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究極のセルフサービス？「セルフレジ率 

95％」をめざす三洋堂新業態店の狙い 

生鮮を軸とした強烈な価格訴求やボリューム感あふれる大容量商品のラインアップを武器に、 
小売業の「ムダ・ムラ・ムリ」は約46兆 

関東・関西で躍進中のロピア。実際にロピアでは、どのようなお客が来店し、どのような商品 円？ 小売業にDX改革が必要な理由 

を購入しているのだろうか。レシートデータを活用した消費者調査でその利用実態に迫ってみ 
西友、PBの領域を超えたオリジナル商品 

たい。 の開発戦略とは 2023年までに構成比 

25％めざす 

ファミリー層に高い支持、際立つ世帯年収の高さ 
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！ 
ソフトブレーン・フィールド（東京都／木名瀬博社長）は、全国約80万人の消費者モニター 

による、日本初のレシートを使っ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 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 買理由データPoint of Buy（ポイント・オブ・バイ：以下、P O Bデータ）」を有している。月 
づくりとは？ 

間1100万枚のレシートを収集し、リアル消費者購買データベースとしては国内最大級の規模と 

なる（提携サイトを含める）。 

発売情報 

ダイヤモンド・チェ 

ーンストア2021年 

10月1日号「強さ・ 

戦略・対抗策！ 徹 

底分析 ロピア」 

1,470円（税込） 

POBデータと協力モニターへのアンケート調査を活用し、ロピアの利用実態に迫る 

ダイヤモンド・ドラッ 
このPOBデータと協力モニターへのアンケート調査を活用し、ロピアの利用実態に迫ってみ 

グストア 2021年9月15 

たい。2021年8月20～23日、レシート投稿サービス「レシートで貯める」と「レシート de 日号 「成長支える縁の 

下の力持ち 需要創造 Ponta」の会員5496人を対象に、食品スーパー（SM）の利用動向についてアンケート調査を実 
卸」 

施した。 

回答者のうち関東エリアの在住者は47.1%で最も多く、関西エリアが19.8%でこれに次ぐ。年 

代別では50代が37.6%と最も多く、次いで40代（28.1%）、60代以上（20.6%）の順となって 
中食2030～ニューノー 

いる。また、回答者の50.7%が女性であった。 マル時代の新たな 

「食」をめざして～ 

まず、生活必需品の購入先としてメーンで利用しているSMをたずねた。全国ベースでは、 

イオン（2位）、業務スーパー（4位）、オーケー（5位）、ライフ（7位）などに続き、ロピア 

は13位で、回答者のうち1.6%がメーンで利用するSMとして挙げた。エリア別にみると、ロピ 

アの主要な事業エリアである関東エリアではその割合が2.7%と高かった一方、店舗数が5店舗 

（21年8月時点）の関西エリアでは0.9%にとどまった。また、ロピアをメーンで利用している 

ピックアップ記事 人の平均年齢は48歳で、イオン（51歳）、業務スーパー（49歳）、オーケー（51歳）、ライフ 

（51歳）、ヤオコー（52歳）のメーン利用者よりもやや若かった。 

コロナ禍でスーパー・コンビニのス 

イーツに商機あり！ 「バスチー」超 
次に、ロピアの来店客の属性を確かめるために、事業エリアが近似するイオン、業務スーパ 

え狙うローソンに学ぶ、名物商品開 

ー、オーケー、ライフ、ヤオコーの5チェーンを対象とし、それぞれのメーン利用者の属性や 発 

購買動向を比較した。 

伊勢丹、ファンがSNSで自発的に宣 

世帯構造（ 図表 ❶-①）をみると、ロピアのメーン利用者は4人以上世帯の割合が39.8%と6チ 伝！イセタニスタが「無償の愛」で 

活性化する理由 
ェーンの中で最も大きく、単身世帯の割合が9.1%で最も小さい。世帯年収を比較すると（ 図表 

❶-②）、ロピアのメーン利用者は「800万円以上」が34.1%を占め、6チェーンの中で最も大き 

究極のセルフサービス？「セルフレ 
かった。神奈川県を中心に、共働きのファミリー世帯が比較的多いというロピアの出店エリア 

ジ率95％」をめざす三洋堂新業態店 

の特性が反映されたものとみられる。 の狙い 

西友、PBの領域を超えたオリジナル 

商品の開発戦略とは 2023年までに 

構成比25％めざす 

セブン-イレブンも導入、コンビニ 

の値引き販売を足踏みさせる過去の 

苦い経験 

食品Ｅコマースを制する？「Qコマ 

ース」とは何か 

今なお世界有数の技術を持つ日本 

それを破壊する小売業の構造問題と 

は 

小売業の「ムダ・ムラ・ムリ」は約 

46兆円？ 小売業にDX改革が必要な 

理由 

単位：％ 
調査期間：8月20～23日 
調査対象：メーン利用スーパーが、「ロピア（88人）」「イオン（551人）」「業務スーパー（295人）」「オーケー 10月も気温高めで秋の深まりはゆっ 
