激化している地域と考えられそうだ。

●定義

コンビニエンス・ストアとは、①セルフサービス方式の商店であること　②食料品を扱っているこ

と　③30平方メートル以上250平方メートル未満であること　④14時間以上営業していること。

この4つの条件を満たしているものを、コンビニと呼ぶ。（食品流通辞典）



2 コンビニの利用状況

1）利用頻度

「週に2～3回」が28.3％、「月に数回程度」が28.5％だった。なお「週に1回程度」24.6％、「「ほぼ毎日」

10.9％を加味すると、ほぼ64％が週一回以上はコンビニに足を運んでいることが分かった。

男女比で見ると、「ほぼ毎日」は男性13.1％に対し、女性は4.7％と男性が多く、「月に数回程度」「ほとん

ど足を運ばない」は女性の方が多くなる。男性の方がコンビニ利用度が高いことが分かる。

－ 7－
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年代では、30代、40代は「ほぼ毎日」と「週に2～3回」を加えると、ともに5割を超え、この年代でのコ

ンビニ利用度は意外と高いことが分かる。

家族の人数とコンビニ利用度の間には、明確な相関関係は認められなかった。

－8－
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2）コンビニを選ぶ基準

コンビニを選ぶ基準は「家の近所」がほぼ6割、「駐車場があること」がほぼ4割だった。「通勤等の

経路」も3割以上の回答のあることから、消費者はコンビニの選択にはアクセスのよさが大きな比重

を占めているものと考えられる。次いで「弁当等がおいしい」がほぼ3分の1だった。（複数回答のた

め、合計は100％を超える）

－9－
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年代別に見ると、50代までは「通勤等の経路」がどの世代もほぼ5割だが、リタイアしたと思われ

る60代、70代では減少する。ただし「駐車場があること」は60代で48.9％、70代で31.3％が回答して

いるので、シニア世代がコンビニを利用する際も、車を利用することは結構多いことが分かる。また、

年代が上がるほど「店内が清潔で明るいこと」を求める傾向も見られた。

3）よく利用するチェーン

「セブンイレブン」を約9割が回答。次いで「ファミリーマート」42.4％、「ローソン」33.6％が多

かった。「チェーンの種類・名称にはこだわらない」という回答も、14.6％あった。（複数回答のため、

合計は100％を超える）

－10－
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4）購入する商品、利用するサービス

①食料品

無回答（20.2%）を除くと、よく購入する食料品では「弁当・おにぎり」が7割を超え、「サンド

イッチ・パン類」も5割を超えた。次いで嗜好品の「菓子・ガム・アイス」が多かった。比率が低い

のは「冷凍食品」「生鮮品」「調味料」などだった。（複数回答のため、合計は100％を超える）

たまに買う食料品では、上記のよく購入する食料品の上位三つに加え、「カップ麺・レトルト食品

等」「おでん・中華まん等」が多かった。

－11－
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男女別では、「弁当・おにぎり」「カップ麺・レトルト食品等」を購入する比率は、男性が女性より

やや高く、「サンドイッチ・パン類」「おでん・中華まん等」「菓子・ガム・アイス」を購入する比率

は、女性が男性よりやや高い傾向があった。

たまに買う食料品には大きな男女別の差はないが、「弁当・おにぎり」をたまに買う、という比率

は女性の方がやや高かった。

－12－
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年代別では、70代で「納豆・卵・豆腐」の購入が多い。また50代以上で「菓子・ガム・アイス」の

購入が減少する。いずれも嗜好の変化に伴うものと考えられるだろう。

利用頻度別では、「ほぼ毎日」利用者はほぼすべての分野で、平均値を上回った。ほぼ毎日利用す

るヘビーユーザーは、食料品の多くを、コンビニで購入しているものと考えられそうだ。

－13－
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②飲料

無回答（21.5%）を除くと、飲料購入者がよく買う飲料は、「緑茶・ウーロン茶」がほぼ5割だった。

「牛乳・乳酸菌飲料」「コーヒー・紅茶」「清涼飲料水」も4割を超えている。「栄養ドリンク」は、ほ

ぼ1割だった。（複数回答のため、合計は100％を超える）

よく買う飲料を性別でみると、男女間で大きな差はないが、女性の方が男性より、「緑茶・ウーロ

ン茶」を買う比率がやや高かった。

－14－
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年代別で、それぞれ多かったのは、20代は「緑茶・ウーロン茶」と「清涼飲料水」、30代は「緑茶・ウーロン

茶」と「コーヒー・紅茶」、40代～60代は「緑茶・ウーロン茶」、70代は「牛乳・乳酸菌飲料」だった。

利用頻度別では、「ほぼ毎日」利用する層は、「アルコール類」以外で平均以上に購入すると回答

（なお次頁のとおり、「ほぼ毎日」利用者は「アルコール類」を「たまに買う」比率で平均を20ポイン

ト程度上回っている）。

「緑茶・ウーロン茶」は、ほぼ毎日コンビニを利用する人の7割近くが、よく購入すると回答した。

－15－
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「たまに買う飲料」の集計結果では、総体的には顕著な特色は認められなかった。

