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１．はじめに 

嗜好飲料の需要が高まっている今、多くの人がコーヒーを口にしている。試験勉強中の

学生、一服するサラリーマン、ゆったり過ごす中高年。幅広い年齢層が求めているのでは

ないか。多くの人々に癒し、安らぎを与えているコーヒーについて考える。 

コーヒーの販売チャネルとして、外資系を含むチェーン店、自動販売機、喫茶店、コン

ビニ、ファストフード店など、多数挙げられる。今回はこの中からチェーン店、コンビニ、

喫茶店の３つを取り上げていきたい。 

 

 

研究の動機 

 一つ目に挙げられるのは、私にとってコーヒーがより身近な存在になったことだ。私は

コーヒーをよく飲む。私たち大学生はよく飲む機会があるのではないか。「眠気覚まし＝コ

ーヒー」と定着していて、朝一のコーヒー、授業中、宿題中のコーヒー、雑談中のコーヒ

ーなど身近な存在だった。そしてより身近な存在にさせたのは就職活動だ。今となって思

い返すと何故か分からないが、コーヒーを提供する企業を主に就職活動をしてきた。会社

説明会や企業分析などを行うことでコーヒーに対する知識や意識が増し、コーヒーの素晴

らしさを知った。そしてコーヒーを提供する企業に就職が決まり、研究するのなら社会に

出ても身近で身になることを研究したいと思った。 

二つ目に挙げられるのは「多様化している販売チャネルと激戦化」だ。コーヒーの販売

チャネルはスターバックスコーヒーやタリーズコーヒーなどのチェーン店、個人経営を含

む喫茶店、紙コップ式、缶コーヒーなどの自動販売機、淹れたてを提供するコンビニエン

スストア各社、マクドナルドなどのファストフード店、家庭用コーヒーなど多く存在して

いる。これにより、幅広く多くの視点から見ることができ、また各販売チャネル視点で見

ることで新たな知見を見いだせると思った。そして、近年では各販売チャネル間での競争

や同一の販売チャネル同士の競争が話題になっている。これらの競争について詳しく調べ

ることで今後の市場予想をしていきたいと思った。 

 

 

２．背景・狙い 

 コーヒーの販売チャネルとして、スターバックスコーヒーやタリーズコーヒーなどのチ

ェーン店、個人経営を含む喫茶店、紙コップ式、缶コーヒーなどの自動販売機、淹れたて

を提供するコンビニエンスストア各社、マクドナルドなどのファストフード店、家庭用コ

ーヒーなどが挙げられる。各チャネル、ターゲット層や立ち位置、メリット、デメリット

などあると考えられる。各チャネル間、同一チャネル間での競争や差別化戦略などの現状
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を調査し、今後はどのチャネルが、どの企業が伸びるのか、あるいは衰退するのかなどの

市場予想を行う。 

 

そんなコーヒーだが、日本ではもともと飲む習慣はなかった。よく飲むようになったの

は 戦後の高度成長期以降とされ、食生活が欧米化になり始めた頃だ。 

人間は体内のカリウムとナトリウムのバランスを保とうとする。 均等に保つことで代謝

をはじめとする体内細胞の浸透圧調整を行うなど重要な働きをする。 戦後の高度成長期に

より、日本人の食生活は欧米のスタイルを真似たことで、動物性タンパク質や脂質と併せ

てナトリウムを多く摂取する食生活に変わっていった。これにより人々は、カリウムを摂

取するためにカリウムが多く含まれているコーヒーをよく飲むようになった。ステーキな

どの高タンパクな食事の後にコーヒーを飲みたいと思ったことがある人はこれらが関係し

ていた。 

日本でのコーヒー需要は時代の背景により変化を遂げ、現在日本は世界第三位のコーヒ

ー輸入量を誇る国となり、コーヒー関連商品（加工を含む）は年間およそ１～３％の伸び

を示している。（表 1参照） 

 

表１ 世界の生豆国別輸入量 

 2010/11年 2011/12年 2012/13年 

1.EU(27か国) 44,175 43,500 47,000 

2.アメリカ 23,110 23,200 23,500 

3.日本 7,460 6,700 7,150 

4.ロシア 4,190 4,500 4,900 

5.カナダ 3,375 3,300 3,600 

6.スイス 2,180 2,200 2,300 

7.フィリピン 2,000 1,875 2,200 

単位・・千袋            （出典)  USDA「World Markets and Trade」 

 

