


GSニュース500号 発行にあたって 

 

 「少しでもお得意様の利益につながる、具体的なものをご提供したい」 

という創業者の願いのもとに、1964年6月1日、GSニュースは創刊いたしました。 

 

 お客様の生の声をお届けして54年、創業者の願いは今日まで 

引き継がれ、ＧＳニュースは500号を迎えることができました。 

ひとえに皆様のご支援の賜物と篤く御礼を申し上げます。 

 

 昨今の Ｉ Ｔ 化の進展によるRFM分析やID-POS分析で、お客様の購買 

行動をデータで容易に把握することができるようになりましたが、一方 

では、新たにモニターを組織したり、お客様アンケートを実施したりする 

企業も増加しています。これは、データによる定量的な分析では、お客様の購買行動の「なぜ？」について 

十分に知ることは難しく、非効率で、遠回りに見えるやり方ではありますが、お客様に直接聞く定性的な情報 

が、お店のFANづくりや課題解決に役立てる為の、実は、近道であると考える企業が増加していることを 

示しています。 

 

 グリーンスタンプ社のミッションである「お店のFANづくり」 を具体的にご支援している 

もののひとつがこのGSニュースです。引き続き、多くのお店の皆様に、主婦を中心とした 

全国18,000人のグリーンスタンプモニターの声をダイレクトにお伝えし、よりよいお店 

づくりにお役立ていただけることを祈念し、ＧＳニュース500号発行のご挨拶とさせて 

頂きます。 

                                 グリーンスタンプ株式会社 

                               代表取締役社長 春日政彦 

 

                     

 

 

 

 
 

1983年（昭和58年） 
広告宣伝や店舗との 
コミュニケーション 

ＧＳニュース創刊号 表紙 

1999年（平成11年） 
主婦が予測する未来 
（2010年）のスーパー 

・半調理品が今より増える。
・トレイがなくなり、注文
して、包んでもらう。

・添加物が一切入っていない
こだわり商品が増える。

・電話、ＦＡＸ、ＰＣで注文
商品が宅配される。

・電子マネー、クレジット
カードなどキャッシュレス
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第500号（2）



日本における「ポイントサービス」のパイオニア 

 

 ポイントサービスを最初に日本全国に展開した当社も、2016年6月で創業54年となりました。 

創業者の春日節雄は食品卸問屋を営んでおりました。「小売店に利益をもたらすものは何か」を考えた末

思いついたのが、「原価低減するための共同組織が必要だ」ということでした。日本初のボランタリーチェー

ン（食品問屋主催の小売店の共同組織）を発足し、資材の共同仕入れを考えたのです。 

さらに、このボランタリーチェーン加盟企業に対して、お客様のお買上げ額に応じて、サービス券を進呈す

る共同販促サービス「マルエム・サービス券」を開始しました。春日はこの事業の将来性を見据え、サービ

ス名を「グリーンスタンプサービス」に変えて、全国展開へと始動したのです。 

   

 そんな春日は、経営の神様とよばれていた松下幸之助氏に直接会う機会を得る事となりました。その席

で春日はこれまでの実績や、将来性を熱く語りました。この時、松下氏は、「春日さん、問屋なのによく消費

者の事を考えた。販売促進を思いついたね。すばらしい。消費者を喜ばせる事が大切だ。商品がある限り

、宣伝なり、販売促進活動は絶対に必要だ。それは、消費者へのサービスでもあるんです。スタンプは 

必ずのびますよ。」と激励し、自ら発起人となってくれたのでした。これを機に、当時日本を代表する第一級

の経済人が、発起人に名を連ねました。こうして1963年6月、グリーンスタンプ株式会社が誕生しました。

春日が戦後の荒れ果てた東京の地に来てから14年目の事でした。（日経新聞 平成28年6月6日夕刊の

記事でも、本内容が紹介されました。） 

 

 1990年にはスタンプサービスをカード化し、全国にポイントカードが急速に普及することになります。 

そして現在、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなど、24,000店のサービス網を作

りあげ、1,700万人のカード会員、お客様にグリーンスタンプサービスをご支持頂いております。 

 

 1963年の創業以来の経営理念である「お客様には夢を、お得意様には繁栄を」は、現在も脈々と引き

継がれております。 

 

