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食品スーパー ドラッグストア 調剤 調剤争奪戦！！ 

解説：ソフトブレーン・フィールド IT戦略部部長 山室直経 、ソフトブレーン・フィールドICT企画部: 
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今日 昨日 今月 

スーパー、コンビニ、外食など９業種の 

人流調査！緊急事態宣言解除後、人が増 

えなかった意外な業種は？ 

調剤事業をめぐるボーダレスな競争が展開されつつある今日。しかし、調剤薬局に対する消費 

在庫一元化に、リアル店舗の世界観をEC 者ニーズを緻密に分析しなければ、単なる“レッドオーシャンへの突入”に終わりかねない。そ 
で再現！ノースフェイスのOMO戦略とは 

こで本誌はソフトブレーン・フィールド（東京都／木名瀬博社長）の協力のもと消費者調査を 

実施し、調剤薬局の日々の利用実態と、求めることやサービスについての声を集めてみた。 DXを実現するためにトライアルが実施し 

た組織体制の変革とは 

コロナ禍で「時間短縮」を重視 DgS併設型薬局の利用増 ホームセンターバローがオープンした 

「PROsite高浜店」、同店の取り組みを 
ソフトブレーン・フィールドは、全国約20万人の消費者モニターからレシートとアンケート レポート！ 

回答を収集した購買証明付き購買理由データベース「マルチプルID-POS購買理由データPoint 
最新！2021年ドラッグストア売上高ラン 

of Buy（ポイント・オブ・バイ：以下、POBデータ）」を保有し、消費者の購買行動やその背 
キング スギホールディングスがマツキ 

景などを分析している。 ヨを抜く！ 

本特集に際し、ソフトブレーン・フィールドでは2021年9月11～13日の期間、直近1年以内 

に処方せん薬を購入した全国のモニター3767人を対象に、調剤薬局の利用動向についてアンケ 

ート調査を実施した。回答者の年代層の比率は30代以下が15.4%、40代が28.1%、50代が 

35.3%、60代以上が21.3%。平均年齢は約50歳、53.7%が女性となっている。 
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10月15日号「続々 

参入、食品小売も熱 

視線 調剤争奪 

戦!!」 

1,470円（税込） 

ソフトブレーン・フィールド（東京都／木名瀬博社長）の協力のもと消費者調査を実施し、調剤薬局の日々の利用実態と、 
ダイヤモンド ・ホーム 求めることやサービスについての声を集めた i-stock/makisuke 
センター2021年10月15 

日号「『ブーム』から 

『文化』へ DIY革 直近1年に受診して処方せんを受け取った医療機関数は「1カ所」との回答が55.6%で、世代 
命」 

を問わず最も多かった。ただし60代以上では、2カ所以上の医療機関を利用する割合も5割を超 

えている。直近1年での処方薬の購入頻度は、40代以下で「年に2～3回程度」との回答が4割以 

上を占め最も多かった一方、50代以上では「月に1回程度」が最も多かった（ 図表 ❶）。年代 

が上がるにつれて慢性的な疾患を抱えるケースが増えるためか、処方薬の購入頻度が高まる傾 中食2030～ニューノー 

マル時代の新たな 向がみられる。 
「食」をめざして～ 

ピックアップ記事 

体験はコモディティ化しない！FAR 
コロナ禍での処方薬の購買行動の変化についてたずねたところ、「医療機関に併設されてい EASTに学ぶ「顧客の心の掴み方」 

る調剤薬局ではなくドラッグストア（DgS）内の調剤薬局を利用し、待ち時間を短縮してい 

る」「なるべくほかの利用者がいない時間帯をねらって行くようになった」など、調剤薬局で 
コロナ禍で拡大する中食市場 外出 

の滞在時間を短縮したり、不特定多数の人との接触を回避しようとする傾向がみられた。ま 自粛でも高まる「料理の時短ニー 

た、「オンライン購入が可能かどうか調べる」「処方せん送信サービスは必ず使う」「処方せ ズ」 

んの画像を送信して受取日時を予約できる専用アプリを利用している」といったコメントもあ 

り、コロナ禍を機に、デジタル技術を活用したサービスの利用が広がっていることもうかがえ 在庫一元化に、リアル店舗の世界観 

をECで再現！ノースフェイスの 
た。 

OMO戦略とは 

大根から自動車まで売る「カリスマ 
次ページは 販売員」に聞いた、コロナ時代「販 

約8割が「待ち時間に買物」価格も重視する傾向 売」の極意 
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後、人が増えなかった意外な業種 

は？ 

食品スーパー ドラッグストア 調剤 調剤争奪戦！！ 
DXを実現するためにトライアルが 

実施した組織体制の変革とは 

ECチャネルなど存在しない！「EC 
この特集の一覧はこちら [12記事] 

は常にポケットの中」の現実が招く 

悲劇 

子供服のナルミヤ・インターナショ 

ナルが「写真館」出店を拡大するワ 

ケ 

22年2月期上期は増収営業減益のス 

ギHD 杉浦克典社長は決算説明会 

で何を語ったか？ 

マツキヨココカラが統合後初の新PB 

を発表 今後の商品開発の方針は？ 

関連記事 

コスモス、アオキが本腰、ス レシートは語る第４回ベルク 衝撃！オーケーが調剤事 

ーパーのオーケーも開始！ なぜ客数を伸ばし続けられる 業に参入 二宮涼太郎社長が 
商品・サービス 「調剤」争奪戦のゆくえ のか、その理由が明らかに！ 明かす「直営」にこだわる理 -PR- 