  

輸入では世界 3 位と輸入大国となった日本だが、輸入されたコーヒー豆は様々な方法で

液体のコーヒーとなるが、そのコーヒーはどこで飲まれているのか。（図 1参照） 
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図 1 飲用場所別 1人 1週間あたり杯数（全日本コーヒー協会のデータをもとに独自作成） 

 

家庭で 1 週間に約 1 杯飲まれていてとびぬけて一位である。２位の職場は、オフィスな

どでは紙カップ式自動販売機やコーヒーサーバーなどが置かれているため、手軽にコーヒ

ーを飲める環境が整われてきている。近年では、福利厚生の一環としてマシンを設置する

企業が増えている。学校は高校、大学を主に自動販売機による効果が大きいと思われる。

そして題材である喫茶店、コーヒーショップは全体の３％程度と非常に少ない。まだ人々

は店で飲むより、家庭で飲む傾向が高いことがわかる。 

次に年齢別に飲用状況を見てみる。 

 
図 2 年齢別 1人 1週間あたり杯数（全日本コーヒー協会のデータを元に独自作成） 
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40～59 歳の中高年が一番多く飲んでいる。高校生から年を重ねていき 60 歳まで、コー

ヒーを飲む量は増加していく。しかし、60 歳を過ぎたあたりから徐々に飲む量は減ってい

く。すべての年齢層において、女性より男性のほうが多く飲んでいることがわかる。１週

間当たり男女平均 10.73 杯となった。これは思っていたより多い結果となり驚いたが、世

界国別にみると 10.73 杯の日本はベストテンにも入れない。日本は輸入量では世界 3 位で

あるのに対し、飲まれている量は 10位圏外ということで、国民全体にコーヒーというもの

が浸透していないのではないかと考えられる。 

 

3.チェーン店 

 ここまで、コーヒーの基本的な背景、状況について書いたが、ここから本題である販売

チャネルの分析に入る。まずはじめはチェーン店を比較していく。今回はチェーン店の中

でも有名で多くの人に認知されているスターバックスコーヒージャパン（以下スターバッ

クス）、ドトールコーヒー（以下ドトール）、タリーズコーヒー（以下タリーズ）の３店に

ついて分析、比較していく。 

 

3.1 現状 

 現時点での各チェーン店の営業成績は以下のようになっている。 

表 2 

 スターバックス ドトール タリーズ 

売上高 1165億円 721億円 152億円 

売上高前年比 103.4% 103%  

営業利益 97億円 36億円 20億円 

店舗数 985店 1096店（FC+直営） 513店 

 

 

 

 

3.2 チェーン店の差別化 

 コーヒーを提供するという同じコンセプトを持ったコーヒーチェーン店。やはり他社と

は違ったサービスを提供することは必要不可欠であろう。各チェーン店におけるサービス

を比較していく。 

  

メニュー 

まずは、多くの人が店の選択時の判断材料にするであろう価格。 
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表 3 

 

 

  

スターバックス、タリーズが高価な価格設定であるのに対しドトールはお手頃な価格だ。

ドトールが安価なのには理由がある。それはフランチャイズ展開だ。全店舗の 8 割がフラ

ンチャイズ展開を行っており、人件費、地代家賃を低く抑えられている。またドトールは

サイズの表記を「Short」や「Tall」などとはせず「S」「M」「Ｌ」とし、注文しやすいよう

にしている。 

 

 コーヒーとの併売効果のあるフードメニュー。（季節による変動あり） 

 

スターバックス 

  デザート類 15品    パン類 15品 

  サラダ類  15品   

 

ドトール 

  デザート類 6品     パン類 12品 

   

タリーズ 

  デザート類 26品    パン類 29品 

  パスタ 4品 

 

 各店舗、スイーツやケーキなどのデザート類、サンドウィッチやトーストなどのパン類

など、コーヒーに合うようなフードメニューを揃えている。タリーズはスターバックス、

ドトールに比べてフードメニューが多く、パスタといった主食も提供している。 

 

 

 

 

 