発起人の松下幸之助氏と初代春日社長 

＜発起人＞ 

 松下電器産業株式会社   代表取締役 松下幸之助 

 大洋漁業株式会社      代表取締役 中部 謙吉 

 三井物産株式会社      代表取締役 水上 達三 

 味の素株式会社        代表取締役 鈴木 恭二 

 サントリー株式会社      代表取締役 佐治 敬三 

 朝日麦酒株式会社          代表取締役 山本為三郎 

 雪印乳業株式会社          代表取締役 瀬尾 俊三 

 株式会社丸善商店          代表取締役 春日 節雄 
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 1963年の創業以来の経営理念である「お客様には夢を、お得意様には繁栄を」は、現在も脈々と引き

継がれております。 
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 ポイントサービスを最初に日本全国に展開した当社も、2016年6月で創業54年となりました。 
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る共同販促サービス「マルエム・サービス券」を開始しました。春日はこの事業の将来性を見据え、サービ

ス名を「グリーンスタンプサービス」に変えて、全国展開へと始動したのです。 
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春日が戦後の荒れ果てた東京の地に来てから14年目の事でした。（日経新聞 平成28年6月6日夕刊の

記事でも、本内容が紹介されました。） 
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（3）第500号



調査：本当のお店のFANとは？～よく行く店・好きな店・おすすめの店～ 

調査テーマ

対象者：マイ・グリーンスタンプアンケートモニター 調査時期：2016年9月15日～19日 
調査方法：WEBアンケート 回答者数：3,128人（女性：2,520人 男性：608人）  

調査概要

 

今回のテーマは、FANづくりに関するものです。 

カードデータで、来店回数の高いお客様は見つけられます。 

（図①          の部分）  

しかし、よく行くだけでなく、そのお店に対するロイヤルティが 

高いかどうかは、その意識を調査しないとわかりません。 

（図①）          の部分）  

 

本当のFANとは、お客様の心に占めるお店の支持率、 

マインドシェアが高い状態で、そのマインドが伴った行動に 

なっているものだと考えます。では、どうすれば、そのマイン 

ドが培われるのか？そのマインドが本物かどうかを測定できるか？ 

今回は、購入頻度の高い食料品に絞って、その切り口で、調査いたしました。本当にFANなのか？という 

ことを測定するため、 「あなたがこの店を親しい人に薦めますか」という質問を用いました。単に気に 

入っているだけでなく、気に入っていて、かつ、自信をもってすすめられる店であると認識していただいて 

いる方で、実際によく利用していただいている方こそが、本当のFANだと言えます。 

（図①       の部分）     

本当のFANを増やし、満足していただくためのヒントも、「よくいく理由」「好きな理由」「薦める理由」から 

見ることができます。 

 

また、食料品だけではなく、日用雑貨やペット用品、スキンケア用品の購入先と、業種ごとによく利用する

理由についても調査しております。        

職業内訳 年代別構成比 

職業 人数 割合
有職者
専業主婦
その他
合計

年代 人数 割合
代以下
代
代
代
代
代以上
合計

※図① よく行く（来店回数） 

本当の

FAN 

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ 

本当の ＝来店回数×ロイヤルティ

第500号（4）



スーパー

イオン

生協 宅配含む

コンビニ

ドラッグストア

食料品を買ういちばんよく行くお店を「好き」と答えた人は ％でした。その店を好きな理由は、
約半数が「商品がよい」と答えています。 年発行の 号にも同様の質問がありましたが、
好きな理由は、①品揃え（ ％） ②接客（ ％） ③価格（ ％）でした。

Ｑ いちばんよく行くお店は「好き」ですか？

その店に行く理由は何ですか？

＝ 人※1％以下切り捨て

楽しい
安心・信頼・地域密着
駐車場などの設備
売り場がよい
特売・セール
雰囲気がよい

ポイントが貯まる
レジ・従業員がよい
馴染・買いやすい

近くて便利
価格が安い
商品がよい

＝よく行くお店が好きな 人※キーワード集計

近くて便利

ポイントカードがある

値段が安い

駐車場がある

品揃えが豊富

特売を利用

品質が良い

従業員が親切

その他

普段いちばん食料品を
購入するお店はどこですか？

◆食料品 購入店◆

＝いちばんよく利用するお店がある
人※複数回答 ％未満省略

食料品をいちばん購入する店で、スーパー以外が ％ありました。
もちろん、スーパーがほとんどなので、普段いく店に通う理由は「近くて便利」が ％と回答してい
ます。

★

Ｑ 好きな理由はなんですか？

＝いちばんよく利用する
お店がある 人

好きで
はない

好き
％

どちらとも
いえない

％

★

よく行く店で好きな店とその理由

よく行く店とその理由

★
★
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生鮮がよい

地元・地場商品が豊富

惣菜

肉

魚

野菜

鮮度・品質・おいしい

品揃えが良い

 