（272人）」「ライフ（224人）」「ヤオコー（82人）」と回答した計1512人 

くり？ 2021年10月の天候予測と注 

目カテゴリを総まとめ！ 

ロピアは近年、店舗数を順調に拡大させ、他5社に比べて新規出店が多いことから、新規顧 

客の割合が大きい。ロピアのメーン利用者のうち「利用期間は1年未満」と回答した割合は 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！ 
34.1%と6チェーンの中で最も大きくなっている（ 図表 ❶-③）。 
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商品・サービス セール情報収集では「LINE」を積極活用 -PR- 

【会員限定】第1回『小売業 キー 

パーソンに聞く！』セミナー開催 
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ワークウェアの自重堂が秋冬向けに 

食品スーパー ロピア ロピア徹底分析 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 
この特集の一覧はこちら [11記事] 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 

【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 

関連記事 

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 
年率約30％成長！止まらな レシートは語る第４回ベルク 関西小売に激震、ロピア襲来 

用〜 
い快進撃 ロピア、強さの秘 なぜ客数を伸ばし続けられる 次なる出店と地域子会社制の 

密を徹底分析！ のか、その理由が明らかに！ ねらいは？ 

コロナ禍における顧客と従業員の非 2021/09/27 経営 2021/06/28 経営 2020/11/02 経営 

接触化を推進！ 

大手ホームセンターが導入した売場 

案内サービスとは 

【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」～ 

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～ 

ミニストップ、オフィスや工 消費者調査で判明！コロ ロピア関西1号店徹底分 

場などでコンビニ商品販売、 ナ禍でもベルクの客数が増え 析！！注目は競合店を圧倒す 商品・サービス一覧を見る 

ユニマットライフと協業 続ける理由、ヤオコーと対照 る低価格と生鮮、エリア対応 

的 の妙 
キーワード一覧 

2020/10/27 経営 2021/08/25 マーケット 2020/11/02 経営 

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 

外食・外食市場 経営戦略 

人気記事ランキング アマゾン 株式市場 SDGs・ESG 

総合スーパー 雇用 

2021/09/08 
ロジスティクス（物流） 

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】 ショッピングセンター・モール 

フードデリバリー（食品宅配） 2021/09/14 

コスモス、アオキが本腰！ 大手ドラッグストアが調剤併設を急ぐ理由 EU・ヨーロッパ イオン・グループ 

2021/09/27 百貨店 食品メーカー 

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！ 
デジタルトランスフォーメーション（DX） 

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？ 

2021/09/14 

王者ZARA、セレクトショップ、百貨店アパレルの未来は？「生き残るアパレルと死ぬアパレル」最新 

分析！ 

2021/09/16 

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 

2021/09/09 

Tシャツの「グラニフ」がフォーマットを大転換！ アパレル脱却で5年で売上高約3倍をねらう 

2021/09/07 

ヤオコー新業態「フーコット」の全貌 1号店の売場づくりと強み、課題を徹底分析 

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 

全貌 

2021/09/03 

オーケー、関西スーパー買収意向を正式表明 株主に求める５つの再検討項目とは？ 

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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所得の高いファミリー層が生鮮品をまとめ買い！レシ 

