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はじめに 

いつでもどこでも手軽にコーヒーが飲める現代では、毎日コーヒ

ーを飲んでいるというコーヒー愛好家が多く、オフィスでの仕事中

や家事の合間には欠かせないものだ。その手軽さやコーヒーの健康

的効果や妊婦や高齢者のニーズに追随したカフェインレスコーヒー

の広まりなどによるますますのコーヒーブームが沸き起こってい

る。 

 そんなコーヒー業界は 100 業態以上もありライバルも多く激戦で

ある。このような競争の激しい業界におけるコーヒーチェーン各社

の強みや戦略について研究し、今後どのように成長、展開していく

のか予想したい。 

 

 

1. 日本のコーヒー消費の現状 

世界中で飲まれているコーヒーは原産地であるエチオピアから広

がり、今では世界 60 カ国以上で生産しれている。コーヒーは主に

北緯 25 度から赤道を挟んで南緯 25 度までのコーヒーベルトと呼ば

れる温暖な地域で栽培されているが、各地の気候や風土に合った栽

培法が取られており、生産地によって味や香りや形などが異なる。

つまり、数多くある種類によって違う特徴こそがコーヒーの楽しみ

方であり魅力でもある。 

 そんなコーヒーが初めて日本に持ち込まれたのはまだ鎖国政策の

真只中の江戸時代であった。しかし、コーヒーの存在こそ伝わって

いたが、一般の民衆がコーヒーを飲む習慣はまだなかった。よく飲

むようになったのは戦後の高度経済成長期以降で、コーヒー豆の輸

入が自由化になったことで国内メーカーが相次いでインスタントコ

ーヒーの製造を開始したことからである。そこから外食産業ではレ

ギュラーコーヒーが広まり、家庭ではインスタントコーヒーが浸透

していったのだ。 
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［1］ 

日本でのコーヒー需要は時代によって変化を遂げており、日本国

内のコーヒー消費量を見ると増加傾向を続けていることが分かる。

特に 20 年前と現在を比べると 1.5 倍近くまで増加している。（表 1

参照） 

国内のコーヒー消費量では高水準を記録し続けているコーヒーだ

が、どのような場所で飲まれているのだろうか。（表 2 参照） 
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［1］ 

家庭で 1 日に約 1 杯飲まれており、次いで職場や学校とあるが、

喫茶店やコーヒーショップでの飲用杯数は 0.37 と非常に少なく、

これらの数値は過去 10 年間で大きな推移がない。このことから、

人々はまだ店で飲むより家庭で飲む傾向が強いことがわかる。 

 

 さらに、タイプ別の飲用杯数を見てみる。（表 3 参照） 

 

 

［1］ 

レギュラーコーヒーの数値を見ると 12 年から 16 年にかけて順調

に増加し、これまでトップだったインスタントコーヒーに追いつく

かたちとなっているのがわかる。これは、2013 年からのコンビニ

コーヒーの大ヒットによりレギュラーコーヒーが手軽に飲めるよう

になった結果だろう。その影響を受けてか、缶コーヒーは徐々にそ

の数値を下げている。 

 

 

2. 国内コーヒー業界 

 ここまでコーヒーについての基本的な説明と日本のコーヒー消費

の統計データを扱ってきたが、ここからは実際に競争戦略を行なっ

4.38
4.51

4.69
4.46 4.54

3.95

3.7

3.21 3.27 3.2

3.63

3.89

1.81
2.05

1.87 1.93 1.84 1.75

0.7 0.82

1.09 1.14 1.11
1.51

2006 2008 2010 2012 2014 2016

（杯） 表3 タイプ別１週間当たりの平均飲用杯数

インスタント

レギュラー

缶コーヒー

リキッド



6 

 

ている企業をタイプ別に比較していく。 

中でも今回は、コーヒーチェーン業界、コンビニコーヒー業界に絞

って調査する。 

 

 