「たまに買う飲料」を性別集計すると、女性が男性より、「コーヒー・紅茶をたまに買う」と答え

る率がやや高かった。

頻度別では、「ほぼ毎日」利用する人は「アルコール類、栄養ドリンクをたまに買う」比率が平均

を20ポイント程度上回っていた。

－16－
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③雑誌・雑貨等

「無回答」が49.1%と半数近く、コンビニでは雑誌や雑貨等をほとんど購入しない人も、意外と多

いことがうかがわれた。（複数回答のため、合計は100％を超える）

雑誌・雑貨等を購入するという回答の中では、よく買うものでは、「雑誌」が多く、次いで「文房

具・乾電池等」だった。「たまに買う雑誌・雑貨等」でも、その二つが多かった。

性別では、男性の方が「雑誌」の購入比率がやや高く、「コミック・文庫本」は女性の方が購入比

率がやや高かった。

－17－
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年代別では、20～50代で「雑誌」の購入比率が高く、60～70代では「文房具・乾電池等」「生活雑

貨」の購入比率が高くなる傾向が見られた。

頻度別では、利用頻度が高いほど、雑誌を買う率が高かった。

－18－
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④サービス

「無回答」が45.2%あり、コンビニ利用者の半数近くは、例示されたようなサービスをそれほど活

用していないことがうかがわれた。よく利用するという回答があった中では、「コピー機利用」が多

く、次いで「公共料金振込み」が多かった。（複数回答のため、合計は100％を超える）

男女別では、「公共料金振込み」「通販の受け取り決済」で、女性の利用率が男性を少し上回った。

－19－
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年代別では、20～30代では「公共料金振込み」が多く、60～70代では「コピー機利用」が多かった。