スターバックス 

（ドリップコーヒー） 

ドトール 

（アイスコーヒー） 

タリーズ 

（本日のコーヒー） 

   Short ¥300     S ¥200    Short ¥300 

    Tall ¥340     M ¥250      Tall ¥340 

 Grande ¥380     L ¥300  Grande ¥380 

 Venti® ¥420     ―  Enorme ¥430 
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店内風景  
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             図 3 各店舗の店内風景（店舗により異なる）                               

 スターバックスは若い女性、主婦、ＯＬなど、比較的若い世代をメインにターゲットと

している。そのため図 3 を見て分かるようにソファ席などリビングのようなインテリア、

オープンテラスなどオシャレな空間となっている。 

 タリーズもスターバックスと同じ若い女性をターゲットとしている。店内はスターバッ

クとドトールの中間のデザインとなっていて、番人受けの店内に思える。また、コーヒー

の味へのこだわりが強い人もターゲットとしているため、高価な価格設定でも固定ファン

が多いと思われる。 

 ドトールはサラリーマンなどビジネスマンをターゲットとしている。図 3 を見ると一人

用の席が用意されているがこれがビジネスマン向けだと思われる。 

 

コーヒー豆 

 スターバックスは、アラビカ種のみを使用している。 

 ドトールは、アラビカ種の中でも最高品質の「ハワイ・コナ」をハワイの自社農園で生

産している。またそれに加え世界 14か国、36種の豆を輸入している。 

 タリーズでは、グァテマラ、ブラジル、コスタリカの農園を使用している。各生産地で

は様々な取り組みを行っている。 

 グァテマラ…高品質な豆を発掘し、生産者のモチベーションを高めるために「カッピン

グコンテスト」を行っている。 

 ブラジル…バウ農園と協力しながら豆の栽培や商品開発を行っている。 

 コスタリカ…「マイクロロットプロジェクト」を行っている。通常では、各農協で収穫

された豆を全て一緒に混ぜて精製処理を行うが、より正確に精製できる小

さい設備でコーヒー豆を生産することで農協や標高の違いなどの違いによ

って生まれる“味わいの差”が出にくくなる。 

 

サービス 

スターバックスのお好みオーダー 

 スターバックスは、自分の好みの味にカスタマイズすることが出来る通称「裏メニュー」

が存在している。エスプレッソの量、ミルクの種類、ドリンクの温度、氷の種類、ソース

の追加、シロップの量、パウダーの量、ホイップクリームの量、フォームミルクの量、こ

れらはすべて無料でカスタマイズが可能になっている。カスタマイズは、そこそこ専門用

語やシステムを理解していないと注文しづらいが、スターバックスの HP のカスタマイズ

例のページや、スマートフォンアプリ「カスタ場（Android 専用）」などを参考にすると便

利だ。 

 このようにカスタマイズを行えるチェーン店はスターバックスのみである。ただ味を変

えて楽しみたいという要望でけでなく、ミルクを豆乳や無脂肪乳に変更したいなどといっ
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た健康へのニーズにも対応している。 

 

 

電子機器 

 ３つのチェーン店すべて無料 wi-fi を利用することが出来る。（ドトールはソフトバンク

のみ）しかし店舗によっては利用できない場合もある。また、充電するために必要なコン

セントも設置されている（一部店舗を除く）。サラリーマンや学生は店内で携帯電話やパソ

コンを利用することも多いので、重要なサービスである。 

 

  

管理・店舗展開  

 スターバックスは世界各地に展開しているが、会社の方針でフランチャイズ展開を行っ

ていない。いわゆる直営店のみである。これにより徹底した品質管理、柔軟な意思決定の

できる店舗展開が可能になっている。今後も直営店の店舗展開を軸足にする方針だが、一

部、*ライセンス事業として運営している店舗もある。 

*ライセンス事業 ・・・・当社のライセンス事業は法定義上では「特定連鎖化事業」と

いう点でフランチャイズ事業と同解釈だが、本事業展開は直営方式での出店が困難な

商圏等での出店のみに特定している。具体的な立地としては、駅・空港・高速道路の

ＳＡ／ＰＡ・レジャー施設等を想定している。（スターバックス HP参照） 

  

ドトールはスターバックスとは正反対でほとんどがフランチャイズ展開をしている。

（1096店舗中フランチャイズ店舗は 945店）また、コーヒーの調達から焙煎までのすべて

の工程を自社で行う一貫体制をとっている。これにより高品質を維持し品質管理を徹底し

ている。 

 



