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報道関係者各位                                    2013 年 10 月 22 日 

ソフトブレーン・フィールド株式会社 

 

 

～コンビニ弁当・スイーツの 5800 人アンケート～ 

最もお弁当が美味しいコンビニは 1 位「セブンイレブン」、 

2 位「ローソン」、3 位「ファミリーマート」！ 

家庭では食べられない味を気軽に味わえることが評価を獲得 
 

フィールドマーケティング支援サービスを提供するソフトブレーン・フィールド株式会社（本社：東京

都千代田区、代表取締役社長：木名瀬博）は、株式会社クレディセゾンとの共同事業として、2013

年 2 月 1 日にサービスを開始した「レシートで貯める」のアンケートモニターを対象にコンビニ弁当・ス

イーツの利用実態調査を行いました。 

それぞれのチェーンがメニューや味に工夫を凝らし、競争が激化しているコンビニ弁当・スイーツの

利用者の実態について 20 代～70 代の男女 5,853 名(女性 3,789 名、男性 2,064 名)を対象に

2013 年 7 月 5 日に調査を実施しました。 

 

◆よくおよくおよくおよくお弁当弁当弁当弁当・スイーツを・スイーツを・スイーツを・スイーツを買買買買いにいにいにいに行行行行くコンビニくコンビニくコンビニくコンビニはははは 1111 位位位位セブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンセブンイレブン 

図表 1．よくお弁当・スイーツを買いに行くコンビニ【複数回答】(n=5,853) 

 

よくお弁当・スイーツを買いに行くコンビニについて聞いたところ、1 位「セブンイレブン」48%、2 位「ロ

ーソン」35%、3位「ファミリーマート」29%となり、ついで「サークルKサンクス」9%、「ローソンストア100」

5%、「ミニストップ」5%となりました。 
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◆◆◆◆コンビニでおコンビニでおコンビニでおコンビニでお弁当弁当弁当弁当・スイーツを・スイーツを・スイーツを・スイーツを購入購入購入購入するするするする際際際際のののの価格価格価格価格はははは 401401401401～～～～500500500500 円円円円がボリュームゾーンがボリュームゾーンがボリュームゾーンがボリュームゾーン    

図表 2．コンビニで購入するお弁当・スイーツの価格帯【単一回答】（n=3,631） 

 

コンビニでお弁当やスイーツを購入する方を対象に、購入時の価格帯を聞いたところ、どの世代で

も 401～500 円が最も多く、ワンコインで買える範囲で商品を選択している様子がうかがえました。ま

た、50 代以上の世代では 501 円以上の価格帯を購入する割合が 40 代以下に比べて高い傾向に

あることもわかりました。 

    

◆◆◆◆よくよくよくよく買買買買うおうおうおうお弁当弁当弁当弁当・スイーツのトップはおにぎり・スイーツのトップはおにぎり・スイーツのトップはおにぎり・スイーツのトップはおにぎり、、、、年代年代年代年代がががが上上上上がるにつれがるにつれがるにつれがるにつれ弁当弁当弁当弁当・・・・寿司寿司寿司寿司のののの購入率購入率購入率購入率がアップがアップがアップがアップ 

図表 3．よく買うお弁当・スイーツの種類【単一回答】(n=３，６３１) 

 

コンビニでお弁当やスイーツを購入する方を対象に、何を購入するのかを聞いたところ、20 代～

60 代でおにぎりが最も多い結果となりました。また、世代が上がるにつれ寿司、弁当の購入者が増え、

逆に麺・パスタの購入率が下がっており、世代によって好みが別れました。 

男女別に見ると、男性は寿司・弁当の購入率が高く、女性は麺・パスタ、デザート・スイーツの購入

率が高いことがわかりました。 
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◆◆◆◆特特特特にににに好好好好きなおきなおきなおきなお弁当弁当弁当弁当・スイーツのあるコンビニは・スイーツのあるコンビニは・スイーツのあるコンビニは・スイーツのあるコンビニは 1111 位位位位「「「「セブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンセブンイレブン」、」、」、」、半数以上半数以上半数以上半数以上がががが支持支持支持支持！！！！    