また60～70代で、「年賀状等の印刷注文」が、他の年代より多いという特徴もみられた。

利用頻度別では、「月に数回程度」「ほとんど足を運ばない」と、利用頻度の少ない人が、「コピー

機利用」の率が高い点が目をひいた。

－20－
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3 コンビニに望むこと

1）コンビニにあればいいと思う商品、サービス

コンビニにあればいいと思う商品、サービスについての設問では、ジャンル別件数は下表のとおり

だった。食料品では生鮮食品の取り扱いを増やすこと、地元産品を販売すること、という要望が多

かった。またサービスでは、行政サービスの取り扱い要望が多かった。

－21－
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コンビニにあればいいと思う商品、サービス

野菜、果物等、生鮮食品を置いてほしい。 （※）10名が記入

地元の特産品の販売　（※）8名が記入

高齢者にも合う、薄味で量を減らした弁当、惣菜　（※）8名が記入

住民票の受け取り等の行政サービス　（※）3名が記入

風邪薬、頭痛薬などの医薬品を置いてほしい。 （※）4名が記入

乳幼児用食品、おむつ等　（※）4名が記入

菓子類の充実　（※）5名が記入

カロリーに配慮した弁当、食品　（※）5名が記入

少人数向けの惣菜類　（※）2名が記入

おいしい弁当、おにぎり類　（※）2名が記入

宝くじ等の販売があれば良い。

行政サービス（住民票）はあればいいけど、店員さんに悪用されないかちょっと不安です。

タイムセール、年金や健康保険の払い込み

トイレットペーパー、生花

食パンが少なくて、いつも買いに行くと売り切れが多い。

全国有名店の各種食品（漬物等）、調味料（味噌、醤油、塩、砂糖等）

安いお酒を販売して欲しい。新商品をどんどん出して欲しい。（例：最初東北限定のお弁当。評判が良ければ全国に出せる）

牛タンの缶詰（今頃は見かけない）。ＦＡＸの無い所がある。カラーコピーの無いところがある。

総菜類の充実

たこやき、一升瓶の日本酒

馬券購入・払い戻し。ＬＰガスの支払い（小規模業者も）。水道料金の支払い。期限切れ寸前の商品を安価で販売。

郵便切手（80円、50円、10円）。米、レトルトの定食セットや温めてすぐ食べられるセット等、いろいろの定食。



2）コンビニで気になる点

コンビニで気になる点は下表のとおりだった。店員の応対、弁当類の廃棄処置、価格が高いこと、

トイレ、店回りの風紀状態などが気になる、などの意見が多かった。

－22－
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コンビニで気になる点

店員の応対、マナーの悪さ　（※）40名が記入

弁当類の廃棄。値下げして販売する等できないのか　（※）17名が記入

価格が高い　（※）13名が記入

トイレが汚い、狭い　（※）9名が記入

店外に若者がたむろする光景　（※）16名が記入

雑誌の立ち読み　（※）6名が記入

食品の品質、食品添加物、賞味期限等への不安　（※）7名が記入

欲しい商品がないことがある　（※）8名が記入

ドアが自動でない為不便なときがある

朝など出勤時には忙しいし急いでいるので、もう少しレジの人員を増やしてほしい時がある

特に気にする程ではないが全体的に紋切り型のところが多いようです

雑誌類、食品（弁当・菓子等）等若い人向け。高年齢者向きも配慮して欲しい。幼児向けも考えて頂けれ

ば尚結構です。

コピー機の使用がうまくいかない時があるが、店が忙しい時など、店の人に聞きにくい事がある。

和菓子類が多くあれば良いと思う

コンビニは若者が大活用。老人には若干不向き？（買い物には、品定めとか、副次的要因が欲しいので）

1000円からお預かりしますと言う人が多い。

スペースが狭いためかゆっくり出来ない。

女子高生が夜働いている事に不安を感じる。

客のほとんどに、入店時に先ず手洗いをさせないので、汚れた手で商品にふれるのが気になります。先ず

入り口附近に手洗い器の設置を望みます。商品の値段が高すぎる。スーパー並迄とは言いませんが、もう

一歩の値下げを！

アルバイト（学生、高校が多いのが気になる）

駐車場が広いこと（食事等が出来ること）

商品が入荷した時、早めに陳列して欲しい。（食品）

混んでいる時のレジが遅い
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コンビニで気になる点

朝早く買い物をする事が多いので、棚の整理、その他の用事が多いので、レジがすぐ対応できてない。

防犯面。特に夜間における犯罪事故の発生等。

スペースの問題もあろうが、品揃えを多くしてもらいたい。

店先の照明不足。夜間の店員の数（防犯上）

防犯（夜や早朝は恐い）

特に買い物した後のレシートはいらない。必要な人であれば、その都度要求すると思う！

店外の清掃雪はき等は、店によってまちまち。ドライブ時は周辺が整備されているかどうかで、利用する

か否かを決めている。

今年の1月まで某チェーン店で勤務。面接とは条件がかなり違っていました。身内でやっているせいか、

バイト生の事は考えてない。

タバコ1カートン（10ヶ）を買った時にライターをつける所とつけない所がある。

どのコンビニも商品が同じで多様性が少ない。

食品（商品）を選んでる人。どの根拠からそれが売れると思っているのか。

店員が不足気味

夏、冬の駐車場のエンジンをかけっぱなしは環境と騒音を考えて迷惑です。

人の出入りの少ない店だと、品揃えが少ない物があり、自分の用事がたさない時がある。

店舗が狭かったり同じチェーン店でも置いてある物が違う。

商品入れ替えのため床に物を置かないように。場所によって、酒類など扱っていないところがある。

申し出ないとレシートを渡さない。

釣り銭の「大きい方から」は表現がおかしい。期限切れ食品は社会に貢献できるような処理をして欲しい。

非常にもったいない。

好んで買っていたものが、一ヶ月ぐらいで切れてしまって、それ以降入荷していなかったりする。

入口のドアを自動にしてほしい。

おでん、中華まん、ソフトクリーム等の衛生面での扱いが気になる。（お金を扱った直後、手を洗わない

で次の行動に移る事）

時間帯によるのでしょうが、レジ2台あっても、2人共レジから離れている事。

あいさつで、「いらっしゃいませ」の後に、「今日は」「今晩は」と言う店があるが、不必要なのではないか。



4 自由意見

自由意見では好意的なものと批判的なものが拮抗した。『気になる点』でも出ていた「価格が高い」とい

う意見が、自由意見でも多かった。
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自　　　由　　　意　　　見

おおむね満足している　（※）46名が記入

値段が高い （※）20名が記入

年配の人は会計が遅くイライラする。店の前に若者がたむろして、怖くて入れないことがある。店員誰も

注意もせず知らんぷり!

何処も同じ品揃えで特色がない。味まで同じ感じ。店の外で食べている人たちがいる。ベンチとか小さな

テーブルを置けば。

大型店が遠いので、すごく便利に感じる。ただ私の近くの店がだんだんなくなっているので、老人にはこまる。

店員が掃除をしている時に、明るくこちらを向いて「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」と

言ってくれると気分がいい。ただレジですごく古いおさつが、おつりの時返ってくると、気分が悪い。

スーパーでは量が多いので、高齢者にはありがたい。減農薬、減塩等、おいしくて身体にいいものをそろえて欲しい。

おにぎりの種類が揃っていない事がしばしばある。

公共料金の支払いができるし、銀行口座への振り込みを、寒い外で順番待ちをしなくてもすんでいるから助かっている。

ゴミを出さない為、出来るだけパック類を使用しないように心がけてほしい。

最近は普通の会話も気さくにしてくれる人が多いので、利用し易いです。警察の人やパトロールに巡回して欲しいです。

配達してくれると助かるかも。お弁当購入の時、おしぼりをつけて欲しい。

あいさつがいまひとつ

発売直後の「週刊朝日」を買おうとしたら、店員に「売り切れ」といわれました。もう少し何か答える方

法はないのでしょうか？

一般の商店に比べれば店員の接客態度はすばらしく良いが、商品価格にやや不満。

コンビニが最近、犯罪者にねらわれている。24時間の営業は必要ないのではないか。

お店が街に多いが、田舎の方でも学校、行政など町の中心の様な所にも欲しいです。
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立ち読みが多く不愉快。あいさつの気持ち良い店員さんがいると、「また行こう」と思う。