由 

第1回『小売業 キーパーソンに聞 2021/10/08 経営 2021/06/28 経営 2021/10/08 経営 

く！』セミナー開催（DCSオンライ 

ン会員限定） 

ワークウェアの自重堂が秋冬向けに 

商品を強化！高強度でおしゃれな 

「Jawin」EHウエアの新ブランドが 

登場 

半径200ｍ圏に6店舗 超 生鮮強化するクスリのア SM企業アンケート調査、 
菓子卸のトップ食品が”こだわり”菓 

激戦区でオーケーの調剤薬局 オキが調剤併設率７０％をめ 驚きの結果に！「調剤ビジネ 
子のポータルサイト「イストリア」 

が繁盛する理由 ざす理由と実現性 スに参入するか？どうみてい 
を今秋オープン、バイヤー向けに情 

るか？」 
報発信 

2021/10/11 経営 2021/10/12 経営 2021/10/12 経営 

顧客エンゲージメントの強化にはデ 

ータ活用が不可欠 

小売業のデータドリブン経営を 

Tableauで実現 

【特別対談】東急ストア×フェリカ 

ネットワークス 

コロナ禍で変わる購買行動の変化を 

捉える! 「ヒト軸」の買い回りレシ 

人気記事ランキング ートデータで見えてくる消費の最前 

線とは 

2021/09/27 

年率約30％成長！止まらない快進撃 ロピア、強さの秘密を徹底分析！ キリンビール 店頭で気付きを与える 

ラストワンマイル広告 「LINE POP 
2021/09/28 

Media」の可能性 
奈良2号店のロピア大和郡山店、鮮魚売場で初挑戦の「専門性」を追求した売場づくりとは？ 

2021/09/16 
RFIDは日本酒の流通をどう変える 

コロナ禍なのに好調なアパレル「ミズイロインド」、異色のブランド戦略 
か? 

〜サプライチェーンの革新を目前に 2021/10/08 

控えた物流・流通におけるRFID活 コスモス、アオキが本腰、スーパーのオーケーも開始！「調剤」争奪戦のゆくえ 

用〜 
2021/10/04 

食品強化型ドラッグストアはどう動く？ 前編 コスモス薬品とクリエイトSD 

コロナ禍における顧客と従業員の非 
2021/09/24 

接触化を推進！ 
ドラッグストアに対抗できるGMS イトーヨーカドー八柱店「ドラッグ型売場」へのリニューアルの 大手ホームセンターが導入した売場 
全貌 案内サービスとは 

2021/09/21 

アパレル全滅時代を救う 過剰在庫問題を解決する、シンプルかつ確実な方法とは 
【特別レポート】 「リテールDX デ 

ジタル時代のデータ経営を実現」～ 2021/10/13 
データを活用した戦略が小売業界の スーパー、コンビニ、外食など９業種の人流調査！緊急事態宣言解除後、人が増えなかった意外な業 
経営にもたらすメリットとは～ 種は？ 

2021/09/08 
商品・サービス一覧を見る 

日本の小売業1000社ランキング2021 コロナで最も伸びたのはスーパーでもドラッグでもなく意外な 

あの業態……【特別編集版】 

キーワード一覧 
2021/10/04 

ファミマが放出時、PPIHによる809億円自社株買いが二重の意味で「もったいなかった」理由 
ロイター 決算 食品スーパー 

経済 新型コロナウイルス 

ホームセンター アメリカ（米国） 

コンビニエンスストア 海外小売 

新店情報 

Eコマース・オンラインストア 

アパレル 中国・台湾・韓国 

提携・統合 ドラッグストア 

経営戦略 外食・外食市場 

アマゾン 株式市場 SDGs・ESG 

総合スーパー 雇用 

ロジスティクス（物流） 

ショッピングセンター・モール 

EU・ヨーロッパ 

フードデリバリー（食品宅配） 

イオン・グループ 

デジタルトランスフォーメーション（DX） 

食品メーカー 百貨店 

コンテンツ インフォメーション 

ニュース 流通関連用語集 About us 

特集 過去記事アーカイブ お問い合せ 

連載 新店 プライバシーポリシー 
経営 1970年4月に設立された「流通ビジネス 

新製品＆プロモーション 
サイト・リンクポリシー を元気にする」流通情報出版社です。 店舗 

フラッシュニュース 
「ダイヤモンド・チェーンストア」「ダ 広告掲載のご案内 マーケット HC情報フラッシュ 
イヤモンド・ホームセンター」「ダイヤ 

海外 コーポレートサイト 千田直哉のブログ 
モンド・ドラッグストア」の雑誌3誌を 

テクノロジー 
今日のひと言 雑誌取扱店舗 はじめ、各種媒体の制作・発行、販促支 

販促 
インタビュー 援ツールの企画制作、セミナーの企画運 

データ 営など、流通業界を中心に幅広く事業を 流通テクノロジー（RT） 

ライフ・キャリア 展開しています。 

書籍・サービス セミナー・フォーラム 

雑誌・書籍 セミナー一覧 

DCSオンライン＋ ダイヤモンド流通倶楽部のご紹介 

ディスプレイコンテスト・オンライン AI in ID-POS 協動研究フォーラム 

新店フォトマガジン 実践リテールDX研究会 
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都道府県勢力図2021 