 

9 

 

 

図 4 自社一貫体制のしくみ（ドトールコーヒーHPより） 

 

 タリーズもドトールと同様店舗のほとんどがフランチャイズ店舗である。（513 店舗中約

380店）また、ショッピングセンターやアウトレットモールなどの商業施設への出店が全店

の 45％を占めている。これにはメリットがあり、オフィスなどだと土日などの休日は客足

が落ちてしまう。しかし商業施設は週 7日稼働できるため，コンスタンスに集客が望める。 

 このような出店方法で年間 50 店舗ほど出店していき、3000 店を目標にしている。この

目標を達成させるために 3つのことを整えた。 

① 地区本部の設置 

全国に 7地区本部を設置したことで店舗開発、運営体制をさらに強化 

② 物流システムの整備 

物流業務を（株）日本アクセスに一括委託し 3温度帯（常温冷蔵冷凍）の一括配送が

可能になり、より鮮度の高い商品を扱えるようになった。 

③ 情報システム「BeANS」の導入 

本部がリアルタイムで売上、在庫、来客データを把握でき、効率的な店舗運営が可能

になった。 

 



 

10 

 

 

 

喫煙・禁煙 

 喫煙者が減少傾向にある今でも、飲食店を選ぶ際に喫煙情報を気にする人は多いであろ

う。 

 スターバックスは全店において全面禁煙としている。全面禁煙にするということは喫煙

者の来客が大きく減少するというデメリットがあるが、それでも全面禁煙を変えない理由

がある。それは徹底したサービスへのこだわりだ。コーヒー豆は高い消臭効果を持ってい

る。豆の表面に小さな穴がたくさんあり、この穴の中の空気に、においを吸収する役目が

あるのだ。しかし逆に言うと、豆は空気の匂いを吸収してしまう。喫煙可にしてしまうと

タバコの匂いが豆に吸収されコーヒーの味に影響が出てしまう。よってスターバックスは

全面禁煙を貫いているのだ。 

 タリーズはスターバックスとは違い、完全分煙としている。「喫煙者も非喫煙者もお客様」

を掲げている。タリーズも喫煙エリアを設けている理由がある。店舗開発責任者はこう語

る。 

 創業当初、主に出店したのが港区のビジネス街だった。喫煙者の多いビジネスマンをタ

ーゲットにしていたため喫煙エリアを作った。そのため昔からのタリーズファンの方には

「タバコの吸えるシアトル系コーヒーの店」と認識されている。現在では、病院などに出

店している一部の店舗を除きどの店舗も喫煙エリアを設けて、分煙には力を入れている。

喫煙エリア内の空気は専用の給排気設備で換気して喫煙エリアの空気が外に漏れないよう

に工夫されている。分煙にはもちろんコストがかかる。コストをかけたくなければ全席禁

煙にすれば良い。しかしそれでは全てのお客様に満足して頂けないのではないか。喫煙者

も非喫煙者も大切なお客様なのでコストかける価値はあると思っている。お客様に満足し

てもらうには味の他に「おもてなしの心」が大事だ。コーヒーは嗜好品であり居心地、サ

ービス、接客で美味しさが変わる。分煙は付加価値を生み出すうえで重要な要素だ。 

 

3.3 スターバックスの躍進 

スターバックスは事業コンセプトである「サードプレイス」の提供を掲げている。ファー

ストプレイスは家、セカンドプレイスは職場・学校、そして家でも職場でも学校でもない

空間をサードプレイスと呼ぶ。日常を忘れてくつろげる場所がサードプレイスなのだ。 

 スターバックスは好業績が続いている。2013 年 3 月期決算は売上高 1165 億円、営業利

益 97億円、当期純利益 53億円で、いずれも 2期連続で過去最高額を記録。14年 3月期も

過去最高額を更新、営業利益 100 億円の大台実現を見込んでいる。好業績の理由として、

既存店の売上高増加が考えられる。昨年 3月から今年 5月まで、14カ月連続で前年同月比

を上回っている。また、スターバックスでは他店にはない「フラペチーノ」が人気だ。「ス

ターバックスはコーヒーを売っていない」とも言われるほどで若者や女性はコーヒーより
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フラペチーノ目当てで来店することも多い。オシャレで居心地の良い店内、そして様々な