ポイントカードが使えるようにすれば。

学生達がパン、カップ麺等を食べて、ゴミをそのままにしている光景が見られる。食べる場所があれば少しは良いと思う。

不満に感じたこと、トイレが汚いとき。

店舗によって、カップメンに入れる為のポットのお湯が、85度の店があり、とても食べられる物ではなかった。

遠出をして道がわからなくなる時、寄ることがあります。駐車場で気兼ねなく休める場所があればと思います。

コピーの機種により操作が異なるので、店員さんが親切にコピーをとってくれた。

商品のPR・説明が不充分で、特に新商品の時には不満を感じます。

トイレを借りられるのはとても感謝している。

サービス・ステーション一体型コンビニや、休憩のとれるコンビニ等がもっと増えて欲しい。

ＡＴＭが最近設置され非常に便利。

客に聞かないで冷たい物と暖かい物を一緒に入れるところがある（その次からはなるべく利用しない）

おつりを間違えてもあいさつが悪い。客が来ても店員が話しに夢中でレジにもこない。店長だけが働いていた。

深夜は殆ど客の姿が見られない。周囲が明るいのは良いとしても、24時間営業するのが、果たして良いものかどうか。

コンビニがもっと身近にあるといいと思っています。

コンビニはあくまでもコンビニエンスな利用のみにしています。不足に気づいた時、駆け込み寺の様な形

で買いに行きます。

胃の調子があまり良くないので、固いおにぎりはとても辛いので、“やわらかめ用”のおにぎりがあれば、助かります。

品出ししているものをとると、イヤそうにされた時がある。

笑顔と気合い

会計をもっとスムーズにして欲しい。

24時間営業につき人件費等コスト高になる事は十分に分かりますが、商品等に対して割引して欲しいです。

これからは各スーパー等量販店も24時間営業で割引してくると、対抗出来ない時期が必ずやってきます。

歩道から店内に誘導ブロックをつけて欲しい。

若い女の子は指先まで派手なので、その手で食品等触られたくない。

朝の仕入れが遅い。

立ち読みがしにくくなった。（雰囲気）

トイレなど自由に使いたい。

毎日弁当を購入。客の顔を覚え、その都度暖めますかと聞かなくても、接客応対できるようにして欲しい。

アダルト系雑誌がこれでもかという位目に付く。子供達の非行との関係を理解しているのかと疑う。

お昼近くになると弁当の種類が少なく買いたい物がなくなる。

お年寄りにやさしい、バリアフリーやユニバーサルＤが考慮されていない点。

コンビニ強盗などが起こりにくい店舗にしてもらいたい。夜中に若者がたむろしていて入りにくい。

商品を選んでいる時、店員がその棚で商品の陳列をして邪魔なとき。お釣りを投げる様に渡される事。

接客態度が良くない。

駐車場の汚れ、たばこの吸い殻等。個人のモラルと思いますが、広場の（駐車場汚れ）整理を望みます。

時々トイレットペーパーがきれている。時々レジの周りの商品が乾いていて、固いことがある。（唐揚げ棒など）

おでんのフタは、閉めていた方が衛生的だと思う。入り口近くにあるのだから、ゴミやほこりが入っていると思う。

子供に頼まれてカードを買いにいった時品切れ。入荷日を聞いてもわからなかった。非常に腹が立ちました。
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時々店側に断らないと入れないトイレがあるのが嫌です。