2.1 コーヒーショップ 

図 1 

 スターバックスコーヒー ドトールコーヒー タリーズコーヒー 

売上高 

（※注 1） 

1256.7 億円 685.0 億円 260.4 億円 

営業利益 

（※注 1） 

109.5 億円（8.7%） 42.1 億円

（6.1%） 

35.7 億円（13.7%） 

店舗数 

（※注 2） 

1288 店 1154 店 671 店 

コーヒーの価格 

（※注 2） 

345 円［Tall サイズ］ 270 円［M サイズ］ 370 円［Tall サイズ］ 

コーヒーの種類 日替わり 日替わり 日替わり 

おかわり One More Coffee × One More Coffee 

Ｗｉ-Ｆｉ 

（※注 2） 
全店舗(無料) 一部店舗(無料) 一部店舗(無料) 

その他 

（※注 2） 

全席禁煙 

(テラス席で喫煙可能

な店舗もある) 

分煙式 

(完全禁煙店舗

も一部ある) 

分煙式 

(完全禁煙店舗も

一部ある) 

 
※注 1：スターバックスコーヒージャパン株式会社は 2015 年 3 月にスターバックスコーポレー

ションの 100%子会社となり、東京証券株式所において上場廃止となったので、財務数値を公

表しなくなった。従って、データは 2014 年 3 月期(スターバックスコーヒー)、2015年 4月期

(タリーズコーヒー)、2014 年 2 月期(ドトールコーヒー)のものを使用。 
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※注 2：2017 年 8 月末現在。 

［2］［3］［4］［8］［11］［12］［13］ 

3 社とも「本日のコーヒー」方式を採用しており、毎日コーヒー

豆の銘柄が変わるので消費者はさまざまな種類のコーヒーの味や風

味などをたのしむことができる。逆に言うと、毎日好みの味のコー

ヒーを飲みたい人には向いていないかもしれない。 

 スターバックスとタリーズでは当日中でなら半額以下の価格でも

う 1 杯コーヒーが飲めるレシートがついてくるお得なサービスがあ

るので、同じ日の再来店を促すこともできるのも常連客確保の秘訣

だ。さらに、３社とも来店や購入に応じてポイントがたまるシステ

ムを取り入れており、ロイヤルカスタマーと呼ばれるような常連客

をしっかりと確保している。 

 また、3 社とも２０種類以上のコーヒー豆を扱っており単にコー

ヒーを飲みたいという人から、いろんなコーヒーを試したいコーヒ

ーマニアの人まで幅広い人がコーヒーをたのしめるようになってい

る。さらに、カフェインレスのデカフェコーヒーも扱っており、夕

夜間の飲用や女性のコーヒーニーズに応えている。 

 

 

スターバックスコーヒー 

店舗戦略としてコンビニエンスストアのような「ドミナント戦

略」を取り入れている。「ドミナント戦略」というのは同一エリア

内に複数店舗を出店することで競合他社の入る隙を与えず市場占有

率の向上を図ることである。 

また、内装には特にこだわっており、1288 もある店舗の 1 つと

して同じ内装のものはない。インテリアにもこだわりが強く読書な

どに適した一人用のソファ席や、やわらかい雰囲気の照明がある。 

全席禁煙というスタイルは昔から変わらず、老若男女問わずやすら

ぎの空間を提供している。 

スターバックスの OneMoreCoffee サービスは、当日中に限り

108 円(税込)で同じサイズのコーヒー(アイス・ホット選択可)を全

国どの店舗でもおかわりすることができるので、朝はオフィスの近
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くの店舗でコーヒーを購入し、その時のレシートを持って仕事帰り

には自宅近くの店舗でリラックスタイムを過ごすという使い方もで

きるのも人気の秘密だ。 

そして、店舗で販売している約 20～30 種類のコーヒー豆のなか

から自分の好きなコーヒー豆を選んで 1 杯分淹れてもらえるプレス

サービスもある。 

 

ドドールコーヒー 

日本風のカフェとして昔から大きな存在感を示しているのがドトー

ルであり、低価格高回転という戦略を取っている。３社の中では１

番手頃な価格設定で、１円単位のない税込での一貫した価格設定な

どによる迅速なサービスを実現している。 

店内は茶や白を基調とした清潔感のある内装で、明るい照明は勉強

やワークにも適している。 

 