ニーズに対応するサービス、豊富なメニュー。これらがスターバックスをここまで成長さ

せたのだろう。 

 

 

3.4 チェーン店に忍び寄る影 

 スターバックス、ドトール、タリーズなどのコーヒーチェーン店は好調の流れに乗り順

調に新たな店舗を出店し続けてきた。中でもスターバックスは、集客力のある大都市でド

ミナント出店を行ってきた。しかし近年、このドミナント出店が飽和状態になってしまっ

たのだ。これによりサービスエリアやショッピングセンターなどへの出店が増えていき、

今まであった高級というブランド力が低下しつつある。 

 そんな中、コーヒーチェーンに襲い掛かってきたのがコンビニコーヒーである。 

 

 

 

 

 

4.コンビニコーヒー 

  

「2013 年ヒット商品」で見事１位に輝いたコンビニコーヒー。弁当、PB 商品の強化、

酒類やたばこの取り扱い、デザートなど、他業種の機能を補って成長してきたコンビニ各

社が今一斉に注力しているのがテイクアウトする淹れたてのコーヒーだ。販売方式やメニ

ュー、価格は異なるが売り上げは好調である。セブン－イレブン・ジャパンの約１万６０

００店を筆頭に業界５位までで、年内約４万店のコンビニコーヒー店がオープンする見込

みだ。これらはコーヒーチェーン店を脅かす存在になり、顧客を争奪し始めている。また、

顧客を奪うだけでなくさまざまな需要の連鎖をもたらしている。 

 

コンビニがコーヒー市場に参入したわけ 

① 利益率の高さ 

コンビニが淹れたてコーヒーに参入するのは今回が初めてではない。各コンビニとも何

度かチャレンジしてきたが成功は得られなかった。ではなぜ失敗例のあるこの淹れたて

コーヒーに何度もチャレンジするのか。第一の理由として「利益率の高さ」が挙げられ

る。コンビニが扱う商品の平均原価率 70％に対して淹れたてコーヒーは原価が低く粗利

率が高い。よって 100円台の価格でも十分な利益が見込めるという。スターバックスの 

原価率は 18％とされる。コンビニは生豆を商社から仕入れ、焙煎を AGFや UCCなどの

専門企業に委託しているため原価率はこれより高くなるが店舗数が格段に多いため仕入
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れ規模を考慮すると原価率 20％を切ることも不可能ではない。 

 

② 新規顧客開拓 

各コンビニの女性客率は 40％。化粧品、惣菜、サラダ、デザート等の商品展開に注力し

てきた結果だ。この流れに乗ってさらに伸ばそうということでコーヒーを打ち出してい

る。 

③ 客単価アップ 

客の購買意識を促進し、男女問わずパンやデザートを同時に購入する客が多い。また、

ドリンクとの併買率も高いという。これはコーヒーチェーン店にはない現象。コンビニ

は品ぞろいも豊富なため併買効果が期待でき、ほかの商品と組み合わせると割引という

キャンペーンも行われている。 

 

4.1 各社比較 

 

セブンイレブンージャパン （セブンカフェ） 

 富士電機と共同で一杯ずつ豆を挽いてドリップするマシンを開発した。このマシンのコ

ストは従来のエスプレッソマシンの約 4 分の 1 程度に抑えた。コーヒー豆はアラビカ種の

４種をブレンドした豆を使用し、焙煎はUCC上島珈琲とAGFが担当している。（エリア別） 

メニューはローソンの「女性＝ラテ」には便乗せず、ホットとアイスのみでスタートし

た。当初の販売目標は 1 日 1 店舗当たり 60 杯だったが累計販売数 5000 万杯を突破した 5

月の時点で 1日 1店舗当たり 83杯を記録した。また、累計 2万杯に迫った 9月の時点で 1

日 1店舗当たり 91杯となり、着実に売り上げを伸ばしている。猛暑となった 8月には 1日

300杯を超える店舗もあったそうだ。2013年 9月 20日に全店舗（約 1万 8500店）への導

入が完了しさらに売り上げが伸びると予想される。 

 