トイレを使わせて頂く事もありますが、中には清掃が行き届いていないコンビニがあります。トイレは常に清潔に。

利用して満足はしません。仕方なく利用。

コピー事務では助かっている。（我々老人にも機械が取り扱い方について良く指導していただいている。）

高校生などたむろしているので、健全な場所になるよう、頑張って欲しい。

コンビニが乱立しすぎて果たして経営が成り立って行くのか心配だ。

薬局が中にあればいいのだけれど（問題点はあると思いますけど）

セブンイレブン等はクレジットカードが使えないので不便です。今は、カード時代です。

コピー機が利用出来るのは非常に良い。2台あるとなお良いが。宅配便を扱ってくれるのが便利。

日経新聞を置いているところが少ない。本の注文は早く届いて便利。

店舗面積が限られているので仕方ないと考えるが、ごく簡単な物しかなく不便。もっと種類を増やして欲しい。

あいさつが良いのでいいが、皆一斉にいわれるとこわい。

夜遅くまで駐車場で、若い人達がたむろしている。営業に差しさわりは無いのでしょうか。とても入りづらい時があります。

レジとお客が正対している。通り抜けられない。

ＡＴＭ利用が出来る様になり良かった。

テレビＣＭの弁当を買ったが期待はずれだった。

店員は固定した方がいい。店員の変わりやすい店は、客が少ない様に思うし、入りづらくなる。

弁当のおかずが他店より多い。接客態度が良くない時もある。

制服はいつもきれいにして欲しい。コピーの使い方が分からない時、親切に教えてくれると助かるんです。

コンビニにＡＴＭが設置され便利になったと思いますが、反面、強盗事件が発生するのでは…と心配です。

コピー機をたまに利用するが、きれいにコピー出来ないのが多い。メンテナンスを良くして欲しい。

トイレが狭く時間によっては混む。男女別々にトイレを設置して欲しい。公共料金等の取り扱いができれば、

行政のコストダウンになるのでは。真心のこもったあいさつの実行、継続。これが事業発展の源である。

何故コンビニは商品が画一的なのか。個性、特性というものに工夫があってもいいのではないか。

お釣りを渡される時落とすような（手に）返し方をする店がかなり多い。（店員が若い女の子が多い）

身内でやっている店を徹底して欲しい。だらけている所があり、客に対して愛想良くする人と、しない人がいる為。

はし、スプーン等の入れ忘れ。期限切れ直前の食品は値引きすべき。レジ袋を使わない時は、スタンプサービス。

他人に干渉しないし自由に選択できる事が唯一のサービス

買いたい物（特におにぎり、弁当等）が3個くらい買おうと思う時に数が足りない。

振込が楽

学生通りで出入りが多いところは、トイレがとても汚い。入った人数だけ汚れているので気遣って欲しい。

県の証紙があれば

珍しいなつかしいお菓子が置いてある。（ファミリーマート）

性的描写の露骨な雑誌等は取り扱わないで欲しい。多感な子供達が適切な教育を受けないまま、興味本位

で感情に走ってしまう、コンビニの社会に対する責任と、義務として認識し、行動して欲しい。

お手洗いが不便

トイレが男と女に分かれていれば、良いかな。

道路のあちこちにコンビニから買った物かと思われる、袋ごと捨ててあるゴミが目立っていると思います。

コピー機使用、気遣わずできます。教えてくださったり、手伝ってもくれます。有りがたい事で、嬉しく思っております。
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トイレをお借りしても、快く応対して下さって、とても有り難く思う。申し訳なく…と思い、何がしかの