ート調査で分析、ロピアの利用実態とは？ 
2021/09/27 05:50 経営 

食品スーパー ロピア ロピア徹底分析 

解説：山室 直経（ソフトブレーン・フィールドPOB推進部部長）、辻本 崇（ソフトブレーン・フィールド 

POB推進部） 

注目連載 

セール情報収集では「LINE」を積極活用 

図表 ❶-④では、メーンで利用する理由やきっかけを聞いている。ロピアのメーン利用者では 

「価格が安い」（60.2%）が最も多く挙げられたほか、「精肉の種類が豊富」（34.1%）や「生 

鮮品の品質・味がよい」（30.7%）を挙げる割合が他5社に比べて圧倒的に高かった。「鮮魚の 

種類が豊富」（15.9%）を挙げる割合も6チェーンの中で最も高い。 
ランキング 

今日 昨日 今月 

究極のセルフサービス？「セルフレジ率 

95％」をめざす三洋堂新業態店の狙い 

小売業の「ムダ・ムラ・ムリ」は約46兆 

円？ 小売業にDX改革が必要な理由 

西友、PBの領域を超えたオリジナル商品 

の開発戦略とは 2023年までに構成比 単位：％ 
調査期間：8月20～23日 25％めざす 
調査対象：メーン利用スーパーが、「ロピア（88人）」「イオン（551人）」「業務スーパー（295人）」「オーケー 

（272人）」「ライフ（224人）」「ヤオコー（82人）」と回答した計1512人 
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！ 

そのほか、「地域で一番安い」「お肉が安くておいしい」「果物と野菜の質がよい」「回転 
奈良2号店のロピア大和郡山店、鮮魚売 

寿しチェーンのテイクアウトよりも寿司がおいしい」など、生鮮三品の安さとおいしさ、品質 
場で初挑戦の「専門性」を追求した売場 

を評価するコメントが多くみられた。一方で、大容量パックをはじめ、ファミリー世帯をター づくりとは？ 

ゲットとした品揃えに対して、「2人世帯には量が多い」「大家族でないと余ってしまうのが 

残念」「少量パックも品揃えしてほしい」といったコメントもあった。 

ロピアのメーン利用者では「セール・特売商品購入」（26.1%）を挙げる割合も他5社に比べ 

て高い。「月数回のセールがとても安くてよい」「チラシ掲載商品が安い」といったコメント 

からも、セールやチラシ特売といった販促政策によって効果的に集客していることがうかがえ 

る。一方で、「ポイント制度があるといい」「決済方法が選べるとよい」など、さらなるサー 

ビスへの要望もみられた。 

メーン利用者の特売・セール情報の収集状況についてもたずねた（ 図表 ❶-⑤）。ロピアのメ 

ーン利用者のうち53.4%が「特売・セール情報を定期的に収集している」と回答。これらの情 

報収集手段として「チラシ」（50.0%）に次ぎ、「公式SNS」（46.0%）が多く挙げられた。 
発売情報 

「公式SNS」で情報収集している人の割合は他5社に比べて圧倒的に高い。 

ダイヤモンド・チェ 

ーンストア2021年 

10月1日号「強さ・ 

戦略・対抗策！ 徹 

底分析 ロピア」 

1,470円（税込） 

ダイヤモンド・ドラッ 
単位：％ グストア 2021年9月15 
調査期間：8月20～23日 

日号 「成長支える縁の 調査対象：メーン利用スーパーが、「ロピア（88人）」「イオン（551人）」「業務スーパー（295人）」「オーケー 
下の力持ち 需要創造 （272人）」「ライフ（224人）」「ヤオコー（82人）」と回答した計1512人 