図表 4．お弁当・スイーツを買いに行くコンビニの中で特に好きなチェーン【単一回答】(n=３，６３１) 

 

コンビニでお弁当やスイーツを購入する方を対象に、特に好きなチェーンを聞いたところ、1 位は

「セブンイレブン」で 55%、2 位は「ローソン」で 20%、3 位は「ファミリーマート」で 13%となりました。 

男女別に見るとセブンイレブンでは女性からの支持が高く、ファミリーマートでは男性からの支持が

高いことがわかりました。 

 

◆◆◆◆そのコンビニならではのメニューがそのコンビニならではのメニューがそのコンビニならではのメニューがそのコンビニならではのメニューが支持支持支持支持をををを獲得獲得獲得獲得    

図表 5．特に好きなコンビニで購入するお弁当・スイーツの種類【単一回答】(n=３，６３１) 

 

特に好きなお弁当・スイーツがあるコンビニで購入するメニューを聞いたところ、どのチェーンでも
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「おにぎり」の購入者がトップでした。特にセブンイレブンでは 7 割以上の方が「おにぎり」を購入すること

があると答えています。また、サークル K サンクスでは他のチェーンに比べて、「寿司・弁当」を購入す

る人が多く、ミニストップでは「ホットスナック」、「デザート・スイーツ」を購入する方の比率が多いことが

わかりました。 

それぞれのコンビニのお弁当・スイーツが好きな理由、好きなメニューを聞いたところ、「「「「セブンイレセブンイレセブンイレセブンイレ

ブンブンブンブン」」」」では「「「「地域限定地域限定地域限定地域限定、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン限定限定限定限定のおのおのおのお弁当弁当弁当弁当がががが出出出出ているのをているのをているのをているのを見見見見るとるとるとると、、、、ついついついつい買買買買ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。奈奈奈奈

良良良良にににに住住住住んでいるのでんでいるのでんでいるのでんでいるので、、、、セブンセブンセブンセブンイレブンのイレブンのイレブンのイレブンの「「「「奈良奈良奈良奈良のおのおのおのお弁当弁当弁当弁当」」」」がががが出出出出たたたた時時時時はははは、、、、家族全員家族全員家族全員家族全員でででで食食食食べましたべましたべましたべました。。。。土用土用土用土用

丑丑丑丑のののの日日日日はははは、、、、コンビニのうなぎコンビニのうなぎコンビニのうなぎコンビニのうなぎ弁当弁当弁当弁当をををを毎年買毎年買毎年買毎年買っていますっていますっていますっています。。。。」」」」(50 歳既婚女性)や「「「「おにぎりのおにぎりのおにぎりのおにぎりの、、、、家家家家ではではではでは作作作作らららら

ないようなものないようなものないようなものないようなもの。。。。煮玉子入煮玉子入煮玉子入煮玉子入りとかりとかりとかりとか、、、、オムライスのおにぎりとかオムライスのおにぎりとかオムライスのおにぎりとかオムライスのおにぎりとか。。。。」」」」(40 歳既婚女性)、「「「「パスタパスタパスタパスタ系系系系ですですですです。。。。今今今今

はないけどはないけどはないけどはないけど、、、、カニとトマトのパスタはカニとトマトのパスタはカニとトマトのパスタはカニとトマトのパスタは絶品絶品絶品絶品ですですですです。。。。ミニミニミニミニ冷冷冷冷やしやしやしやし中華中華中華中華もよいですもよいですもよいですもよいです。。。。小小小小ぶりなのでぶりなのでぶりなのでぶりなので追加追加追加追加でサラダでサラダでサラダでサラダ