物を求める事にしている。

コピーの際の利用金額が、レシートとして発行できないか。

大きな声と笑顔で挨拶されると気持ちよく、又寄りたい気持ちになります。ブスーッとした店員に会う事

もありますが。

コンビニの廻りに田があるのですが、ゴミが田に入って困ります。店の人も注意して、店の廻りを見て欲しいと思います。

全てのコンビニでＡＴＭ、郵便の取り扱いをして欲しい。ローソンの郵便集配も回数を増やして欲しい。

味付けを段階的にする。

品質も競って良い物を安く供給して欲しいです。この頃は食品添加物を使用しない食品もあり、この点は

良い事と思います。

店員が客に敬語を使わない。とても不快。

私道上に大きな看板があり、見通しが悪く危険です。道路にはコンビニのゴミ。店内より外に目を向けてもらいたい。

銀行のキャッシング出来たことが満足してます。24時間営業をしていることがよいです。

品切れが多い。特に夜。

コピー機を利用させていただいた。特に使用について、不明の時は大変親切にやっていただき、いつも感謝しております。

ケーキなどは手作りのケーキなどをおいて欲しい。大量生産品ではちょっと不満を感じる。

他の店がやっていない時間に営業しているのは、便利だと思う。反面、無ければないですませると思う。

ドライブをしているとき、トイレの利用をします。買い物をしなくても良い物まで買うような気遣いをしています。

弁当をレンジで温めてもらえるのが非常に良い。

夜間にコンビニ周辺の治安が悪くならないようにしてもらいたい。

真夜中も利用できて良い。加工食品の内容量が少ない。（価格が高い）

急なコピーが出来た。

公共料金及びＡＴＭの活用が出来るので、郵政公社と統合したらいかがですか。

いつも行くところは（朝）元気良く、行ってらっしゃい、お気をつけてなどで、送り出してくれるので朝からいい気分になれる。

時々店員がおにぎり等を「温めはどうしますか？」と聞く人がいる。「温めますか？」なら「はい」「いいえ」ですむのに。

気軽にトイレが利用出来るので大変助かっています。ただ、きれいにされていない所が多いようです。

入替が早すぎて、次の週に行くと、新発売品が店の棚から無くなってしまう。いいなと思っても、少し後にはもう買えない。

食べたい物がすぐ食べられる。コピーがあって便利。

いつも便利にコピー機を利用させていただいて居ります

同じ系列のコンビになのに、店舗によって清潔、不潔の差がありすぎる。教育を徹底、統一すべきであると思います。

トイレを外にしてほしい

その名の通り、便利性はいつも感心、満足しているが、いささか気になるのは、食品店化している感があること。

トイレが自由に使える事が良い

子供のスポ少での遠征の時など、よく知らない場所に行ったときでも、身近にあるコンビニはとてもたすかります。

大体の店が元気よく、挨拶が徹底している事が気持ち良い。ただ経営者、年輩者の時は、あまり活気が無い状態が多い。

○気軽にトイレを利用させてもらった時

○郵便物の重さを量る（計量バカリ）があるとよい（料金がわかるように）（切手代）

関東周辺に比較しますと、品数は少ない。種類も多いと使用回数が多いと思います。

苦しい世の中での経営なのだが、夜間は1名でなく、2名で対応してほしい。



1 集計結果

1）今回のアンケートは、消費者のコンビニ利用の現況を把握し、そこから最近の消費傾向を考察するこ

とを目的に実施した。そこで結果の精度を高めるため、調査対象を郡山市に絞り、郡山市在住者2,300

人を無作為抽出し､郵送でアンケート調査を行った。その結果、計504件（回収率22.6％）の回答があ

り、そのうち有効回答は489件であった。

2）ＮＴＴハローページから無作為に調査対象を抽出し、世帯の中から任意に回答者を選んでもらう主旨

での調査だったが、回答者のほぼ7割が男性で、40代以降の回答者が多かった。おそらくはそれぞれの

世帯主が、そのまま回答者となったケースが多いものと考えられる。ただし結果としては、中高年男

性のコンビニ志向を探る上で、参考となるデータが収集されることとなった。

3）コンビニ利用状況からは、女性より男性の方がコンビニ利用度は高く、また中高年男性の利用度が意

外と高いことが分かった。30代、40代では「ほぼ毎日」「週に2～3回」の合計が5割を超え、また50、

60、70代でも半数以上が「週一回以上」コンビニを利用していると回答した。

4）コンビニを選ぶ基準では、「家の近所」がもっとも多く、次いで「駐車場がある」ことだった。「通勤

等の経路」という回答も多い。したがってアクセスの便利さが、もっとも大きい選択基準であるよう

だ。次いで「弁当等がおいしい」ことで、品質が求められていることがうかがえる。店舗の広さや安

さで選ぶという回答はほとんどなかった。

5）よく利用するチェーンではセブンイレブンが約9割の回答を集め、認知度の高さを示した。次いでファ

ミリーマート、ローソンの順。他の各チェーンが一ケタ台のパーセントだった。

タウンページで郡山市内のコンビニ店数を調べると、セブンイレブン64店、ファミリーマート26店、

ローソン13店、セーブオン9店、ホットスパー6店、ミニストップ5店、デイリーヤマザキ4店であり、

よく利用すると答えたチェーンの順位と店舗実数順位は、ほぼ一致しているといえる。

－28－

●第二章　まとめ●

第二章　まとめ



6）よく購入する食料品では「弁当・おにぎり」「サンドイッチ・パン類」が多かった。いわゆる中食（な

かしょく）需要はかなり大きいことを表している。60代、70代でも利用度はかなり高い。「菓子・ガ

ム・アイス」の比率も高く、嗜好品需要もコンビニで満たしている消費者が多いようである。生鮮品

や冷凍食品の購入は少なく、コンビニの食料品は、手間をかけずに食べられるものが求められている、

ということが、数値に表れたものであろう。

7）よく購入する飲料では「緑茶・ウーロン茶」がやや多く、特に「ほぼ毎日」利用する人の7割近くはよ

く購入すると回答した。「清涼飲料水」は20～40代では購入率が高いが、50代以上ではほぼ3分の1程度

に減少し、代わりに「牛乳・乳酸菌飲料」の比率が高くなる。年代による嗜好変化や、最近の健康志