卸」 

ロピアでは、店舗ごとにコミュニケーションアプリ「LINE（ライン）」の公式アカウントを 

開設し、電子チラシや特売・セール情報のほか、登録者限定のセール情報も配信。店舗では公 

式LINEの登録キャンペーンを実施するなど、登録者数の拡大にも積極的に取り組んでいる。 
中食2030～ニューノー 

「毎朝LINEでチラシをチェックしている」「LINEのタイムラインで情報が毎日更新されるの マル時代の新たな 

「食」をめざして～ 
で、それをチェックしている」といったコメントが多くみられた。 

ロピアのメーン利用者では、日常的なコミュニケーションツールであるLINEを通じて特売・ 

セール情報を収集する習慣が広がっていることがうかがえる。なお、ロピアの公式アプリ「ロ 

ピタ」では料理レシピの配信が中心で、店舗の特売・セール情報は扱われていない。 

オーケーとの併用が最多、次点は業務スーパー ピックアップ記事 

ロピアのメーン利用者のうちほかのSMを併用している割合（ 図表 ❷）は、89.8%で、ほかの コロナ禍でスーパー・コンビニのス 

5チェーンよりも低かった。ロピアはNSC（ネイバーフッドショッピングセンター）に多く出 イーツに商機あり！ 「バスチー」超 

え狙うローソンに学ぶ、名物商品開 
店し、ファミリー世帯をターゲットとした品揃えや売場づくりを徹底していることから、ター 

発 

ゲットとなる客層が食品を中心とする生活必需品をワンストップショッピングする傾向がやや 

強いと推測される。また、ほかのSM以上に「ファン化」が進んでいるともみることができそ 
伊勢丹、ファンがSNSで自発的に宣 

うだ。 伝！イセタニスタが「無償の愛」で 

活性化する理由 

究極のセルフサービス？「セルフレ 

ジ率95％」をめざす三洋堂新業態店 

の狙い 

西友、PBの領域を超えたオリジナル 

商品の開発戦略とは 2023年までに 

構成比25％めざす 

セブン-イレブンも導入、コンビニ 

の値引き販売を足踏みさせる過去の 

苦い経験 

食品Ｅコマースを制する？「Qコマ 

ース」とは何か 

今なお世界有数の技術を持つ日本 

それを破壊する小売業の構造問題と 

は 

ロピアのメーン利用者がほかのSMを併用するシーンとして「特定商品の購入」（36.7%）が 

最も多く挙げられた。併用するSMとしてオーケー（15.2%）、業務スーパー（12.7%）などが 
小売業の「ムダ・ムラ・ムリ」は約 

挙げられている。 46兆円？ 小売業にDX改革が必要な 

理由 

ロピアをメーンで利用し、オーケーを併用するシーンとしては、「精肉や野菜はロピアで購 

入し、それ以外のものはオーケーで購入する」「精肉や鮮魚はロピアでまとめ買いし、日用品 10月も気温高めで秋の深まりはゆっ 

くり？ 2021年10月の天候予測と注 
も購入するときはオーケーを利用する」「メーンとなる食材はロピアで購入し、調味料や日用 

目カテゴリを総まとめ！ 

品はオーケーで買う」「酒類のまとめ買いにオーケーを利用する」など、商品カテゴリーに応 

じて使い分ける傾向が見受けられた。また、業務スーパーの併用シーンでは、「冷凍食品や調 
年率約30％成長！止まらない快進撃 

味料など、他店では買えないオリジナル商品は業務スーパーで購入する」といったコメントの ロピア、強さの秘密を徹底分析！ 

ように、独自性の高いオリジナル商品の購入時に業務スーパーを利用する傾向がある。 

次ページは 

購入点数はロピアが最多、青果への支持はヤオコー超え!? 

1 2 3 

食品スーパー ロピア ロピア徹底分析 

商品・サービス -PR- 

【会員限定】第1回『小売業 キー 

この特集の一覧はこちら [11記事] パーソンに聞く！』セミナー開催 

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 関連記事 
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 

ートデータで見えてくる消費の最前 

線とは 

年率約30％成長！止まらな レシートは語る第４回ベルク 関西小売に激震、ロピア襲来 

い快進撃 ロピア、強さの秘 なぜ客数を伸ばし続けられる 次なる出店と地域子会社制の 

密を徹底分析！ のか、その理由が明らかに！ ねらいは？ 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 
2021/09/27 経営 2021/06/28 経営 2020/11/02 経営 

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〜 

ミニストップ、オフィスや工 消費者調査で判明！コロ ロピア関西1号店徹底分 コロナ禍における顧客と従業員の非 

場などでコンビニ商品販売、 ナ禍でもベルクの客数が増え 析！！注目は競合店を圧倒す 接触化を推進！ 

ユニマットライフと協業 続ける理由、ヤオコーと対照 る低価格と生鮮、エリア対応 大手ホームセンターが導入した売場 
的 の妙 案内サービスとは 

2020/10/27 経営 2021/08/25 マーケット 2020/11/02 経営 

【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」～ 

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 

人気記事ランキング 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 

2021/09/08 新店情報 
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 

Eコマース・オンラインストア あの業態……【特別編集版】 

アパレル 中国・台湾・韓国 
2021/09/14 

コスモス、アオキが本腰！ 大手ドラッグストアが調剤併設を急ぐ理由 提携・統合 ドラッグストア 

外食・外食市場 経営戦略 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！ アマゾン 株式市場 SDGs・ESG 