決算データ2020 

SM/GMSスーパーマーケットスーパーデータ 

DIAMOND Chain Store誌について DIAMOND HOW TO WORLD ダイヤモンド・オンライン 

© 2021 by Diamond Retail Media 

https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kX3JfbV9vbmxpbmU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RpYW1vbmQucm0ub25saW5lLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mZWVkLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMC8yMDIxMTAwNV9pbmZvbWF0aW9uLnBkZg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9mb3JtLmRpYW1vbmQtcm0ubmV0L3JlZ2lzdHJhdGlvbl9tYWlsbmV3cw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zZW1pbmFyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZHJtLW9ubGluZXN0b3JlLmNvbS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hZHZlcnRpc2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZHJtLW9ubGluZXN0b3JlLmNvbS9teXBhZ2U=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mZWF0dXJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zZXJpYWwv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zdG9yZS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYXJrZXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9vdmVyc2Vhcy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9lYy1lcGF5bWVudC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC90ZWNobm9sb2d5Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zYWxlcy1wcm9tb3Rpb24v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9yZXRhaWxkYXRhLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYWdhemluZS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zbS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9ob21lY2VudGVyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9kcnVnc3RvcmUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9jb252ZW5pZW5jZXN0b3JlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9yZXRhaWwtZHgv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9keC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYXJrZXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zZXJpYWwvdHJpYWwtZHgv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYXJrZXQvOTU3MzYv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50LzkzODEzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50LzkzNjA2Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zdG9yZS85NDAwMC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50LzkwNDg3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZHJtLW9ubGluZXN0b3JlLmNvbS9pdGVtLzgwMw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZHJtLW9ubGluZXN0b3JlLmNvbS9pdGVtLzgwMg==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYWdhemluZS84NjA2NC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMC9kY3MyMTEwMTVfU1AxX1BoYXJtYWN5X1BhcnQyLTFfMDAtbm9yZXNpemUuanBn
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zdG9yZS85NTI3NS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk0MjI2Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50LzkzODEzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk0NTMwLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NzYzLzIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYXJrZXQvOTU3MzYv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NzYzLzIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NzYzLzMv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zbS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9kcnVnc3RvcmUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9kaXNwZW5zaW5nLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zcGVjaWFsLTIxMTAxNXRhZy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50LzkzNjA2Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NzU4Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mZWF0dXJlL3NwZWNpYWwtMjExMDE1Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50LzkzNDI5Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1Njg3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1Njk2Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjA1Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzg2NjU3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjEzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjEzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjA1Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjA1Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjA1Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzg2NjU3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzg2NjU3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzg2NjU3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24vOTQ1MDkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjUxLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjgwLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NzY3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24vOTM3ODEv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjUxLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjgwLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NzY3Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zYWxlcy1wcm9tb3Rpb24vOTI4MTAv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24vOTE3Njkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24vOTE2NTkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24vOTEzMDkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk0Mzk4Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC90ZWNobm9sb2d5LzkwMjI2Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zdG9yZS85NDQwMC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC90ZWNobm9sb2d5Lzg4OTkyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50LzkxMjg2Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1NjA1Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1MjA2Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24vODc5MDAv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zdG9yZS85NDQ1My8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk0MTkwLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24vODcyNjgv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYXJrZXQvOTU3MzYv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcm9tb3Rpb24v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYXJrZXQvOTI2NTYv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lzk1MjY1Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9yZXV0ZXJzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hY2NvdW50aW5nLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zbS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9lY29ub21pYy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9jb3ZpZC0xOS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9ob21lY2VudGVyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hbWVyaWNhbl9lY29ub215Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9jb252ZW5pZW5jZXN0b3JlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9vdmVyc2Vhcy1yZXRhaWwv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9uZXdvcGVuLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9lYy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hcHBhcmVsLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9jaGluYWVhc3Rhc2lhbmV3cy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50aW50ZWdyYXRpb24v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9kcnVnc3RvcmUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9idXNpbmVzc3BsYW4v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9lYXRpbmdvdXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hbWF6b24v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zdG9ja21hcmtldC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zZGdzZXNnLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9nbXMv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9lbXBsb3ltZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9sb2dpc3RpY3Mv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zYy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9ldXJvZWNvbm9teS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mb29kZGVsaXZlcnkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hZW9uLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9keC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mb29kbWFrZXJzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9kZXBhcnRtZW50LXN0b3JlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9nbG9zc2FyeS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hYm91dC11cy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mZWF0dXJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9mb3JtLmRpYW1vbmQtcm0ubmV0L2NvbnRhY3Q=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zZXJpYWwv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9uZXdfc3RvcmUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9wcml2YWN5Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYW5hZ2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9uZXdfcHJvZHVjdC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9saW5rcG9saWN5Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zdG9yZS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mbGFzaF9uZXdzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hZHZlcnRpc2VtZW50Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYXJrZXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9mbGFzaF9oZy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9vdmVyc2Vhcy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL2NvcnAuZGlhbW9uZC1ybS5uZXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9ibG9nX2NoaWVmLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC90ZWNobm9sb2d5Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9ibG9nX2VkaXRvci8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9ib29rc3RvcmUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zYWxlcy1wcm9tb3Rpb24v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9pbnRlcnZpZXcv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9yZXRhaWxkYXRhLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9yZXRhaWxfdGVjaG5vbG9neS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9saWZlLWNhcmVlci8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9tYWdhemluZS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zZW1pbmFyLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9wbHVzbHAuZGlhbW9uZC1ybS5uZXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9hYm91dC1yZXRhaWwtY2x1Yi8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy50YWljaGluLmpwLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9pZF9wb3NfZm9ydW0v
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9zaGludGVuLmRpYW1vbmQtcm0ubmV0Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9yZXRhaWxkeC5kaWFtb25kLXJtLm5ldC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kcnIuZGlhbW9uZC1ybS5uZXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC90b2RvdWZ1a2VuLXNlaXJ5b2t1enUyMDIxLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zZXR0bGVtZW50LWRhdGEtMjAyMC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLXJtLm5ldC9zbS1zdXBlcmRhdGEyMDIwLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kY3MuZGlhbW9uZC1ybS5uZXQv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZGlhbW9uZC1ybS5jby5qcC9ob3d0by8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly9kaWFtb25kLmpwL2xpc3Qvd2VsY29tZQ==