タリーズコーヒー 

茶を基調としたインテリアやソファ席があり、店内も比較的静かで

落ち着いていた空間となっている。年齢層も比較的高めなので落ち

着いてコーヒーが飲みたい人からの人気が高い。チャージした専用

のプリペイドカードで支払いをするとドリンク 1 杯につき 10 円引

きというサービスがある。 

 

各社ともテイクアウトは可能であるが、オフィス内や学内店舗な

どを除いて、来店する人の多くは店内の利用を目的としている。コ

ンビニコーヒーや缶コーヒーはオフィスや移動中、街中で飲まれる

ことを目的としているのに対して、３社はコーヒーとともに「居心

地の良い空間」を提供しているのだ。もしかすると、消費者はコー

ヒーが飲みたくて来店したわけではないかもしれない。一息つくた

めの場所、時間つぶしのため、あるいは店員という話し相手が欲し

いから・・・などその空間のためにコーヒー(その他のドリンクの

場合もあるが)を買っていると考えることもできる。 

そういう視点から考えると、そのような居心地の良い空間づくり

に特に力を入れてきたスターバックスは、コンビニコーヒーや缶コ

ーヒーのような手軽さよりも、それに付加価値としてさまざまなサ
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ービスを求める人々のニーズをしっかりと満たしている。これが多

くの顧客の獲得に成功し、業界トップの売上を誇る理由の一つと言

えるだろう。 

 

 

2.2 コンビニコーヒーの台頭 

 日本は巨大なコーヒーマーケットでありながらも 2007 年以降の

国内消費量は落ち込んでいた。しかし、コンビニコーヒーが大ヒッ

トし、普及し始めた 2013 年には 6 年ぶりに国内消費量が 44 万

6.392 トンという過去最高を記録し、その後も増加傾向にある。 

最大手のセブンイレブンが 19851 店、ローソン 17921 店、ファミ

リーマート 13111 店を展開しているのに対し、コーヒーチェーン大

手のスターバックスが 1288 店であることを考えるとその巨大さが

わかる。 

このことから、コンビニコーヒーの存在がコーヒー業界を活性化

させたきっかけとみてもよいだろう。 

 ここからは大手コンビニ 3 社のホットコーヒーを比較し、各企業

の強みや戦略について調査していく。（図 2 参照） 

 

図 2 

 セブンイレブン ファミリーマート ローソン 

価格 
ホットコーヒー 

R：100 円(税込) 

L：150 円(税込) 

ブレンドコーヒー 

S：100 円(税込) 

M：150 円(税込) 

L：180 円(税込) 

 

ブレンドコーヒー 

S：100 円(税込) 

M：150 円(税込) 

L：180 円(税込) 
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提供スタイル 
セルフ式 セルフ式 店員手渡し 

抽出法 

ドリップマシン 

抽出法(※注 1) 

エスプレッソマシン 

抽出法(※注 2) 

エスプレッソマシン 

抽出法(※注 2) 

特徴 

自販機型も導入 コンディメントバー

の設置 

カフェインレスコー

ヒーを取り扱う 

※注 1：挽いたコーヒー豆にお湯を注いで蒸らし、じわじわ抽出する方法。 

 

※注 2：極細挽きのコーヒーの粉を押し固めて、高温高圧の熱湯を瞬時に通過させ成分を抽出

する方法。通常は濃縮されたコーヒーをお湯で薄めたものが提供される。 

［5］［6］［7］［10］ 

 

お手頃価格 

3 社とも S サイズのホットコーヒーをワンコイン(100 円)という

破格で販売しており、大手コーヒーチェーンのホットコーヒーが平

均 330 円程度なのを考えるとそのお手軽さは一目瞭然である。 

味へのこだわり 

市場に出回るコーヒー豆のほとんどはアラビカ種とロブスタ種の

2 種類である。アラビカ種は風味や香りにすぐれているが乾燥や霜

害・病虫害に弱く栽培が難しい品種なため価格が高めである。一

方、ロブスタ種は苦みが強くて酸味がほとんどなく、やや泥臭い風

味といわれることもある。比較的低地(標高 1000ｍ以下)での栽培に

適しており、病気や害虫に強いうえ実がたくさんなるので価格も安

めである。このロブスタ種は安価なインスタントコーヒーや缶コー

ヒーに使われることが多いのも特徴だ。 

しかし、注目したいのは 3 社ともが 100%アラビカ種の高品質なコ

ーヒー豆を使用しているということである。100 円という低価格で

ありながら味への妥協は一切なく、淹れたての美味しいコーヒーが

飲めるもコンビニコーヒーの大きな強みだ。 
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スピード提供 