2021/09/28 総合スーパー 雇用 

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？ 
ロジスティクス（物流） 

2021/09/14 
ショッピングセンター・モール 

王者ZARA、セレクトショップ、百貨店アパレルの未来は？「生き残るアパレルと死ぬアパレル」最新 
フードデリバリー（食品宅配） 分析！ 

EU・ヨーロッパ イオン・グループ 
2021/09/16 

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 百貨店 食品メーカー 

デジタルトランスフォーメーション（DX） 2021/09/09 

Tシャツの「グラニフ」がフォーマットを大転換！ アパレル脱却で5年で売上高約3倍をねらう 

2021/09/07 

ヤオコー新業態「フーコット」の全貌 1号店の売場づくりと強み、課題を徹底分析 

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 

全貌 

2021/09/03 

オーケー、関西スーパー買収意向を正式表明 株主に求める５つの再検討項目とは？ 

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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所得の高いファミリー層が生鮮品をまとめ買い！レシ 

ート調査で分析、ロピアの利用実態とは？ 
2021/09/27 05:50 経営 

食品スーパー ロピア ロピア徹底分析 

解説：山室 直経（ソフトブレーン・フィールドPOB推進部部長）、辻本 崇（ソフトブレーン・フィールド 

POB推進部） 

注目連載 

購入点数はロピアが最多、青果への支持はヤオコー超え!? 

POB上の21年1～7月までのレシートデータを分析し、ロピア、イオン、業務スーパー、ライ 

フ、オーケー、ヤオコーの購入状況を比較した。 

図表 ❸-①のとおり、ロピアのレシート1枚当たりの平均購入金額（1811円）は6チェーンの 
ランキング 

中で最も高く、平均購入点数（7.8点）も最も多い。平均1点単価（231円）も6チェーンの平均 

値より高くなっている。ロピアでは、精肉、鮮魚を中心とした大容量サイズの品揃えや加工 
今日 昨日 今月 

肉・日配品などでのバンドル販売により、平均購入金額や平均1点単価が他社よりも高い傾向 

究極のセルフサービス？「セルフレジ率 にあるが、おおむね値ごろ感のある価格設定となっており、ファミリー世帯を中心に支持を集 
95％」をめざす三洋堂新業態店の狙い 

めている。 

小売業の「ムダ・ムラ・ムリ」は約46兆 

円？ 小売業にDX改革が必要な理由 

西友、PBの領域を超えたオリジナル商品 

の開発戦略とは 2023年までに構成比 

25％めざす 

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！ 

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 図表 ❸-②のレシート上の購入金額における商品カテゴリー別の構成比をみると、ロピアでは 
づくりとは？ 

