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コンビニエンスストアとは

多拠点多拠点
・コンビニエンス店舗数（国内）

４８，５８４店舗

小規模小規模
・店舗敷地面積下限

３０㎡
※2012年7月時点 月刊コンビニ参照

・ファミリーマート店舗数
国内 ９，０７７店舗

３０㎡
・年間改廃アイテム数

約３，０００アイテム
・２４時間営業

海外 １２，１４５店舗
※2012年８月時点

２４時間営業

※下限営業時間１４時間

フランチャイズシステムフランチャイズシステム
・品揃えを本部が推奨 店舗が

店舗運営店舗運営
・品揃えを本部が推奨、店舗が
選定して仕入（独立事業者）

品揃え提案 仕入・販売

・店舗責任者（店長） ≒ 店舗数
・勤務者の大半はアルバイト契約

※店舗ごとに採用・契約
過半部分が

※レギュラーチェーンは
本部仕入商品を店舗販売

・過半部分が

セルフサービス方式

ファミリーマートシステム
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商品戦略

各地域の資産を活かして各地域の資産を活かして
地域でＮＯ１の品揃えを実現する

Regional

PriceGeneration

イノベーションによる商品価値の
向上により客単価ＵＰを狙う

各世代を
３つのターゲットに分類し品揃えを深耕
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参考：主要な味噌の種類

地域の嗜好性への対応 （味噌一般）

米／赤／辛口
長期熟成・塩分多め

米／赤／辛口
癖のない万人向き

北海道北海道津軽津軽

米／赤／辛口米／赤／辛口
米／赤／辛口
塩分多め・サラッとしている

仙台仙台
加賀加賀

越後越後

米／赤／辛口
長期熟成した完熟の旨み

米／赤／辛口
麹粒に特徴・完熟濃厚な旨み

塩分多め サラッとしている

米／白／甘口

京都京都
江戸甘江戸甘

米／赤／甘口
塩分少な目・キリッとした甘さ

米／白／甘口
光沢のあるクリーム色
上品な芳香・塩分少な目

府中府中

江戸甘江戸甘

米／淡色／中間
国内生産の大半を占める
最もポピ ラ な味

米／白／甘口
西京味噌に似て円やかな甘み

信州信州

最もポピュラーな味

豆／赤褐色／辛口瀬戸内側：麦／やや白／甘口麦／赤・淡色／甘口

九州九州 四国四国 愛知愛知

おもに赤出汁に使用
濃厚な香味

瀬戸内側：麦／やや白／甘口
太平洋側：米／やや赤／甘口熟成が若く色が薄い

麦と米の合わせもある
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地域資産の活用

各地域の資産を活かして地域でＮＯ１の品揃えを実現する

食糧産業 地域団体 コラボレーション
農山漁村
ネットワ ク

地産地消

食糧産業 地域団体 ラボレ ション

安定供給
食育

学校 地元有名店
スポーツチーム

ネットワーク

・地産食材を使用
した商品開発等

食育 スポ ツチ ム

・地域の生産者、
加工業者、流通
業者のネ ト

・学校との共同開発
＝「ファミマもの
づくりアカデミー」

・地域で親しまれ
ている有名店と
のコラボレー業者のネット

ワーク化
・地域の地産品を
知ることによる

による地域活性
化・ファン育成

のコラボレー
ション

・地域に根付いて
いるスポーツ知る とによる

食育推進 チームとのコラ
ボレーション
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2012/05/21現在 ※地図網掛けは包括協定締結済み