向を反映しているものだろう。

8）よく購入する雑誌・雑貨等では、「雑誌」の購入率が高く、次いで「文房具・乾電池等」の比率が高か

った。「雑誌」は20代～50代で、そして利用頻度が高いほど、購入比率が高かった。60、70代で「文房

具・乾電池」の購入率が高いのは、文具店や家電店に足を運ばないで済む便利さが喜ばれているもの

と考えられる。

9）よく利用するサービスでは、「コピー機利用」が多く、次いで「公共料金振込み」が多かった。20～30

代では「公共料金振込み」利用が多く、60～70代で「コピー機利用」が多かった。また「ほとんど足

を運ばない」「月に数回程度」という人も、「コピー機利用」にはコンビニを訪れる比率が高い点も、

特色として上げられる。

10）コンビニに望む商品、サービスでは、生鮮食品や地元産品の取り扱い、行政サービスの取り扱いを望

む声が多かった。またコンビニの気になる点では、店員の応対、弁当類の廃棄処置、深夜営業での防

犯面を上げる意見が多かった。自由意見は好意的なものと批判的なものが拮抗したが、価格面では

「少し高い」という意見が多かった。
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2 考察

1）コンビニは若者向けの店、というイメージが一般にはあるが、今回の調査によって、中高年男性の利

用度は意外なほど高いことが分かった。そして購入品の中心は、弁当・おにぎりやサンドイッチ・パ

ン類など。つまり自宅での調理と、外食との中間に位置する、中食（なかしょく）だった。その傾向

を反映してか、最近のコンビニにはシニアの嗜好に合うものも結構そろうようになっている。

中食需要がコンビニに求められる背景には、不況で支出を控えるために、外食より安上がりのコン

ビニを選ぶ勤労者層の心理や、郊外大型店に買い物に行くのが困難なシニア層が、身近なコンビニで

買い物を済ます、という構図が考えられる。あるいは独居高齢者や、シニアの二人暮らしの夫婦で、

食事の準備が大変で、コンビニを利用するということも考えられそうである。

ただしシニア層には、高齢者扱いされるのを嫌う人も多いし、実際、精神も体もまだまだ丈夫な人

が多い。シニア層を高齢者扱いすることなく、しかも潜在的なウォンツに的確に応える商品構成を考

えることが、コンビニのこれからの課題の一つと考えられそうだ。

2）コンビニはいまや、24時間営業が当たり前になっているが、一方でスーパーマーケットやドラッグス

トアの長時間営業も目立つようになってきた。とすると、これまではコンビニの強みだった『時間の

利便性』が薄れることになる。夜間に買い物をしたい消費者には、コンビニ以外の選択肢も生まれた

ということである。

さすがに、欲しいものを探すのが数分で済むし、レジ精算の時間が短い、という時間節約面ではコ

ンビニの方が有利だが、アイテム数ではスーパーマーケットやドラッグストアにかなわない。夜間の

購買という局面で、コンビニは新たな、業態間競争を迎えたといえそうだ。

そこで、本アンケートを再度振り返ると、「コンビニを選ぶ基準」では、「家の近所」「駐車場がある」

という便利さに次いで、「弁当等がおいしい」という回答が多かった。そこを考えると、『便利さ』に

次いでこれから重視すべきキーワードは、『品質』になってくるものと考えられる。

3）食料品店や書店など従来の業種店の中には、コンビニを脅威と感じる店も少なからずあると思われる。

しかしコンビニを敵視するよりは、小規模店であり、低価格を志向しなくても、集客力を発揮する要

因をしっかり観察すべきだろう。たとえば、クレンリネス、欠品させない商品管理、頻繁な入れ替え

で消費者を飽きさせない商品陳列、接客がないので安心して入店できるという、いわばサービスをし

ないというサービス。これらは従来の業種店も、大いに参考にすべきポイントであると思われる。
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4）消費者がコンビニを選ぶ理由で一番多かったのは、「家の近所」だった。欲しいものが近くで買えるな

ら、それに越したことはない、ということだろう。それなら、従来の業種店、そしてその集積である

商店街も、近くの便利な店として認知してもらえるなら、また消費者の足を向けてもらえる、という

構想にも結びつけられるのではないだろうか。

消費者の多くは、普段の買い物に郊外大型店を利用している。しかしちょっとした買い物のたびに、

その都度郊外まで足を伸ばすのは面倒だし、大型店は好きであっても、駐車スペース探しや、レジの

行列に並ぶのは、消費者にとってはストレスになる。小規模店であるコンビニがここまで増えた背景

には、「コンビニなら数分で買い物が済む」という、時間節約を求める消費者心理も確実にあったはず

である。

それなら、コンビニと違うコンセプトでの、従来業種店、商店街の戦略を磨いてみる手はないだろ

うか。たとえば御用聞きや配達、空き缶回収、修理、保守点検など。「近くて、便利で、親切な店」と

いうのが、従来の業種店や商店街の目指すべき方向の一つと思える。

5）消費者には「飽きる」という習性がある。いつも同じ場所に同じ商品が、売れずに残っているような

店だったら、消費者には次第に敬遠されてしまうだろう。だから、商業が変化対応産業であることを

認識するなら、商品は常に入れ替えて、売場の鮮度を最高の状態に保つ努力が絶対必要になる。

コンビニは1年で商品のおよそ7割が入れ替わる。だから消費者は、「ほぼ毎日」「週に2～3回」と訪

れても、飽きることなく利用できるものだろう。従来の業種店、商店街には、その変化に対応しきれ

ていなかったケースが少なからず見受けられる。しかし商業が変化対応産業であるかぎり、変化の必

要性は直視しなければいけないだろう。業種店、商店街活性化はまさに、コンビニが実践してきたよ

うな変化対応に学ぶところから始まるように思われる。
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コンビニ利用に関するアンケート調査のお願い　　　　　　　　　　 平成16年　1月