「生鮮・総菜」が45.3%で最も大きく、「食品」（38.2%）がこれに次ぐ。ロピアの「生鮮・総 

菜」の構成比はヤオコー（43.3%）を上回り、6チェーンの中で最も高かった。ロピアは、ヤオ 

コーと同様に、生鮮食品の購入先として利用される傾向があると推測される。 

発売情報 

図表 ❸-③では生鮮三品と総菜を対象に、商品カテゴリー別の平均購入金額、平均購入点数、 
ダイヤモンド・チェ 

平均1点単価を比較した。ロピアは、全4カテゴリーにわたって平均購入金額と平均1点単価が6 ーンストア2021年 

チェーンの中で最も高い。とくに、大容量パックを豊富に品揃えする「畜産」や「水産」では 10月1日号「強さ・ 

戦略・対抗策！ 徹 
他5社に比べて圧倒的に高くなっている。 

底分析 ロピア」 

1,470円（税込） 

ダイヤモンド・ドラッ 

グストア 2021年9月15 

日号 「成長支える縁の 

下の力持ち 需要創造 
POB上のレシート枚数に対する商品カテゴリー別の出現率（ 図表 ❹）をみると、ロピアでは 

卸」 

「農産」（49.5%）が最も高く、「畜産」（36.2%）、「総菜類」（27.3%）の順でこれに次 

ぐ。 

ロピアの商品カテゴリー別の出現率には、生鮮三品の安さ、鮮度、品揃えへの評価の高さが 中食2030～ニューノー 

マル時代の新たな よく表れている。ロピアの「農産」の出現率は、青果カテゴリーで高い支持を獲得しているヤ 
「食」をめざして～ 

オコー（41.2%）を上回り、6チェーンの中で最も高い。「畜産」の出現率も、精肉カテゴリー 

で強みを持つオーケー（26.9%）を超えて6チェーンの中で最も高くなっている。また、豊富な 

魚種を品揃えする「水産」（12.8%）や売場を広く展開する「加工肉類」（10.2%）の出現率も 

6チェーンの平均値より高かった。 

一方、「総菜類」の出現率は、ヤオコー（36.1%）、ライフ（30.2%）、オーケー（29.1%） 

ピックアップ記事 よりも低く、6チェーンの平均値とほぼ同等であった。まとめ買いで使われることが多いロピ 

アはほかのSMよりも来店頻度が低いため、日持ちのしない総菜が買われていないのかもしれ 
コロナ禍でスーパー・コンビニのス 

ない。そうした仮説を踏まえると、冷蔵・冷凍といったロングライフを切り口とした商品の開 
イーツに商機あり！ 「バスチー」超 

発が今後の課題となってきそうだ。 え狙うローソンに学ぶ、名物商品開 

発 

伊勢丹、ファンがSNSで自発的に宣 

伝！イセタニスタが「無償の愛」で 

活性化する理由 

究極のセルフサービス？「セルフレ 

ジ率95％」をめざす三洋堂新業態店 

の狙い 

西友、PBの領域を超えたオリジナル 

商品の開発戦略とは 2023年までに 

構成比25％めざす 

セブン-イレブンも導入、コンビニ 

の値引き販売を足踏みさせる過去の 

苦い経験 

食品Ｅコマースを制する？「Qコマ 

ース」とは何か 

今なお世界有数の技術を持つ日本 

それを破壊する小売業の構造問題と 

は 

小売業の「ムダ・ムラ・ムリ」は約 

46兆円？ 小売業にDX改革が必要な 

理由 

業務スーパーとヤオコーの強さを併せ持つ?! 
10月も気温高めで秋の深まりはゆっ 

最後に、ロピアの看板部門である「畜産」内の商品ブランドの出現率を見てみたい。 くり？ 2021年10月の天候予測と注 

目カテゴリを総まとめ！ 

ロピア、オーケー、ヤオコーの3チェーンを比較すると、ロピアの「牛肉」の出現率 

（19.7%）はヤオコー（13.3%）やオーケー（12.3%）よりも高い。これは、大容量パックをは 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！ じめとする豊富な品揃えが反映された結果とみられる。 