◇ 品質管理がきちんとされていて色々な物が売っている。他の店にはない珍しい物も売っている。店員さ
んの態度が気持ちいい。レジを打ち間違わない。 山梨県 自営業 代 女性

◇ 唯一無農薬野菜のセットが購入できる。あと自然素材のみで出来た加工品が買えること。お惣菜のご飯
が無農薬のお米であることや良い素材で作ったお惣菜やパンやスイーツがあること。

兵庫県 専業主婦 代 女性

◇ 近隣の新鮮な野菜、魚が多い。また他の地域の特産品コーナーなどもあり、普段見ない商品も買えて
楽しい。 北海道 パート 代 女性

◇ 生鮮食品が良いアレルギー対応の商品も取り揃えてあり、品数豊富。ポイントカードがあり、ポイント
を貯めるいろいろな手法がある。 北海道 パート 代 女性

◇ 品揃えもいいし、新鮮。陳列もきれいで見やすい。従業員の教育もできている。
福島県 正社員 代 女性

◇ 季節ごとの品揃えや、店員さんの態度も常に気持ち良い。 東京都 パート 代 女性

◇ 野菜の販売が半分や と買いやすい。店内の陳列も綺麗、品揃えも豊富で旬のものがよく出ている。
群馬県 パート 代 女性

◇ 家から近いお店は他にもあるものの、Ｙ店は駐車場の出入りがしやすい。店内の商品棚の間隔が程よく
品物が見やすく、いつも清潔感があり品揃えも満足出来る。レジが混みだすとすぐ、レジ応援アナウン
スが入り、長々待たされることもほとんどないのも魅力の一つです。 神奈川県 パート 代 女性

◇ 取り扱い商品にしっかり産地や製造国が表記されている。安さ重視で安全性が不安な商品が、他店に比
べて少ないという理由で、Ｏ店で買い物する回数が増えました。その際レジの店員さんが丁寧で親切で
かご詰めがうまかったです。レジの対応やかご詰めは個人差がすごく出るので、気持ちよく買い物でき
る店員さんがいらっしゃる時は選んで並んでいます。 静岡県 専業主婦 代 女性

＝よく行くお店が好きな理由を「商品がよい」と答えた 人
※キーワード集計

好きな理由で最も注目しているのは「品揃え」で
％です。「鮮度・品質・おいしさ」などが ％で

これに続きます。

Ｑ 商品がよいのはどの部分？

★

お客さま生の声紹介～いつも食料品を買いに行く店の好きなところ～
＝よく行くお店が好きな 人から一部抜粋
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大いに薦める

薦める どちらとも
言えない

薦めない

他の人に薦めるポイントは何ですか？いちばんよく行く好きな店を他の人にも
薦めますか？

＝よく行く店を好きと答えた 人

「よく行く店が好き」でその店を「大いに薦める」もしくは「薦める」と答えた人が、
お店にとって本当のＦＡＮと言えます。
特に、大いに薦める人にとってのポイントは、安心して薦められるという意味なのでしょうが、
鮮度・品質・おいしさ、品揃え、価格という商品力と従業員の親切さとなっています。

よく行く好きな店で、人にすすめる店

＝「よく行く店を好き」で「大いに薦める」
と答えた 人

◇ 食品が新鮮でお買得というのは、毎日の生活のなかでも重きを置くところです！中でも割引が月に 回
あり、普段よりもお得です。 福島県 専業主婦 代 女性

◇ 品物の豊富さです。また商品の棚の陳列がいつ行っても隙間がないこと、ちゃんと管理されていること
がよくわかります。 群馬県 専業主婦 代 女性

◇ 新鮮で生産者がわかるところ。 兵庫県 パート 代 女性

◇ 高いけど、野菜の鮮度と食品の安心感には代えられないから。 愛知県自営業 代 男性

◇ ニーズにとことんあった物を置いている。質か価格かの基準が半端でない。
兵庫県 専業主婦 代 女性

◇ やっぱり、新鮮が一番。そして、旬の変わった野菜がある。 静岡県 パート 代 女性

◇ 生鮮食品の鮮度が良く、品質の良い調味料や加工品も充実していて、惣菜類もおいしいので、１店で
済ませたい人に特におすすめ。店員さんが親切なので快適に買い物ができるのも魅力。