郵便法改正に伴う配達への影響について お知らせ 

有料会員 

石井麻美さん メルマガ登録 セミナー オンラインストア 広告掲載 
マイページ 

特集 連載 経営 店舗 マーケット 海外 EC・決済 テクノロジー MD データ 雑誌・書籍 

食品スーパー関連 ホームセンター関連 ドラッグストア関連 コンビニ業界 リテールDX デジタルトランスフォーメーション（DX） 

トップ » 経営 » 全国消費者に聞く！調剤利用実態調査 デジタル対応、ポイント、速さ？？調剤薬局に求めることとは？ » ページ 2 
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食品スーパー ドラッグストア 調剤 調剤争奪戦！！ 

解説：ソフトブレーン・フィールド IT戦略部部長 山室直経 、ソフトブレーン・フィールドICT企画部: 

石井麻美 

注目連載 

約8割が「待ち時間に買物」価格も重視する傾向 

利用頻度の高い調剤薬局の形態については、「受診した医療機関に隣接する調剤専門薬局」 

が60.7%で最も多く、「受診した医療機関に隣接しないDgS併設型調剤薬局」（17.9%）がこれ 

に次ぐ（ 図表 ❷）。なかでも40代と50代では後者を挙げた割合がほかの世代よりもやや多かっ 

た。いわゆる「門前薬局」よりも、自宅近隣やふだんの生活圏内でアクセスしやすいDgSを利 ランキング 
用する傾向がうかがえる。 

今日 昨日 今月 

スーパー、コンビニ、外食など９業種の 

人流調査！緊急事態宣言解除後、人が増 

えなかった意外な業種は？ 

在庫一元化に、リアル店舗の世界観をEC 

で再現！ノースフェイスのOMO戦略とは 

DXを実現するためにトライアルが実施し 

た組織体制の変革とは 

「食品スーパー（SM）併設型調剤薬局」の回答は1.8%と少数だったが、具体的な購入先と 
ホームセンターバローがオープンした 

して「イオンスタイル」に出店する「イオン薬局」などが挙げられた。また、「コンビニエン 「PROsite高浜店」、同店の取り組みを 

レポート！ 
スストア（CVS）併設型調剤薬局」は0.1%とわずか。いずれにしてもDgS以外の業態に併設さ 

れた調剤薬局の利用は少ないのが現状のようだ。 最新！2021年ドラッグストア売上高ラン 

キング スギホールディングスがマツキ 

ヨを抜く！ ちなみに利用頻度の高いDgS併設型調剤薬局は「ウエルシア薬局」との回答が32.0%で最も 

多く、「スギ薬局」（18.1%）がこれに次ぎ、上位2チェーンで5割を超えた。ともに調剤併設 

型フォーマットを積極的に展開することで知られており、消費者からの認知度・信頼度も高い 

ようだ。 

次に、DgS併設型調剤薬局、SM併設型調剤薬局、CVS併設型調剤薬局のいずれかの利用者の 

うち「調剤の待ち時間中に買物をした経験があるか」を問うたところ、「ある」との回答は約 

8割に上った（ 図表 ❸-1）。調剤併設型フォーマットの場合、ほとんどの利用者が待ち時間に 

ほかの買物をしていることが明らかになった。 

その購買行動の傾向としては「待ち時間になんとなく購入」（41.2%）との回答が最も多か 

った一方、「事前に買う物を決めて来店」も37.0%に上った（ 図表 ❸-2）。「いつも利用する 

SMよりもお値打ちであれば購入する」「特売の値札がついた商品を買ってしまう」「値引き 
発売情報 

商品やポイントが付与される商品などをつい購入してしまう」「とりあえず売場を一周してお 

買い得品がないか確認する」といった非計画購買だけでなく、「事前にアプリで広告をチェッ ダイヤモンド・チェ 

ーンストア2021年 
クして調剤の待ち時間を利用して買物をする」「必要な日用消費財を事前に決めて購入」「新 

10月15日号「続々 
商品の情報をチェックしてから特定のものを買う」など、計画的に買物をするという声もみら 参入、食品小売も熱 

視線 調剤争奪 れた。価格感度の高い消費者は少なくなく、調剤併設型店舗でもその利便性だけでなく、価格 
戦!!」 

についても重要な訴求ポイントであることがうかがえる。 

1,470円（税込） 

ダイヤモンド ・ホーム 

センター2021年10月15 

日号「『ブーム』から 

『文化』へ DIY革 

命」 

中食2030～ニューノー 

マル時代の新たな 

「食」をめざして～ 

ピックアップ記事 

体験はコモディティ化しない！FAR 

EASTに学ぶ「顧客の心の掴み方」 

調剤の待ち時間によく購入する商品カテゴリーとしては（ 図表 ❹）、「お菓子・デザート 

類」（52.8%）が最も多く、「日配品」（41.2%）、「飲み物」（31.1%）、「日用雑貨」 
コロナ禍で拡大する中食市場 外出 

（30.9%）と続いた。やはり、価格志向の強いカテゴリーや、SMよりも割安感のある商品が購 自粛でも高まる「料理の時短ニー 

入される傾向にある。一方で、市販薬や化粧品などDgSならではのカテゴリーを求める層は少 ズ」 

なかった。 

在庫一元化に、リアル店舗の世界観 

をECで再現！ノースフェイスの 

OMO戦略とは 

大根から自動車まで売る「カリスマ 

販売員」に聞いた、コロナ時代「販 

売」の極意 

スーパー、コンビニ、外食など９業 

種の人流調査！緊急事態宣言解除 

後、人が増えなかった意外な業種 

は？ 

DXを実現するためにトライアルが 

実施した組織体制の変革とは 

ECチャネルなど存在しない！「EC 

は常にポケットの中」の現実が招く 

悲劇 

子供服のナルミヤ・インターナショ 

ナルが「写真館」出店を拡大するワ 

ケ 

22年2月期上期は増収営業減益のス 

ギHD 杉浦克典社長は決算説明会 

で何を語ったか？ 

マツキヨココカラが統合後初の新PB 

を発表 今後の商品開発の方針は？ 

次ページは 

立地、アプリ活用、宅配……何よりも「利便性」を重視 

1 2 3 

商品・サービス 食品スーパー ドラッグストア 調剤 調剤争奪戦！！ -PR- 

第1回『小売業 キーパーソンに聞 

く！』セミナー開催（DCSオンライ 

ン会員限定） 

この特集の一覧はこちら [12記事] 

ワークウェアの自重堂が秋冬向けに 

商品を強化！高強度でおしゃれな 

「Jawin」EHウエアの新ブランドが 

登場 

菓子卸のトップ食品が”こだわり”菓 

子のポータルサイト「イストリア」 

を今秋オープン、バイヤー向けに情 

報発信 

顧客エンゲージメントの強化にはデ 

ータ活用が不可欠 

小売業のデータドリブン経営を 

Tableauで実現 

関連記事 

【特別対談】東急ストア×フェリカ 

ネットワークス 

コロナ禍で変わる購買行動の変化を 

捉える! 「ヒト軸」の買い回りレシ 

ートデータで見えてくる消費の最前 

線とは 

コスモス、アオキが本腰、ス レシートは語る第４回ベルク 衝撃！オーケーが調剤事 キリンビール 店頭で気付きを与える 

ーパーのオーケーも開始！ なぜ客数を伸ばし続けられる 業に参入 二宮涼太郎社長が ラストワンマイル広告 「LINE POP 

「調剤」争奪戦のゆくえ のか、その理由が明らかに！ 明かす「直営」にこだわる理 Media」の可能性 

由 

2021/10/08 経営 2021/06/28 経営 2021/10/08 経営 
RFIDは日本酒の流通をどう変える 

か? 