今後の展開 

 コーヒーはドリップ方式でブラックのまま継続して販売していく。カフェラテやエスプ

レッソなどを販売する予定はない。今後、セブン＆アイホールディングスの「ポッポ」な

どのファストフード店への導入を行う予定。 

 

メニュー 

              表 4 

      

 

メニュー/サイズ Ｒ（レギュラー） Ｌ（ラージ）
アイスコーヒー 100円 150円
ホットコーヒー 100円 180円
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ローソン （MACHIcafe） 

 コンビニコーヒーの中で唯一、店員が淹れる方式をとる。マシンはイタリアの IMC社の

エスプレッソマシンを使用。ブラジルの「イパネマ農園」で豆をオーダーメイド(50%使用)

し、それに加え人気、希少性の高い「パルプドナチュラル豆」(20%使用)とオリジナルブレ

ンドとした。それぞれの豆に最適な方法で焙煎し、豆の個性を引き出した後にブレンドす

る「アフターミックス製法」を行っている。アンケートの結果女性はブレンドよりカフェ

ラテを好むことがわかり、ライバルとしているスターバックス、ドトールと似たグラニッ

テ、宇治抹茶ラテなどを展開。設置店舗は約 5000 店。1 日 1 店舗当たり 50～60 杯とセブ

ンイレブンに次いで 2位となっている。 

Ponta カードを提示すると 30 円引きとなる。よって購入客の 9 割が Ponta カード会員だ。

また、タンブラーを持参すると 10円引きとなる。 

 店員がマシンを操作ことや容器やロゴの見た目、デザインなどカフェを意識した演出。

店内で流すための CDも作るほど演出に徹底。 

 

接客重視 

試験導入に選んだのはセブンイレブン・ジャパンの会長のお膝元である長野県。コーヒ

ーの売り上げは立地だけでなく接客も関係する。ホスピタリティが戦略。 

少子高齢化の影響で５０代以上の客層が４割を超えた。つまり接客にうるさい高齢者に対

応したスタッフ教育をしてリピーターを増やそうという戦略＝ファンタジスタ制度もその

一環である。ファンタジスタとは接客レベル、コーヒー知識に長けたスタッフに対して去

年から独自に認定している有資格者のこと。合格率 16％という狭き門を突破した 505名の

ファンタジスタたちが各店に散らばり模範接客をすることで、店全体のモチベーションア

ップに繋げようという狙い。ファンタジスタがいる店舗では売り上げが 1.5～2倍になった。 

2014年末にはファンタジスタを 2000人にする予定。 

  

12 月 10 日より希少な豆を使用したスペシャリティコーヒーが 240 万杯限定で販売され

る。通常の 5 種類の豆をブレンドしたコーヒーとは異なり、高品質のイエローブルボンを

100％使用するにも関わらず特別価格の 180円（Ｍ）、210円（Ｌ）で提供される。 
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メニュー 

 

表 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーマート（Famima Café） 

 ドイツ製のエスプレッソマシンを使用。2003 年からコーヒー販売を行ってきた。今年度

中に国内全 9800店舗に導入する予定だ。2013年 11月 26日から「Famima Café」に変更

し“エスプレッソ抽出”を訴求するスタイリッシュなデザインに変更した。また、ブレン

ドコーヒーにＳサイズ（120円）を新たに導入した。特に女性から人気の高いカフェラテを

アレンジ可能にするためココアシュガーとシナモンの「トッピング」を無料で提供するこ

とや、テイクアウト用のオリジナル紙袋も用意するなどサービス面も強化した。使用する

コーヒー豆はメニューによって品種を変えている。 

 120円の商品を出したりトッピングを提供したりと、セブンイレブンやスターバックスの

成功点を補充することで同質化戦略を図っているものと考えられる。 

 

 

メニュー 

表 6 

 

メニュー/サイズ Ｓ Ｍ
ブレンドコーヒー 120円 150円
アイスコーヒー
カフェラテ

アイスカフェラテ

180円(340ml)
150円(180ml)
180円(370ml)

アイスコーヒー
アイスカフェラテ

メニュー/サイズ Ｍ Ｌ
ブレンドコーヒー 180円 210円
カフェラテ 210円 240円

ダージリンティー
ロイヤルミルクティ

カフェモカ(ホット・アイス)
ミルクココア(ホット・アイス)
北海道コーンのポタージュ
グラニッテ(カフェラテ・チョコ
ミント・アサイー＆カシス・
フルーツ＆ベジタブル)