もももも合合合合わせられますわせられますわせられますわせられます。。。。」」」」(36 歳未婚女性)など、種類の豊富さやこだわりの味といったことがポイントとなっ

ており、家ではなかなか料理しづらいメニューを気軽に食べられることが支持を獲得しているようで

す。 

また、「「「「ローソンローソンローソンローソン」」」」では「「「「生生生生パスタシリーズパスタシリーズパスタシリーズパスタシリーズ。。。。チーズのショートパスタはチーズのショートパスタはチーズのショートパスタはチーズのショートパスタは絶品絶品絶品絶品でしたでしたでしたでした。。。。最近最近最近最近ではではではでは暑暑暑暑いのでいのでいのでいので、、、、

冷製冷製冷製冷製のののの青青青青じそねばねばパスタじそねばねばパスタじそねばねばパスタじそねばねばパスタ。。。。」」」」(36 歳既婚女性)や「「「「ショートパスタショートパスタショートパスタショートパスタ。。。。ローソンのパスタはローソンのパスタはローソンのパスタはローソンのパスタは、、、、他他他他のコンビのコンビのコンビのコンビ

ニとニとニとニと比比比比べてモチモチしているのにべてモチモチしているのにべてモチモチしているのにべてモチモチしているのに、、、、時間時間時間時間がががが経経経経ってものびたってものびたってものびたってものびた感感感感じがしないじがしないじがしないじがしない。。。。ダントツでダントツでダントツでダントツで美味美味美味美味しいとしいとしいとしいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。」」」」(39 歳未婚女性)といったようにパスタに対して高い評価が寄せられました。 

「「「「ファミリーマートファミリーマートファミリーマートファミリーマート」」」」が好きな理由については、「「「「ファミリーマートのファミリーマートのファミリーマートのファミリーマートの商品商品商品商品はははは目新目新目新目新しいものがしいものがしいものがしいものが多多多多いのでいのでいのでいので毎毎毎毎

回新作回新作回新作回新作がががが楽楽楽楽しみですしみですしみですしみです。。。。過去過去過去過去のののの期間限定商品期間限定商品期間限定商品期間限定商品でおでおでおでお気気気気にににに入入入入りだったものはりだったものはりだったものはりだったものは、、、、イカスミまんイカスミまんイカスミまんイカスミまん、、、、イカスミパスタイカスミパスタイカスミパスタイカスミパスタ、、、、

新潟新潟新潟新潟のののの BBBB 級級級級グルメ・イタリアン・グルメ・イタリアン・グルメ・イタリアン・グルメ・イタリアン・、、、、コーンビーフおにぎりコーンビーフおにぎりコーンビーフおにぎりコーンビーフおにぎり、、、、ポテトチップとコラボしたおにぎりポテトチップとコラボしたおにぎりポテトチップとコラボしたおにぎりポテトチップとコラボしたおにぎり、、、、チロルチョコチロルチョコチロルチョコチロルチョコ

とコラボしたとコラボしたとコラボしたとコラボした菓子菓子菓子菓子パンなのですパンなのですパンなのですパンなのです。。。。またまたまたまた、、、、復活復活復活復活してしてしてして食食食食べれるべれるべれるべれる日日日日をををを楽楽楽楽しみにしてますしみにしてますしみにしてますしみにしてます。。。。そしてこれからもそしてこれからもそしてこれからもそしてこれからも新新新新

作作作作をををを期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。」」」」(26 歳未婚女性)のように、斬新なメニューへの期待が高いほか、「「「「ファミリファミリファミリファミリ

ーマートのファミチキはーマートのファミチキはーマートのファミチキはーマートのファミチキは手頃手頃手頃手頃だしだしだしだし食食食食べやすいべやすいべやすいべやすい、、、、そしてジューシーでそしてジューシーでそしてジューシーでそしてジューシーで美味美味美味美味しいからしいからしいからしいから小腹小腹小腹小腹がががが減減減減ったったったった時時時時についについについについ

ついついついつい買買買買ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。」」」」(31 歳既婚男性)というような「ファミチキ」のファンも多いようです。 

他のチェーンについても、「「「「スープのスープのスープのスープの種類種類種類種類がががが多多多多くくくく、、、、他他他他のおのおのおのお店店店店よりもおいしいよりもおいしいよりもおいしいよりもおいしい気気気気がするがするがするがする。。。。季節季節季節季節などによっなどによっなどによっなどによっ