通常のコーヒーチェーンでのコーヒー提供時間は 3~4 分といわれ

ているが、レジに人が 2~3 人並んでいたら 5～10 分の時間のロス

が生まれてしまうこともある。そこに目をつけたのがコンビニコー

ヒーだった。セブンイレブンが提供するコーヒーのドリップ時間は

わずか 40 秒。5~10 分並ぶよりも、40 秒で買えるコンビニコーヒ

ーが選ばれる可能性は高まる。つまり、消費者はより短い時間でよ

り高い価値の得られるものを選ぶ「時間価値」へのニーズを見出し

ているのだ。 

各社の強み 

セブンイレブンでは、レジを経由せずにコーヒーマシンに直接お

金を入れて購入することができるマシンが導入されており、さらな

るスピード化に成功している。 

ファミリーマートでは、シナモンパウダーやココアパウダー、キ

ャラメルソースにチョコレートソースなどのコンディメントバーが

コーヒーマシン横に設置されており、消費者の好みに合わせて味や

風味をカスタマイズすることができるのが魅力の 1 つである。 

ローソンでは、コンビニコーヒーで初めてカフェインを 97%カッ

トしたカフェインレスコーヒーの販売を開始した。Ponta 会員のデ

ータによるとカフェインレスコーヒーの購入者は約 75%以上が女性

で、コーヒーの販売が伸びる朝から午後にかけてだけでなく、夕夜

間にも購入されていることがわかった。従って、新たな顧客層を掴

んでいることがわかる。 

 

2.3 コンビニコーヒーの影響 
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参照：富士経済 

 

コンビニコーヒー市場は大ヒットした 2014 年からわずか 1 年間

でコーヒー業界全体の 1%以上のシェアの獲得に成功している。そ

して毎年その売上を伸ばし続けている。(表 4 参照) 

そんなコンビニコーヒーという新ジャンルの市場参入によって、

これまで主流であったコーヒーチェーンや缶コーヒー市場の売上へ

の影響が気になるところだ。 

［9］ 

 

2.3.1 スターバックスコーヒー 

コンビニコーヒーが市場を席巻した 2013 年以降のスターバック

スの売上高は 2013 年 3 月期が 1,165 億 2,500 万円、2014 年 3 月期

が 1,256 億 6,600 万円と上昇している。2015 年以降の数字について

は、スターバックスコーヒージャパンがスターバックスコーポレー

ションの 100%子会社となったため非公開だが、CEO の水口貴文氏

によると増収増益の基調を保っているという。 

 その理由の一つは店舗数である。コンビニコーヒー普及前の

27500

108700

148300

204300
221000

230800
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百万円 表4 コンビニコーヒーの売上
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2012 年が 985 店であるのに対し、2015 年には 1178 店、2017 年に