〜サプライチェーンの革新を目前に 

控えた物流・流通におけるRFID活 

用〜 

コロナ禍における顧客と従業員の非 

接触化を推進！ 

大手ホームセンターが導入した売場 
半径200ｍ圏に6店舗 超 生鮮強化するクスリのア SM企業アンケート調査、 案内サービスとは 

激戦区でオーケーの調剤薬局 オキが調剤併設率７０％をめ 驚きの結果に！「調剤ビジネ 

が繁盛する理由 ざす理由と実現性 スに参入するか？どうみてい 

るか？」 【特別レポート】 「リテールDX デ 

ジタル時代のデータ経営を実現」～ 
2021/10/11 経営 2021/10/12 経営 2021/10/12 経営 

データを活用した戦略が小売業界の 

経営にもたらすメリットとは～ 

商品・サービス一覧を見る 

キーワード一覧 

ロイター 決算 食品スーパー 

経済 新型コロナウイルス 

ホームセンター アメリカ（米国） 

コンビニエンスストア 海外小売 

人気記事ランキング 新店情報 

Eコマース・オンラインストア 

2021/09/27 アパレル 中国・台湾・韓国 

年率約30％成長！止まらない快進撃 ロピア、強さの秘密を徹底分析！ 
提携・統合 ドラッグストア 

2021/09/28 
経営戦略 外食・外食市場 

奈良2号店のロピア大和郡山店、鮮魚売場で初挑戦の「専門性」を追求した売場づくりとは？ 

アマゾン 株式市場 SDGs・ESG 
2021/09/16 

総合スーパー 雇用 
コロナ禍なのに好調なアパレル「ミズイロインド」、異色のブランド戦略 

ロジスティクス（物流） 
2021/10/08 

コスモス、アオキが本腰、スーパーのオーケーも開始！「調剤」争奪戦のゆくえ ショッピングセンター・モール 

EU・ヨーロッパ 2021/10/04 

食品強化型ドラッグストアはどう動く？ 前編 コスモス薬品とクリエイトSD フードデリバリー（食品宅配） 

2021/09/24 イオン・グループ 

ドラッグストアに対抗できるGMS イトーヨーカドー八柱店「ドラッグ型売場」へのリニューアルの 
デジタルトランスフォーメーション（DX） 

全貌 

食品メーカー 百貨店 
2021/09/21 

アパレル全滅時代を救う 過剰在庫問題を解決する、シンプルかつ確実な方法とは 

2021/10/13 

スーパー、コンビニ、外食など９業種の人流調査！緊急事態宣言解除後、人が増えなかった意外な業 

種は？ 

2021/09/08 

日本の小売業1000社ランキング2021 コロナで最も伸びたのはスーパーでもドラッグでもなく意外な 

あの業態……【特別編集版】 

2021/10/04 

ファミマが放出時、PPIHによる809億円自社株買いが二重の意味で「もったいなかった」理由 

コンテンツ インフォメーション 

ニュース 流通関連用語集 About us 

特集 過去記事アーカイブ お問い合せ 

連載 
新店 プライバシーポリシー 

経営 1970年4月に設立された「流通ビジネス 新製品＆プロモーション 
サイト・リンクポリシー を元気にする」流通情報出版社です。 店舗 

フラッシュニュース 
「ダイヤモンド・チェーンストア」「ダ 広告掲載のご案内 マーケット 

HC情報フラッシュ 
イヤモンド・ホームセンター」「ダイヤ 

海外 コーポレートサイト 千田直哉のブログ 
モンド・ドラッグストア」の雑誌3誌を 

テクノロジー 今日のひと言 雑誌取扱店舗 はじめ、各種媒体の制作・発行、販促支 
販促 

インタビュー 援ツールの企画制作、セミナーの企画運 
データ 営など、流通業界を中心に幅広く事業を 流通テクノロジー（RT） 

ライフ・キャリア 展開しています。 

書籍・サービス セミナー・フォーラム 

雑誌・書籍 セミナー一覧 

DCSオンライン＋ ダイヤモンド流通倶楽部のご紹介 

ディスプレイコンテスト・オンライン AI in ID-POS 協動研究フォーラム 

新店フォトマガジン 実践リテールDX研究会 

ダイヤモンド・リテイルレビュー 
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食品スーパー ドラッグストア 調剤 調剤争奪戦！！ 

解説：ソフトブレーン・フィールド IT戦略部部長 山室直経 、ソフトブレーン・フィールドICT企画部: 