てててて、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな味味味味のものがありのものがありのものがありのものがあり、、、、野菜野菜野菜野菜がたっぷりがたっぷりがたっぷりがたっぷり入入入入っているものもっているものもっているものもっているものも多多多多いところがいところがいところがいところが嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい。。。。」」」」(28 歳未婚女

性/お弁当・スイーツが好きなチェーン：サークル K サンクス)や「「「「とろりとろりとろりとろり卵卵卵卵のオムライスのオムライスのオムライスのオムライス。。。。全体的全体的全体的全体的にミニにミニにミニにミニ

ストップのストップのストップのストップの弁当弁当弁当弁当はカロリーがはカロリーがはカロリーがはカロリーが低低低低くくくく、、、、そのそのそのその分副食分副食分副食分副食やデザートなどにもやデザートなどにもやデザートなどにもやデザートなどにも手手手手がががが出出出出しやすいのでしやすいのでしやすいのでしやすいので、、、、好好好好きききき。。。。    」」」」(39 歳

既婚男性/お弁当・スイーツが好きなチェーン：ミニストップ) など、そのコンビニならではのこだわり、

特徴が支持につながっている様子がうかがえたほか、「「「「駅駅駅駅ののののＮＥＷＤＡＹＳＮＥＷＤＡＹＳＮＥＷＤＡＹＳＮＥＷＤＡＹＳでででで購入購入購入購入するするするする助六助六助六助六、、、、おむすびおむすびおむすびおむすび

弁当弁当弁当弁当がががが列車列車列車列車にににに乗乗乗乗るるるる際際際際にににに食食食食べやすいべやすいべやすいべやすい。」。」。」。」(51 歳既婚男性/お弁当・スイーツが好きなチェーン：

NEWDAYS)というように、コンビニならではの利便性を理由に挙げる方もいました。 
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図表 6.そのチェーンが好きな理由【一部抜粋】 

 

 

 

【調査実施概要】 

対象：クレディセゾン社との共同事業「レシートで貯める」の 10 代～80 代の会員 

調査方法：当社「レシートで貯める」サイトを活用したインターネットリサーチ 

調査地域：全国 

調査日：2013 年 7 月 5 日  

有効回答者数：5,853 名 

属性：[女性] 20 代以下 4%、30 代 20%、40 代 25%、50 代 13%、60 代 3%、70 代以上 0% 

[男性] 20 代以下 1%、30 代 6%、40 代 14%、50 代 9%、60 代 4%、70 代以上 1% 
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【サービス概要】  