180円
210円

180円
210円

240円

アイス

ホット

限定
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4.2 コンビニコーヒーの評価 

  

ここまでセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのコーヒーについて書いたがど

こも 100 円台前半～200 円台とコーヒーチェーン店に比べて価格が安い。実際味の方はど

うなのか。最近よくインターネットや新聞記事にトップバリスタや専門家のコンビニコー

ヒー比較が掲載されている。どれを見ても「安価にしてはおいしい」「予想を上回った」な

ど、非常に高い評価を受けているのが分かる。しかし、味覚は人それぞれであり好みも違

う。そこで私もコンビニコーヒー各社を実際に飲み比べてみた。 

 今回は自宅付近のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートを対象とし、コーヒー

はアイスコーヒーで統一した。 

表 7 

  

まずは世間からの評判が良いセブンイレブン。味は苦味と酸味がバランス良い。そしてな

により香りが強く良い香りだった。私も普段からセブンイレブンのコーヒーを飲んでいる

ためか、クセがなく非常に飲みやすく万人受けする味。1日 100杯近く売れるのもわかる気

がした。個人的総評は満点の 5 点。この味で 1 杯 100 円というのは素晴らしい。ただ前に

も述べたようにカフェラテなどの甘いコーヒーはないため単純にコーヒーをブラックでの

飲みたい方におすすめである。 

 次にローソン。これまでの研究でローソンのコーヒーへの注力具合から期待していたが

残念な結果となった。香りの特徴はあまりないが味が独特だった。苦味も酸味も強いわけ

ではなく、豆の味という印象。正直個人的には好みの味ではなかった。 

 最後にファミリーマート。酸味より苦味が強く、香りも多少あった。セブンイレブンよ

り味が濃い。こちらもブラックコーヒーが好きな方にはおすすめである。また、店舗によ

ってはシナモン、ココアパウダーやキャラメルソースなどのトッピングを付けることも可

能だった。 

 今回の調査で、私は一番売り上げの高いセブンイレブンのコーヒーがおいしいと感じた。

ローソンには高い期待をしていたが残念だった。ファンタジスタなどといった接客へのこ

だわりもあまり感じることが出来なった。今回購入したファミリーマートやアルバイトの

 苦味 

(1~5) 

香り 

(1~5) 

総評 

(1~5) 

セブンイレブン 
3.5 5 5 

ローソン 
3 3 2 

ファミリーマート 
4 3.5 4 
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休中に行くファミリーマートを利用してみて、店員があまり慣れていないように感じた。

同じコンビニコーヒーという括りの中でこれだけ味が違うとこれから各コンビニ間で差が

開きそうな予感がする。 

  

 

 

 

 

5 各チャネルの考察・今後 

 