石井麻美 

注目連載 

立地、アプリ活用、宅配……何よりも「利便性」を重視 

続いて、処方薬の購入先として重視するポイントを問うたところ（ 図表 ❺）、「医療機関か 

らのアクセスがよい」（54.4%）が最も多く、「受け取りまでの早さ」（40.9%）、「自宅から 

アクセスがよい」（38.0%）の順でこれに次いだ。アクセス利便性や処方アプリ・サイト薬の 

受け取りのスピードが特に重視されているようだ。 ランキング 

今日 昨日 今月 

スーパー、コンビニ、外食など９業種の 

人流調査！緊急事態宣言解除後、人が増 

えなかった意外な業種は？ 

在庫一元化に、リアル店舗の世界観をEC 

で再現！ノースフェイスのOMO戦略とは 

DXを実現するためにトライアルが実施し 

た組織体制の変革とは 

ホームセンターバローがオープンした 

「PROsite高浜店」、同店の取り組みを 

また、「アプリやウェブサイトから処方せんを送信できる」（7.4%）との回答が60代以上で レポート！ 

も一定数みられた。「ネットで調剤の予約ができるようになって本当に楽」「予めアプリから 
最新！2021年ドラッグストア売上高ラン 

処方せんを送信するので待ち時間が短くてよい」といったコメントから、幅広い層で処方せん キング スギホールディングスがマツキ 

ヨを抜く！ 送信サービスが調剤の待ち時間の短縮に活用されていることがうかがえる。さらに、「キャッ 

シュレス決済ができる」との回答も26.2%を占めた。調剤薬局では依然として現金払いが主流 

だが、キャッシュレス決済へのニーズは根強いようだ。 

続いて、「他の買い物も済ませることができる」との回答が19.1%。前に触れたとおり、ワ 

ンストップショッピングの利便性を重視する消費者も多い。このほか、「ポイントが貯まる 

DgSで処方薬を購入したい」「調剤薬局でももう少しお得にポイント還元してほしい」など、 

ポイント付与を重視するコメントもみられた。 

一方で、「薬の説明を丁寧にしてくれる」（16.1%）、「薬や体調に関して気軽に相談でき 

る」（8.4%）、「疾病予防・健康推進のための情報を積極的に発信してくれる」（2.2%）とい 

った健康にまつわるアドバイスやコンサルテーションの機能はそれほど重視されていないこと 

がわかった。 
発売情報 

処方薬の受取方法として利用してみたいサービスについては（ 図表 ❻）、「自宅・指定住所 
ダイヤモンド・チェ 

に届く宅配サービス」が35.8%で最も多く、「調剤薬局のドライブスルー」（21.3%）、「調剤 ーンストア2021年 

10月15日号「続々 
薬局の駐車場受け渡し」（11.7%）との回答が順に次ぐ。コロナ禍を機に食品小売の分野で広 

参入、食品小売も熱 
がっているこれらの新たなサービスが調剤薬局でも求められつつあるという事実は注目に値す 視線 調剤争奪 

戦!!」 るだろう。「自宅に届けてくれるサービスがあれば時間が短縮できて助かる」「オンラインで 

1,470円（税込） 説明して宅配で処方薬を届けるといったコロナ禍に配慮したスタイルに変えることが必要」と 

いったコメントも挙がっており、待ち時間の削減や非対面・非接触へのニーズは根強い。た 

だ、「処方薬はこれからも対面で受け取りたい」「薬剤師から直接説明を聞いたうえで処方薬 
ダイヤモンド ・ホーム 

を受け取りたい」など、現行の調剤薬局のサービスに満足しているというコメントも少なくな センター2021年10月15 

かった。 日号「『ブーム』から 

『文化』へ DIY革 

命」 

中食2030～ニューノー 

マル時代の新たな 

「食」をめざして～ 

SMの調剤併設成功のカギは非食品MDの再考にあり? 

処方薬の購入は、従来、医療機関を受診して隣接する調剤専門薬局で処方薬を受け取るとい 

う流れが一般的であった。しかし今回の調査結果では、調剤薬局を定期的に利用する中高年層 ピックアップ記事 
を中心に、処方薬の購入が生活必需品の買物プロセスの一部となりつつある傾向がみられた。 