は 1233 店と順調に増加し続けており、2020 年には 1500 店舗を目

指している。この店舗数の多さを活かして、スターバックスは客に

1 杯のコーヒーだけでなく、居心地のいい場所とパートナーという

店舗スタッフによるおもてなしを提供している。その居場所のこと

をスターバックスは昔から「サードプレイス」というコトバで提唱

している。自宅でも職場でもない第 3 のくつろげる場所という意味

である。 

スターバックスはこのサードプレイスのあらゆる可能性を見いだ

し、既存の店舗では考えられなかったようなスタイルの店舗も手が

けている。従来の店舗のような駅前や繁華街ではなく、住宅街でコ

ーヒーを飲みながらゆったりと過ごすことのできる

「Neighborhood&COFFEE」や通常よりも上質なコーヒー豆を使用

したメニューを提供する「Starbucks Reserve Bar」などに加えて、

2018 年には中目黒に生豆がプロセスを経てコーヒーになる過程や

コーヒーの知識を五感で体験できる「Starbucks Reserve Roastery」

がオープン予定である。 

このような新しいコンセプトを持つ店舗が登場することで都市部

の出店が飽和状態になり消費者から飽きられることを避けることも

できるため、今後そうした店舗は増えていくという。 

 コンビニが安く手軽にというようにコーヒーのモノとしての魅力

を全面に出しているのに対して、スターバックスでは人が手でドリ

ップしてコーヒーを淹れる、そしてパートナーと呼ばれる店舗スタ

ッフによるおもてなしや居心地のよい空間などといった消費者の感

動体験に重きを置いていることがわかる。このように同じコーヒー

を扱う業界でもその目的は対照的なのだ。 

コーヒー市場の多様化とともに消費者のニーズも多様化してい

る。そういった意味で、2 社の方向性は違っているのかもしれな

い。 

［11］［14］ 

 

2.3.2 缶コーヒー市場 
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参照：富士経済 

 

コンビニコーヒーが主流になった 2013 年以降、たしかに缶コー

ヒーの売上は下がった。(表 5)しかし、2016 年にはそれが反転し増

加した。従来の SOT 缶に対してボトル缶が拡大し、売上をカバー

したものと考えられる。 

ボトル缶は仕事中や運転中などの移動の際にも再栓することがで

きるのが人気の理由で、現在では有名バリスタが監修したクオリテ

ィの高いものから、さらに便利なペットボトルタイプのものまで発

売されており、消費者のニーズに合わせた容器のシフトチェンジが

行われていることも売上を上げている理由だろう。 

 コンビニコーヒーの売上が急増した一方で缶コーヒーの売上の減

少はあまり大きなものではなかった。これは、コーヒー市場そのも

のの拡大を意味する。つまり、コンビニコーヒーの台頭によりコー

ヒーそのものを楽しむ人や興味を持つ人が増し、缶コーヒー市場に

も良い影響を生むということだ。 

 

 

3. コーヒー業界の拡大 

740160 733400 726700 716800 726100 729200

100000

200000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017(予測)

百万円 表5 缶コーヒーの売上
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コンビニが本格的にコーヒー事業に踏み込んだ際、既存のコーヒ

ーチェーンや缶コーヒー市場などが大打撃を受けると予想した人は

少なくないだろう。これほどの規模の競合が出現したにも関わら

ず、既存のコーヒー市場はそれほど大きな影響を受けていなかっ

た。コンビニコーヒーは、外出先で気軽にコーヒーを飲むという習

慣を人々に定着させ、コーヒー業界に新たな需要を生み出したの

だ。 

 このようなコーヒーブームが巻き起こり市場が激化している今、

既存のサービスだけでは他社との差別化は図れないし消費者は飽き

てしまう。これからのコーヒー業界がさらなる成長を遂げていくた

めには常に新しいことを取り入れて消費者からの関心を得つづけな

ければならない。 

 

4. 各販売チャネルの今後の展開 

個人の嗜好が多様化する現代において消費者が自身のニーズやシ

チュエーションに合ったコーヒーを選ぶことが一般化している。今

回取り上げたコーヒーチェーンもコンビニコーヒーも缶コーヒーも

コーヒーを扱うという意味では競合のように見えるが、「コーヒ

ー」を知ってもらうということにおいては同じ方向を向いているの

で、各チャネルが異なったニーズを充足していくことでコーヒー業

界全体が共存して売上を伸ばすことも可能だろう。 

 

おわりに 

大激戦と呼ばれるコーヒー市場においてコンビニコーヒーが台頭

してきたことで、どの企業も生き残りをかけて必死なのかと思いき

や、業界全体としては悪い影響よりも良い影響がもたらされている

というのが非常に興味深かった。私自身がコーヒー好きな消費者で

あるので、今後のコーヒー業界がどのような展開を魅せてくれるの

かがとても楽しみだ。 
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