コーヒーチェーン店からみる考察 

 1980年に「ドリップ式」ブレンドコーヒーを提供するドトールコーヒー、1996年に北米

からの「高品質」と「エスプレッソ文化」を持ったスターバックスというコーヒーチェー

ン店が日本に生まれ、これらは日本におけるコーヒーチェーンの第一波、第二波とされて

いる。ドトールコーヒーはスターバックスに対抗してエクセルシオールカフェを出店、追

随して新たなカフェが生まれコーヒーブームとなった。もともとコーヒーを飲む習慣がな

かった日本には新しい習慣が根付き現在までコーヒーの熱は冷めることはなかった。そし

て現在にかけてコーヒーチェーン企業間で激しい競争が繰り広げられてきた。コーヒーの

品質に加え店内のデザインやサービスなど他社との差別化を図り売上を伸ばしてきた。し

かしこれまで好調だった流れも近年足踏みしそうである。店舗数が飽和状態となりショッ

ピングセンターなどへの出店によりブランド力の低下が危ぶまれたり、異業種からコーヒ

ー業界への参入など、壁にぶつかっている状況だ。特に近年ではコンビニからの参入はコ

ーヒーチェーンにとっては大きな障壁となっている。コーヒーチェーン店は品質向上や低

価格化、フードメニューの充実などを図り他社との競争を行ってきた。しかしコンビニコ

ーヒーの参入により、消費者のニーズは多様化した。1杯 100円台という低価格に加え味も

チェーン店に劣らない、そしてフードメニュー（併売）の充実や飲みたいときにいつでも

飲める店舗数の数など、コーヒーチェーン店を選択するメリットが少なくなっている。た

だ、コーヒーチェーン店には店内でゆっくりくつろげる環境や雰囲気、そしてブランド力

がある。今後はこれらの長所をより活かすための工夫をし、消費者のニーズをいかに素早

くくみ取るかが鍵となりそうだ。新たな敵対企業の出現により、コーヒーチェーン企業間

の争いはより一層激しくなると考えられる。 

 

 

 

コンビニコーヒーから見る考察 

 コンビニ各社は 2012年から 2013年にかけてコーヒー販売に本腰を入れた。コンビニ経
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営者も驚くほどの売り上げを見せ、国内のコーヒー消費量過去最高を記録した 2013年はコ

ンビニコーヒー元年とも言われている。日経トレンディが選ぶ「2013 年ヒット商品」では

「コンビニコーヒー」が１位に選ばれた。ここまで大人気となった要因としてもちろん低

価格や品質、店舗数などが挙げられるが私はそれだけではないと思っている。 

これは実際にコンビニコーヒーを購入して気づいたことだが、コンビニコーヒーは「お

いしく感じる」ということもあるであろう。コーヒーチェーン店は実は作り置きしている

ことが多いということを聞いた。確かに通勤前のコーヒーチェーン店の行列を見ると疑わ

しいとも思う。それに比べコンビニでは豆の状態から間近でしかも自分の手で淹れるため、

新鮮でおいしく感じるということだ。 

もう一つは「気楽」であるということ。コーヒーチェーン店の中でも特に高級感を売り

にしているスターバックスでコーヒーを買うとなると緊張したり気を使うという人もいる

であろう。しかしコンビニではそのような緊張した空気はなく気楽に購入できると考えら

れる。 

コンビニコーヒーの問題点を考えてみたが現時点での問題点は見当たらなかった。しか

し購入する際に私がよく気になることは、「衛生面」である。レジやおでんの隣にマシンが

設置されているためゴミやおでんの汁などがマシンに飛び散っていることもしばしばあっ

た。また飲食店ではないため衛生管理もしっかりされているのかが気になるところである。

今後は、低価格を保ったままコーヒーの品質をどれだけ上げることが出来るかが重要にな

るであろう。 

 

 

喫茶店からみる考察 

 セルフサービスのコーヒーチェーン店とは対照にフルサービスの喫茶店は1982年をピー

クに減少を続けている。その当時、セルフ式のコーヒーチェーン店が低価格でコーヒーを

販売し出し顧客は低価格の波に押されていった。フルサービスとは店員が客席までおしぼ

りを持って行き、1杯ずつハンドドリップを行いこだわりのコーヒーを提供し、時には店員

と談笑したりといわゆる昔ながらの喫茶店だ。現在はコーヒーチェーン店やコンビニコー

ヒーなどに押されてはいるもののまだまだこれから伸びるのではないかと私は考えている。

喫茶店では地域密着型で慣れ親しんだ安心感、おしゃれ過ぎず高級過ぎない「日常感」を

味わえる。昭和の古き良き時代をイメージしたメニューなどもあり年配の方には人気とい

う声も聞く。現在は少子高齢化が進み、地域に根差したフルサービス型の喫茶店の需要は

増えていくと考えられる。また、コーヒーチェーン店やコンビニコーヒーなどの安価なコ

ーヒーが流行っている事は今後の喫茶店市場にはプラスに働くのではないかと考える。若

者がこれらの安価のコーヒーを飲む機会が増加することでコーヒーへの知識、関心が高ま

り、いずれより高品質なコーヒーを求めるようになると考えている。その時はまた、喫茶

店の時代が訪れる可能性が考えられる。 
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6 おわりに 

 スターバックスの躍進やコンビニコーヒーの大成功からも分かるように、多くの人々が

「コーヒー」を求めていることが分かる。販売チャネルが非常に多いコーヒーだが、最近

では家庭用のコーヒーマシンが話題となるなど日々多様化している。これからのコーヒー

市場がどのように変化していくのか、非常に興味深い。 
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