新潟県 専業主婦 代 女性

お客さま生の声紹介～いつも行く店を大いに薦める人のお薦めポイント～

鮮度・品質・おいしさ
従業員が親切

品揃え
値段が安い

馴染・買いやすい
近い・便利

特売
ポイントカード

雰囲気
営業時間
地元・信頼
売り場
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お店のＦＡＮになったエピソード

従業員の対応
商品

安い・特売
子供や高齢者への配慮

買物袋
ポイント・イベント

会話・声掛け
レジなどが早い

無料
試食

雰囲気・活気

＝よく行く店を好きと答えた 人

お店のＦＡＮになったエピソードで最も多かったのは
「従業員の対応」でした。
“満足”の先にある“感動”をちょっとした気遣いでもたら
すことができ、お店への評価を押し上げるという結果に
なっています。

◇ 野菜のバラ売りが出てなかったので、店員さんに聞いたら、即対応してくれた。
福島県 派遣社員 代 女性

 
◇ お刺身を購入する時「もう少し小さく切ってあったら一口で食べられるのに。」と、子供と私が話して

いたら、近くにいた魚を陳列していたお店の人が、すぐに『切ってあげるよ』と切り直してくださり、
とても子供が喜んだ事が感動でした。 北海道 専業主婦 代 女性

◇ 子供にアレルギーがあった時期に、アレルギー用の醤油を要望したら、おいてもらえたので、とても
ありがたかった。 愛知県 専業主婦 代 女性

◇ 店員さんに顔を覚えてもらったこと。 宮城県 正社員 代 女性

◇ 店長が自ら店頭に出て品出ししたり、お客に挨拶をしているところを見て見方がかわった。
兵庫県 専業主婦 代 女性

◇ 不良品があったときの対応の良さが嬉しかった。 秋田県 その他 代 女性

◇ 母の日の絵をかいて、貼ってもらったのが子供がすごく喜んでました。 愛知県 パート 代 女性

◇ 大勢来店しているお客さんの顔など、頻繁に来た人以外は覚えていられないだろうと思うのに、レジの
女性が週 で会うか会わないかぐらいの私のことを覚えていて、声かけを積極的にして下さった時、
とても嬉しく思いました。 愛知県 専業主婦 代 女性

◇ 母の日のカーネーションのサービス、嬉しかったです。うちの子気がつかないから・・・。
北海道 専業主婦 代 女性

◇ 商品をただレジに通すだけでなく卵や果物など商品がつぶれたり悪くなっていないかを確認しながら
作業をすすめるレジ担当の方に出会った時に、感動します。そこで商品を取り替える必要があった時に
売り場まで走って下さってさらに感動しました。 高知県 専業主婦 代 女性

◇ 歳の娘に初めておつかいをさせました。近くで見守っていたのですが、レジの方の対応が優しく、
娘も嬉しそうに戻ってきました。 山梨県 派遣社員 代 女性

お客さま生の声紹介～お店のＦＡＮになったエピソード～
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今回の誌面では、お客様の生の声を多く掲載しています。
ＦＡＮづくりのための具体的なお取組みの参考にしていただければ幸いです。

いちばんよく行くお店がある
人（ ）

その店が好き
人（ ％）

その店を他人にも
薦める 人

（ ％）

 
いちばん「よく行く店」が好きな方は66％で、しかも、他人におすすめする方は43％となりました。 

  好きな店だけれども他人におすすめするという割合は、66％です。（1,339人÷3,127人） 
  よく行く店だけれど、34％の方は「好き」とは言えない、半数以上は他人にも薦められないという 
  この差は、お客様の立場に立った「品揃え」と「接客」の向上で、本当のＦＡＮを増やせる可能性を 
  示しているとも言えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   質問の仕方とサンプル数が異なるので、参考にならないかもしれませんが、過去のＧＳニュースで  
  1999年発行の第348号では、「よく行く店をひいきにしている理由」を聞くと、1位は「家から近い」 
  2位は「駐車場が入りやすい」3位は「ポイントサービス」でした。ひいき、つまり、好きだと思うポイントが、 
  以前よりもより商品にシフトしてきています。 
  女性（15歳以上65歳未満）の就業率が1999年では59.5％だったのが、2016年8月現在では、 
  66.5％とお客様側の事情が変化してきていることも、多少影響があるでしょう。仕事帰りに買う、 
  土日にまとめて買う、そのような買い物の仕方をするお客様にとって、満足できる「品揃え」と「接客」、 
  そういう意味でのお店の対応力も求められているとも言えます。 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
  