「処方薬と日用品や食品をワンストップで購入したい」というニーズは確実に存在しているこ 体験はコモディティ化しない！FAR 

EASTに学ぶ「顧客の心の掴み方」 
とがわかる。 

他方で、調剤薬局ではスピードや便利さがより重視され、キャッシュレス決済、ポイント付 
コロナ禍で拡大する中食市場 外出 

与など、DgSやSMと同等の利便性も求められている。コロナ禍では「買い物を便利に素早く済 自粛でも高まる「料理の時短ニー 

ズ」 
ませたい」とのニーズが高まり、消費者が求める利便性のレベルがさらに上がった。幅広い層 

で「デジタル慣れ」も進んでいる。 

在庫一元化に、リアル店舗の世界観 

をECで再現！ノースフェイスの 
このような消費者の購買行動の変化に対して、調剤薬局の不便さが浮き彫りとなっている。 

OMO戦略とは 

調剤薬局は、利用者のニーズを深く理解することが必要かもしれない。調剤薬局の機能やサー 

ビスそのものよりも、待ち時間の短縮や利便性の向上に寄与する付帯的なサービスを充実させ 
大根から自動車まで売る「カリスマ 

るというアプローチが有効だろう。 販売員」に聞いた、コロナ時代「販 

売」の極意 

今回の調査結果によれば、DgS併設型調剤薬局は、処方薬を含めてワンストップショッピン 

スーパー、コンビニ、外食など９業 グできる店として消費者から広く受け入れられている。医薬品、化粧品、日用品といったDgS 
種の人流調査！緊急事態宣言解除 

の品揃えと調剤薬局との親和性も高い。 
後、人が増えなかった意外な業種 

は？ 

一方、SM併設型調剤薬局の利便性は、そうしたフォーマットそのものが少ないこともあ 

り、消費者の認知度は低い。また、商品政策（MD）を考えたとき、生鮮食品をはじめとする DXを実現するためにトライアルが 

実施した組織体制の変革とは SMの主力カテゴリーと調剤薬局との直接的な親和性は見出しづらい部分もあるだろう。言い 

方を変えれば、SMは日用品や生活用品、OTC医薬品など非食品の品揃え──いわば“DgS的な 

商品構成”についても深掘りしたのちに、調剤薬局をそこに加えるといったプロセスをとったほ 
ECチャネルなど存在しない！「EC 

うが、シナジーを期待できるかもしれない。 は常にポケットの中」の現実が招く 

悲劇 

子供服のナルミヤ・インターナショ 
1 2 3 

ナルが「写真館」出店を拡大するワ 

ケ 

食品スーパー ドラッグストア 調剤 調剤争奪戦！！ 
22年2月期上期は増収営業減益のス 

ギHD 杉浦克典社長は決算説明会 

で何を語ったか？ 

この特集の一覧はこちら [12記事] マツキヨココカラが統合後初の新PB 

を発表 今後の商品開発の方針は？ 

商品・サービス -PR- 

関連記事 
第1回『小売業 キーパーソンに聞 

く！』セミナー開催（DCSオンライ 

ン会員限定） 

ワークウェアの自重堂が秋冬向けに 

商品を強化！高強度でおしゃれな 

「Jawin」EHウエアの新ブランドが 

登場 

コスモス、アオキが本腰、ス レシートは語る第４回ベルク 衝撃！オーケーが調剤事 

ーパーのオーケーも開始！ なぜ客数を伸ばし続けられる 業に参入 二宮涼太郎社長が 菓子卸のトップ食品が”こだわり”菓 

「調剤」争奪戦のゆくえ のか、その理由が明らかに！ 明かす「直営」にこだわる理 子のポータルサイト「イストリア」 

由 を今秋オープン、バイヤー向けに情 

報発信 
2021/10/08 経営 2021/06/28 経営 2021/10/08 経営 

顧客エンゲージメントの強化にはデ 

ータ活用が不可欠 

小売業のデータドリブン経営を 

Tableauで実現 

半径200ｍ圏に6店舗 超 生鮮強化するクスリのア SM企業アンケート調査、 

激戦区でオーケーの調剤薬局 オキが調剤併設率７０％をめ 驚きの結果に！「調剤ビジネ 
【特別対談】東急ストア×フェリカ 

が繁盛する理由 ざす理由と実現性 スに参入するか？どうみてい 
ネットワークス 

るか？」 
コロナ禍で変わる購買行動の変化を 