青森県
/ /

秋田県
（2011/8/5）

各都道府県 包括協定マップ

３９府県と

北海道
（未定）

2010/12/3

岩手県
（交渉中）

山形県
（2012/2/17）

富山県
（2012/2/24）

岐阜県

新潟県
（2010/5/14）

３９府県との
包括的連携協定を

締結
宮城県

（2010/4/23）

福島県
（交渉中）

長野県
（2010/6/18）

石川県
（2009/5/20）

福井県

岐阜県
（2010/9/13） 群馬県

（2011/1/28）

茨城県
（2012/11/05)）

栃木県
（2008/9/3）京都府

（2011/4/27）

鳥取県
（2012/10/17）

兵庫県岡山県

滋賀県
（2012/5/1）

（未定）

（2012/11/05)）

千葉県
（2009/5/11）

埼玉県
（2008/7/1）

（2012/10/17）
（2010/7/29）

福岡県
（未定）

（2011/8/1）
山口県
（未定） 島根県

（2009/3/23）

広島県
（2011/6/6）

東京都
（未定）

神奈川県
（2010/12/17）

山梨県
（2011/11/8）長崎県

（2009/8/31）

佐賀県
（2009/9/7）

三重県
静岡県

（2009/12/16）奈良県
（未定）

和歌山県
（2010/10/26）

徳島県
（2010/8/11）

高知県大分県
熊本県

愛知県
（2010/2/2）

（2011/2/7）

（ / / ）

大阪府
（2011/7/19）

香川県
（2008/3/28）

（ / / ）

愛媛県
（2007/5/22）

高知県
（2009/7/27）

大分県
（2012/6/29）

宮崎県
（2009/2/3）

鹿児島県
（2007/9/14）

（2010/8/27）

沖縄県
（2010/1/12）
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事例-１

取組の題名取組の題名

県漁連（福岡県漁業協同組合連合会・長崎県漁業協同組合連合会）からの
食材供給による、地場の魚介類メニュー販売とその販売を通じての食育

取り組みの概要と成果

福岡県漁連、長崎県漁連で
取り扱 ている魚種を選定し

福岡県漁業
共同組合連合会

取り扱っている魚種を選定し
産地・鮮度・旬などを活かした

メニューを販売長崎県漁業
共同組合連合会

食育の観点から『九州うまか魚』ロゴ食育の観点から『九州うまか魚』ロゴ
（福岡県漁連 認証）を商品パッケージに

印字することで、九州産の旬の魚であることを
お客様に認識していただく
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事例-１

取り組みの経緯 活用したノウハウ取り組みの経緯、活用したノウハウ

背景

各府県との包括的連携協定の締結に伴い、地産地消のニーズが強まり、
しっかりとトレースのとれる、安心・安全な食材が求められるようになった。

出会い

お客様へ訴求できる地産地消の食材で

ファミリーマート

お客様へ訴求できる地産地消の食材で
安心・安全な食材を供給してほしい

ファミリ マ ト

製造業者 付加価値、品質管理基準、供給量がなかなか合致しない

各条件の合致、食材供給へ向け検討開始

各漁連
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事例-１

取り組みの経緯 活用したノウハウ取り組みの経緯、活用したノウハウ

選定に至った機能

①一次加工場
水揚げされる漁港の近くにある
・鮮度の良い食材を使用できる

②冷凍施設
市場から５分くらいの場所に
冷凍施設がある鮮度 良 食材を使用

・細かい処理が可能
（魚体の歩留まりが良い）

・すり身などの製造量が多い

冷凍施設 あ
・鮮度の良い状態で保管可能

食材を加工・保管できるネットワークの存在

鮮度維持鮮度維持

④品質管理
日本アクセス（卸）の

鮮度維持鮮度維持

③付加価値
地場の旬の魚を食材として 日本アク ス（卸）の

食品安全管理課から指導を
実施
・ＦＭ基準での運用が可能と
な た

地場の旬の魚を食材として
使用することができる
・食育への取り組み

県産の指定が可能 なった県産の指定が可能
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事例-１

取り組みの経緯 活用したノウハウ取り組みの経緯、活用したノウハウ

継続にあたり

ファミリーマート、県漁連、製造業者の３者間で定期的会議を実施

→ 継続的食材使用に向けた、商品計画の構築継続的食材使用 向 た、商品計画 構築

商品事例

売価 248円きびなご南蛮漬け風

九州産きびなごを唐揚げにし、南蛮たれと野菜でさっぱり

商品名

九州産きびな を唐揚げにし、南蛮たれと野菜でさっぱり
といただける仕立てとしました

売価 180円金芽米 鯛めし商品名 売価 180円金芽米 鯛めし

長崎県産天然真鯛のほぐし身を炊き込みご飯に混ぜたおむ
すび。鯛の切身を昆布だしに漬け込み、焼成後に胡麻を加

商品名

すび。鯛の切身を昆布だし 漬け込み、焼成後 胡麻を加
えてほぐすことで香ばしい香りを感じられます。
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事例-１

商品事例商品事例

売価 550円ぶりの照焼弁当

九州地区では 北陸地区に次いで消費の多いぶりを使用し

商品名

九州地区では、北陸地区に次いで消費の多いぶりを使用し
たメニュー。照焼は刺身の次に多いブリの調理法。長崎で
水揚げしたブリを、漁港近くの工場で加工することで、鮮
度の高い状態を保つことが可能となった。

売価 105円わかめおむすび

崎 採れ を塩蔵加 程 塩味

商品名

長崎県で採れたわかめを塩蔵加工し、程よい塩味とシャキ
シャキとした食感に仕立てた。ご飯に混ぜ込み、煎り胡麻
で風味をつけたシンプルな味わいのおむすび。

参考：市場画像
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事例-２

取組の題名取組の題名

地産鶏肉サプライチェーン構築による地産地消への取り組み

取り組みの概要と成果

ファミリーマート 製造業者
但馬地区養鶏農家

（㈱但馬）
伊藤忠商事・飼料

地産地消への取り組みとして、使用量の多い鶏肉の良質な地産原材料確保に向け
生産・製造・販売が一体となった食材サプライチェーンを構築し、商品提供へ

（ＦＭ） 商品力向上に伴う、商品売上の拡大
（製造業者） 良質原材料確保・コストメリット創出による商品力向上
（生産者） 安定的・計画的使用による経営・生産体制の強化
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事例-２