食料品購入に関する調査のまとめ

近くて便利
ポイントカードがある

商品（主に品揃え）が良い

大いに薦める
人

（ ％）

商品（品質・品揃え・値段）が良い
従業員が親切

お店でのＦＡＮづくりのヒントに…
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ディスカウント店

ネット通販

ホームセンター

スーパー

ドラッグストア

Ｎ＝ペット用品を購入する 人

お客さま生の声紹介～その店で購入する理由～
◇ 店内がきれい、スタッフが親切、スタッフ同士が仲が良い。

岐阜県 専業主婦 代 女性
◇ ドラッグストア：必要な時にすぐ手に入るから。

ネット通販：近くのお店に置いていない商品があるから。
また、安いから。 岡山県 専業主婦 代 女性

◇ ポイントカードが東京でも地方でも使えること。
ポイント券の有効期限が過ぎていたのに、気持ちよく使わせ
てくれてから、すっかり に。 山口県その他 代 女性

日用雑貨を購入する店はどこですか？

ペット用品を購入する店はどこですか？

◆日用雑貨 購入店◆

◆ペット用品 購入店◆

Ｎ＝日用品を購入する 人

安い （ ％）
ポイント（ ％）
近い （ ％）

安い （ ％）
近い （ ％）

安い （ ％）
品揃え （ ％）
近い （ ％）

ドラッグストア

スーパー

ホームセンター

安い （ ％）
品揃え （ ％）
近い （ ％）

ホームセンター

安い （ ％）
配達 （ ％）
品揃え （ ％）

ネット通販

購入理由

購入理由

その他

ドラッグストア

スーパー

ネット通販

ホームセンター

お客さま生の声紹介～その店で購入する理由～
◇ お手頃値段 アレルギー対応のドックフードの種類が多い。

福島県 専業主婦 代 女性
◇ 普段の買い物のついでに餌やトイレ砂などをスーパーで

ケージやトイレ本体など大きな物はホームセンターで買いま
す。 群馬県 正社員 代 女性

◇ 以前スーパーは、品数が多く選びやすかった。が我が家の
猫はスーパーの餌は食べないので、猫が食べてくれる商品
が近在の店にはないから、ネットで購入し始めました。

兵庫県 自営業 代 女性
◇ そこのオリジナルペットシートが、とてもいいので。

福島県 パート・アルバイト 女性 代
◇ そこにしかないジャーキーがある。

山梨県 自営業 女性 代
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薬・サプリメントを購入する店はどこですか？

化粧品・スキンケアを購入する店はどこですか？

Ｎ＝薬・サプリメントを購入する 人

Ｎ＝化粧品・スキンケアを購入する 人

◆薬・サプリメント 購入店◆

◆化粧品・スキンケア 購入店◆

購入理由

ドラッグストア

ネット通販

スーパー

その他

安い （ ％）
近い （ ％）
ポイント（ ％）

ドラッグストア

安い （ ％）
ポイント（ ％）
配達 （ ％）

ネット通販

お客さま生の声紹介～その店で購入する理由～
◇ 市販薬は薬剤師がいるから相談しやすいので。

兵庫県 自営業 女性 代
◇ 商品の種類が充実していて値段もやすくバランスが取れていて

買い物がしやすいと思うから。 埼玉県正社員 男性 代
◇ インターネットからいつでも購入できるから。価格もリーズナ

ブルで、種類が多いから。 神奈川県専業主婦 女性 代

購入理由

ドラッグストア

ネット通販

スーパー

専門店

ホームセンター

安い （ ％）
ポイント（ ％）
近い （ ％）

ドラッグストア

安い （ ％）
ポイント（ ％）
便利 （ ％）

ネット通販

お客さま生の声紹介～その店で購入する理由～
◇ 肌の状態などを見て、適したものを勧めてくれる。

岐阜県 正社員 代 女性
◇ 家から近く、欲しい商品も欠品が無く置いてあったり、

新商品がすぐに入荷しているので商品選びが楽しいし、
何かあった時、お店が自宅に近いので。

埼玉県 正社員 代 男性
◇ 家から近くて、ゆっくりと選ぶことができるから。

神奈川県 専業主婦 代 女性
◇ 欲しいもの、安全なものがネット通販でしか手に入らない

から。 愛知県 自営業 代 男性

日用雑貨、薬・サプリメント、化粧品・スキンケアは、ドラッグストアがほとんどとなりました。
安さ、近さ、ポイントが主な購入理由。
ペット用品は、ホームセンターが約半数となりました。安さ、品揃えが主な購入理由。
その中で、ネット通販がどのアイテムでも出ていました。便利さ、配達という利便性だけでなく、
品揃え、安さも理由としてあげられています。
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