※）『コンビニエンス・ストア』は、おおむね30坪（100平方メートル）前後で、食料品や日用雑貨、雑誌などを扱い、
長時間営業（24時間営業など）を実施している店舗とお考えください。なおアンケート本文中では、『コンビニ』と
省略します。

1 ご回答される方の性別と年代をお教えください。

1）性別 □　男性 □　女性

2）年代 □　10代 □　40代 □　70代以上

□　20代 □　50代

□　30代 □　60代

2 同居されている御家族数は、あなたを含めて何人か、お教えください。

□　1人 □　5～6人

□　2人 □　7人以上

□　3～4人

3 あなたはコンビニには、どの位の頻度で足を運びますか。

□　ほぼ毎日 □　月に数回程度

□　週に2、3回 □　ほとんど足を運ばない

□　週に一回程度
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拝啓、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

（財）福島県産業振興センターは、県内の商工業を支援するために設けられた公益法人です。

この度、当センターでは、消費者の皆様のコンビニ（コンビニエンス・ストア）利用状況について、

アンケート調査を実施することといたしました。このアンケートは、消費者の皆様の消費動向を調査

することによって、より快適な商業事情のあり方を探ることを目的としたものです。お忙しいところ

恐縮に存じますが、普段のお買い物の状況を想定してお答えください。なお回答されるのは、ご家族

の中のどなたでも結構です。お一人でお答えください。

この調査により、個人のプライバシーが公表されることは一切ありません。公益的な目的の調査で

あることを御理解の上、御回答くださるようよろしくお願い申し上げます。

なお、お手数ながら、平成16年2月20日（金）までに投函くださるよう、よろしくお願い申し上げます。

敬　具

財団法人　福島県産業振興センター

理事長　小　山　紀　男
【連絡先】
福島市三河南町1番20号　コラッセふくしま2階
財団法人　福島県産業振興センター　企画管理部経営支援グループ
電話 024（525）4035 ファックス 024（525）4036 電子メール rsc@f－open.or.jp



4 コンビニを選ぶ際の基準はどれですか。主な理由を3つ以内お選びください。

□　家から近い

□　通勤、通学等の経路にある

□　駐車場がある

□　店内が清潔で明るい

□　店舗が広い

□　店員の接客態度がいい

□　商品の種類が豊富である

□　新商品が陳列されている

□　商品が比較的安い

□　弁当、おにぎりなどがおいしい

□　イートイン（店内で食事できるスペース）がある

□　トイレがきれい

□　特に選ぶ基準はない

□　その他（ ）

5 特によく利用するコンビニのチェーンはありますか。

□　セブンイレブン

□　セーブオン

□　ローソン

□　ファミリーマート

□　デイリーヤマザキ

□　ミニストップ

□　ホットスパー

□　チェーンの種類、店舗の名称には特にこだわらない

□　その他（ ）

6 コンビニでよく買う商品、利用するサービスは何ですか。よく買う（利用する）も

のに『○』、たまに買う（利用する）ものに『△』を記入してください。該当するも

のは、いくつ記入されても結構です。

【食料品】

□　弁当、おにぎり

□　サンドイッチ、パン類

□　カップ麺、インスタント食品、レトルト食品

□　惣菜類

□　納豆、卵、豆腐

□　生鮮品（刺身、野菜、肉等）
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□　おでん、中華まん等

□　菓子、ガム、アイス

□　冷凍食品

□　調味料

□　その他の食品（ ）

【飲　料】

□　牛乳、乳酸菌飲料

□　緑茶、ウーロン茶

□　コーヒー、紅茶

□　清涼飲料水

□　栄養ドリンク

□　アルコール類

□　その他の飲料（ ）

【雑誌、雑貨等】

□　雑誌

□　コミック、文庫本

□　文房具、乾電池等

□　CD、ゲームソフト

□　生活雑貨（歯磨、シャンプー、洗剤等）

□　下着、靴下等

□　傘、バッグ

□　その他（ ）

【サービス】

□　コピー機利用

□　公共料金振込み

□　ＡＴＭでの現金預け入れ、引き落とし

□　通販注文品の受け取り決済

□　年賀状等の印刷注文

□　その他（ ）
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7 コンビニにあればいいと思う商品、サービスはありますか。（例：高齢者向けの薄味の弁

当販売、地元の特産品の販売、住民票などの受け取り等）

8 コンビニを利用して、気になる点はありますか。（例：あいさつが紋切り型、期限切れ食品

の廃棄等）

9 他に、コンビニを利用して満足したこと、あるいは不満に感じたこと、コンビニに

望むこと等があれば、自由にご記入ください。

（御協力ありがとうございました。同封した封筒にお入れになり、御投函ください）
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〒960－8053 福島市三河南町1番20号　コラッセふくしま内

財団法人　福島県産業振興センター
企画管理部　経営支援グループ

電　話　024（525）4035 ＦＡＸ　024（525）4036
http://www.f-open.or.jp/ 電子メール　rsc@f-open.or.jp