2021/10/11 経営 2021/10/12 経営 2021/10/12 経営 捉える! 「ヒト軸」の買い回りレシ 

ートデータで見えてくる消費の最前 

線とは 

キリンビール 店頭で気付きを与える 

ラストワンマイル広告 「LINE POP 

Media」の可能性 

RFIDは日本酒の流通をどう変える 

か? 

〜サプライチェーンの革新を目前に 

控えた物流・流通におけるRFID活 

用〜 

人気記事ランキング 

コロナ禍における顧客と従業員の非 

接触化を推進！ 2021/09/27 

大手ホームセンターが導入した売場 年率約30％成長！止まらない快進撃 ロピア、強さの秘密を徹底分析！ 

案内サービスとは 
2021/09/28 

奈良2号店のロピア大和郡山店、鮮魚売場で初挑戦の「専門性」を追求した売場づくりとは？ 

【特別レポート】 「リテールDX デ 
2021/09/16 

ジタル時代のデータ経営を実現」～ 
コロナ禍なのに好調なアパレル「ミズイロインド」、異色のブランド戦略 データを活用した戦略が小売業界の 

経営にもたらすメリットとは～ 
2021/10/08 

コスモス、アオキが本腰、スーパーのオーケーも開始！「調剤」争奪戦のゆくえ 

商品・サービス一覧を見る 
2021/10/04 

食品強化型ドラッグストアはどう動く？ 前編 コスモス薬品とクリエイトSD 

キーワード一覧 
2021/09/24 

ドラッグストアに対抗できるGMS イトーヨーカドー八柱店「ドラッグ型売場」へのリニューアルの 
ロイター 決算 食品スーパー 

全貌 
経済 新型コロナウイルス 

2021/09/21 
ホームセンター アメリカ（米国） 

アパレル全滅時代を救う 過剰在庫問題を解決する、シンプルかつ確実な方法とは 

コンビニエンスストア 海外小売 
2021/10/13 

スーパー、コンビニ、外食など９業種の人流調査！緊急事態宣言解除後、人が増えなかった意外な業 新店情報 

種は？ 
Eコマース・オンラインストア 

2021/09/08 アパレル 中国・台湾・韓国 

日本の小売業1000社ランキング2021 コロナで最も伸びたのはスーパーでもドラッグでもなく意外な 
提携・統合 ドラッグストア 

あの業態……【特別編集版】 

経営戦略 外食・外食市場 
2021/10/04 

ファミマが放出時、PPIHによる809億円自社株買いが二重の意味で「もったいなかった」理由 アマゾン 株式市場 SDGs・ESG 

総合スーパー 雇用 

ロジスティクス（物流） 

ショッピングセンター・モール 

EU・ヨーロッパ 

フードデリバリー（食品宅配） 

イオン・グループ 

デジタルトランスフォーメーション（DX） 

食品メーカー 百貨店 

コンテンツ インフォメーション 

ニュース 流通関連用語集 About us 

特集 過去記事アーカイブ お問い合せ 

連載 新店 プライバシーポリシー 
経営 1970年4月に設立された「流通ビジネス 

新製品＆プロモーション 
サイト・リンクポリシー を元気にする」流通情報出版社です。 店舗 

フラッシュニュース 
「ダイヤモンド・チェーンストア」「ダ 広告掲載のご案内 マーケット HC情報フラッシュ 
イヤモンド・ホームセンター」「ダイヤ 

海外 コーポレートサイト 千田直哉のブログ 
モンド・ドラッグストア」の雑誌3誌を 

テクノロジー 
今日のひと言 雑誌取扱店舗 はじめ、各種媒体の制作・発行、販促支 

販促 
インタビュー 援ツールの企画制作、セミナーの企画運 

データ 営など、流通業界を中心に幅広く事業を 流通テクノロジー（RT） 

ライフ・キャリア 展開しています。 

書籍・サービス セミナー・フォーラム 

雑誌・書籍 セミナー一覧 

DCSオンライン＋ ダイヤモンド流通倶楽部のご紹介 

ディスプレイコンテスト・オンライン AI in ID-POS 協動研究フォーラム 

新店フォトマガジン 実践リテールDX研究会 

ダイヤモンド・リテイルレビュー 

都道府県勢力図2021 
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