� サービス名： 購買理由データ提供サービス  

� クレディセゾン「永久不滅.com」サイト上のサービス名： 『レシートで貯める』  

� 購買理由収集対象者： 800万人のクレディセゾンのネット会員の内、当サービス登録会員 

� 購買理由収集の方法：  

- 指定カテゴリー（約50カテゴリー）の商品を実際に購入した会員が、その購買理由をレ

シート画像と共に報告 

- 登録会員に、対価としてクレディセゾンが運営するポイントサイト「永久不滅.com」にてポ

イントを付与 

� 購買理由データの販売先： 消費財メーカー 

� 購買理由データの提供方法： 契約企業に専用WEBサイトを通してデータを提供 

� 当事業の特長： 

- 日本初のレシートによる購買証明付き購買理由データ 

- 800万人のクレディセゾンのネット会員を基盤とした購買理由情報 

- 週次POSデータとの連動分析を可能とする週次購買理由データ 

� サービス詳細参照ページ： http://www.sbfield.co.jp/service/pob.html 

� 購買理由データ提供事業の全体図： 

お客様企業お客様企業お客様企業お客様企業

購買理由購買理由購買理由購買理由

データデータデータデータdBdBdBdB

ソフトブレーン・ソフトブレーン・ソフトブレーン・ソフトブレーン・
フィールドフィールドフィールドフィールド

クレディセゾンクレディセゾンクレディセゾンクレディセゾン

ネット会員ネット会員ネット会員ネット会員

ネット会員ネット会員ネット会員ネット会員800800800800万人万人万人万人

主に主に主に主に現金現金現金現金

での商品での商品での商品での商品
の買い物の買い物の買い物の買い物

普段のお買い普段のお買い普段のお買い普段のお買い

もの店舗もの店舗もの店舗もの店舗

購入時購入時購入時購入時

のレシーのレシーのレシーのレシー

トトトト取得取得取得取得

購入レ購入レ購入レ購入レ

シートとシートとシートとシートと
購買理購買理購買理購買理

由を報告由を報告由を報告由を報告

ＷＥＢ上ＷＥＢ上ＷＥＢ上ＷＥＢ上

から週次から週次から週次から週次
購買理購買理購買理購買理

由データ由データ由データ由データ

を提供を提供を提供を提供

報告内容をデータ報告内容をデータ報告内容をデータ報告内容をデータ

ベース化ベース化ベース化ベース化

報告内容をレシー報告内容をレシー報告内容をレシー報告内容をレシー

ト内容の照合ト内容の照合ト内容の照合ト内容の照合

ＳＢＦ分析レポートＳＢＦ分析レポートＳＢＦ分析レポートＳＢＦ分析レポート

の作成の作成の作成の作成

購入レシート記載購入レシート記載購入レシート記載購入レシート記載

商品の購入理由を商品の購入理由を商品の購入理由を商品の購入理由を
回答回答回答回答

ＳＢＦ分ＳＢＦ分ＳＢＦ分ＳＢＦ分

析レポー析レポー析レポー析レポー

トを提供トを提供トを提供トを提供

百貨店、スーパー、百貨店、スーパー、百貨店、スーパー、百貨店、スーパー、
ドラッグストア、ドラッグストア、ドラッグストア、ドラッグストア、

ＣＶＳ、ホームセンＣＶＳ、ホームセンＣＶＳ、ホームセンＣＶＳ、ホームセン
ター、専門店ター、専門店ター、専門店ター、専門店などなどなどなど

食品、飲料、嗜好食品、飲料、嗜好食品、飲料、嗜好食品、飲料、嗜好

品、美容・健康品、品、美容・健康品、品、美容・健康品、品、美容・健康品、
医薬品、日用雑貨医薬品、日用雑貨医薬品、日用雑貨医薬品、日用雑貨

品品品品などなどなどなど
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【ソフトブレーン・フィールド株式会社 会社概要】  

ソフトブレーン・フィールド株式会社は、ソフトブレーン株式会社（市場名：東証1 部・4779、本社：東

京都中央区、設立年月日：1992年6 月17 日、代表取締役社長：豊田浩文）のグループ会社とし

て、全国の主婦を中心とした登録スタッフ約47,000 名のネットワークを活用し、北海道から沖縄まで

全国のドラッグストアやスーパー、コンビニ、専門店など100,000店舗以上をカバーし、営業支援(ラウ

ンダー)や市場調査(ミステリーショッパー、店頭調査など)を実施しています。 

当社代表の木名瀬博は、2004年にアサヒビールの社内独立支援制度に応募し、合格第１号事業と

して独立しました。 

 

本社所在地 ：東京都千代田区有楽町2-2-1 ラクチョウビル７階 

設 立 ：2004 年7 月 

資本金 ：151,499,329円 

代表取締役社長 ：木名瀬 博 

URL ： http://www.sbfield.co.jp/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

ソフトブレーン・フィールド株式会社 

山室（やまむろ） 

TEL：03-5537-5496 FAX：03-5537-5982 

お問い合わせフォーム：https://www.sbfield.co.jp/inquirytop/ 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

ソフトブレーン・フィールド株式会社  

戦略企画室 柳原（やなぎはら）/具志堅（ぐしけん） 

TEL：03-5537-5981 FAX：03-5537-5982 

MAIL: solution@sbfield.com 