また、ロピアでは刺身の盛り合わせなどは扱っていないものの、刺身用のサクを多く品揃え 

していることから、「水産」のカテゴリーでは「さしみ」の出現率（27.2%）がオーケー 

（21.7%）、ヤオコー（16.5%）よりも高いというデータが得られた。「総菜類」のカテゴリー 

では「揚げ物・フライ」の出現率（21.5%）がオーケー（14.9%）よりも高く、ヤオコー 

（20.0%）とほぼ同等であった。 

支持の高い「農産」のカテゴリーでは、ロピアは「いちご」の出現率（7.4%）が高かった。 

春にいちご、夏は桃、秋にはシャインマスカットといったように、ロピアの青果売場では、季 

節感にあふれ、鮮度のよい旬の野菜や果物を常時、値ごろ感のある価格で販売している。こう 

した季節商材の販売力もロピアの強さの1つと言える。 

商品・サービス -PR- 

ロピアは、大容量サイズの食品をまとめ買いする傾向が強いという点で業務スーパーと似て 

いる。その一方で、生鮮三品のおいしさ、品質、品揃えに強みを持つ点でヤオコーとも近い。 【会員限定】第1回『小売業 キー 

パーソンに聞く！』セミナー開催 まとめ買いの対象がロピアは生鮮中心、業務スーパーは冷凍食品中心と多少の違いはあるもの 

の、ロピアは業務スーパーとヤオコーの特性を併せ持つ極めてユニークなSMといえる。 

ワークウェアの自重堂が秋冬向けに 
ロピアでは、ファミリー世帯をターゲットに絞り込んだ大胆な商品政策によって、生活防衛 商品を強化！高強度でおしゃれな 

意識の高い層を効果的に取り込めている。その結果として、ロピアのメーン利用者はファミリ 「Jawin」EHウエアの新ブランドが 

登場 
ー世帯が多くを占めているが、今後、客層のさらなる拡大に向けて、単身世帯や高齢世帯への 

対応をするのか、それとも「わが道」を貫くのかは、注視すべき点となろう。 
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 

ロピアは、マーケティングにたけており、顧客を着実に囲い込んでいる点も強みといえる。 

年代問わず広く普及しているLINEを活用し、ロピアの強みの1つである「安さ」で消費者との 顧客エンゲージメントの強化にはデ 

ータ活用が不可欠 コミュニケーションを図り、商圏内のターゲット層に向けて特売・セール情報をきちんと届 

け、集客につなげている。 

小売業のデータドリブン経営を 
活気と季節感のある売場での楽しい買物体験もロピアの魅力だ。コロナ禍で長期化する外出 Tableauで実現 

自粛に伴い、生活必需品の買物を日常のささやかな楽しみとする消費者が増えるなか、ロピア 

の売場は、家族のためにおいしい食材をお得に楽しく買物できる場として幅広く支持されてい 
【特別対談】東急ストア×フェリカ 

る。 
ネットワークス 

コロナ禍で変わる購買行動の変化を 

ロピアは、神奈川県を中心に関東エリアを地盤としながら、20年9月以降、関西エリアをは 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 
じめ、ほかのエリアでも出店を加速させている。これは、独自の商品政策や売場づくりに対す 

線とは 

る自信の表れともいえる。SMは商圏ごとの特性や消費者のニーズへの丁寧な対応が求められ 

る業態だ。今後は、これまでに培ってきた実績やノウハウを十分に活用しながら、商圏内の消 
キリンビール 店頭で気付きを与える 

費者の嗜好やニーズに応える品揃えや売場づくりも課題となるだろう。 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 
1 2 3 

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〜 食品スーパー ロピア ロピア徹底分析 

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 

この特集の一覧はこちら [11記事] 案内サービスとは 

【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」～ 

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 

新店情報 

関連記事 
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 

外食・外食市場 経営戦略 

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） 
年率約30％成長！止まらな レシートは語る第４回ベルク 関西小売に激震、ロピア襲来 

い快進撃 ロピア、強さの秘 なぜ客数を伸ばし続けられる 次なる出店と地域子会社制の ショッピングセンター・モール 

密を徹底分析！ のか、その理由が明らかに！ ねらいは？ 
フードデリバリー（食品宅配） 

2021/09/27 経営 2021/06/28 経営 2020/11/02 経営 
EU・ヨーロッパ イオン・グループ 

百貨店 食品メーカー 

デジタルトランスフォーメーション（DX） 

ミニストップ、オフィスや工 消費者調査で判明！コロ ロピア関西1号店徹底分 

場などでコンビニ商品販売、 ナ禍でもベルクの客数が増え 析！！注目は競合店を圧倒す 

ユニマットライフと協業 続ける理由、ヤオコーと対照 る低価格と生鮮、エリア対応 

的 の妙 

2020/10/27 経営 2021/08/25 マーケット 2020/11/02 経営 

人気記事ランキング 

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】 

2021/09/14 

コスモス、アオキが本腰！ 大手ドラッグストアが調剤併設を急ぐ理由 

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！ 

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？ 

2021/09/14 

王者ZARA、セレクトショップ、百貨店アパレルの未来は？「生き残るアパレルと死ぬアパレル」最新 

分析！ 

2021/09/16 

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 

2021/09/09 

Tシャツの「グラニフ」がフォーマットを大転換！ アパレル脱却で5年で売上高約3倍をねらう 

2021/09/07 

ヤオコー新業態「フーコット」の全貌 1号店の売場づくりと強み、課題を徹底分析 

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 

全貌 

2021/09/03 

オーケー、関西スーパー買収意向を正式表明 株主に求める５つの再検討項目とは？ 

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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