取り組みの経緯 活用したノウハウ取り組みの経緯、活用したノウハウ

背景

各府県との包括的連携協定の締結に伴い、地産地消のニーズが強まり、
しっかりとトレースのとれる、安心・安全な食材が求められるようになった。

出会い

ファミリーマート

お客様へ訴求できる地産地消の食材で
安心・安全な食材を供給してほしいァ リ

製造業者 付加価値、品質管理基準、供給量がなかなか合致しない

生産者と一体となったサプライチェーン構築を提案伊藤忠商事

安定的供給へ向け、検討を開始

但馬地区養鶏農家
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事例-２

取り組みの経緯 活用したノウハウ取り組みの経緯、活用したノウハウ

選定に至った機能

①一次加工
㈱但馬の工場内に、加工ラインを増設
・鮮度の高い状態で加工実施
専用の加工ラインによ て

②冷凍施設
加工後、冷凍設備で冷凍し各工場へ配送
・早急な冷凍による品質劣化防止
物流コストメリ ト創出・専用の加工ラインによって

継続使用に適した状態へ加工
・物流コストメリット創出

③ ④ ⑤③付加価値
但馬鶏として、
地産地消を
訴求することができる

④品質管理
ＨＡＣＣＰ方式に基づく
徹底した品質衛生管理
・製品検査ではなく

⑤物流網
関西地区
約１,２００店舗への
安定供給を図るため訴求することができる

・産地の指定
・食育への取り組み

・製品検査ではなく、
入荷から製造、出荷までの
各工程で危険を予測し
予防、監視

安定供給を図るため、
物流網を構築

飼育から加工までの一貫生産

安心安全実現安心安全実現安心安全実現安心安全実現
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事例-２

商品事例商品事例

売価 498円但馬の味どり 焼鳥重商品名

飼料・飼育にこだわった兵庫県産「但馬の味どり」を使用。
もも肉の照焼き、むね肉のつくねとそぼろをのせました。

売価 480円但馬のすこやかどりチキン南蛮弁当商品名

兵庫県認証食品である「但馬のすこやかどり」の鶏むね肉
をチキン南蛮に仕立てました。

売価 480円包み仕立ての鶏づくし弁当商品名

兵庫県産「但馬の味どり」を、甘辛く味付けした「味ご
飯」と合わせました。「包み仕立て」にすることで香りも
楽しんで頂けます。おかずにチキン南蛮とつくねを添え、
鶏づくしのメニュ にしました鶏づくしのメニューにしました。
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事例-２

商品事例商品事例

売価 498円但馬のすこやかどりチキン南蛮弁当商品名

兵庫県認証食品である「但馬のすこやかどり」の鶏むね肉
をチキン南蛮に仕立てました。

売価 498円但馬の味どり手羽元重商品名

但馬の味どりの中でも希少部位で、プリプリした食感と旨
みが特徴の「手羽元」を照り焼きにし、鶏そぼろ、鶏つく
ねにも味どりを使用しジューシーに仕立てました。

売価 180円どぶ漬けソースのチキンカツ商品名

兵庫県産鶏を使用したチキンカツを、串カツ発祥の関西ら
しくソースにどぶ漬けし、おむすびの中具にしました。
野菜とリンゴの旨みあるウスターソースに香辛料を加えた
特製ソ ス使用特製ソース使用。
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事例-２ 参考：衛生管理

従来方式従来方式
出荷前の抜取り検査

集鳥
湯漬
脱毛

中抜 解体
計量
包装

出荷

ＨＡＣＣＰ方式
継続的に監視・記録を行う

温度管理

細菌検査

法令内臓検査

細菌検査
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今後の取り組み展望

様々な分野の食材・原材料について
上記同様に生産者と一体になった

フ ミリ マ ト
記同様 産者 体
サプライチェーンを構築

新たな業者との取組による

ファミリーマート

新たな業者との取組による
原材料の拡大、メニュー拡大

一次加工・保管者等
流通業者

生産者

良質な地産食材の確保・地場産業の活性化を図る

地域密着した商品づくりを推進
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取り組みにおいて求めるもの

付加価値（地産・地消）付加価値（地産・地消）
県産、銘柄等の訴求が可能なもの

鮮度の高い、良質な原材料

安心安全安心安全
衛生管理の維持・一次加工における原材料加工の安心安全

（金属探知機・Ｘ線検査等の維持、保全）

安定供給安定供給安定供給安定供給
原材料の規格安定（ブレのない加工等）

物量の安定（安定した物流網など）物量の安定（安定した物流網など）
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