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　ミニストップの存在意義は、コンビニエンススト
ア事業を通じて、お客さまにご満足いただけるオ
リジナリティあふれる商品やサービスを世に送り
出すこと。そのためにはまず、加盟店オーナーの
皆さまがミニストップの経営に満足と喜びを感じ
ていただけることが大前提と私たちは考えます。
　そして、そのための仕組みを真剣に検討し、実
践していくことが、皆さまと手を携え歩むための本
部の果たすべき役割だと私たちは認識しています。

ミニストップが最も大事にしているのは、こうした
パートナーシップという考え方。決して企業の論
理を一方的に押しつけるのではなく、加盟店オー
ナーの皆さまと同じ目標を共有し、実現のために
互いの力を出し合える関係でありたいと思います。

　加盟店さまは店舗経営と販売に専念、本部は多
面的にサポートすることで、共存共栄を目指します。

加盟店オーナーさまの満足が
そのまま、私たちの満足です。

ミニストップを経営する満足と喜びをすべての加盟店オーナーさまと分かち合いたい。
そして、さらに一歩先へ前進するために、同じ目標を共有し、手を携え歩みたい。

　コンビニエンスストア業界は再編・統合が進み、
業態を超えた競争も一層厳しくなってきていま
す。一方、有職女性やシニア・単独世帯の増加と
いう環境下、大きなビジネスチャンスもあります。
このチャンスを生かすため、スピード感を持っ
て市場に対応し、競合との差別化を図ってまい
ります。

　ミニストップの創業時から継承されてきた店
内加工ノウハウのDNAは、他社にはない強みで
す。コールドスイーツやホットスナックに加え、
手づくりサンドイッチなど、強みを生かした商
品開発を進めています。できたてのおいしさを
提供するミニストップ独自のオペレーションで
商品に付加価値を与え、コンビニエンスストア
業界の中でユニークでエッジの効いた存在にな
ることを目指していきます。また、イオングルー
プにおけるコンビニエンスストア事業は、ます

ます重要な位置付けとなってきています。来店動
機となるサービス「WAON POINT」を積極的に
活用するとともに、今後もグループのインフラと
して、イオンとの共同開発を強化してまいります。

　お客さまの声にお応えし、魅力ある商品を揃
える。お客さまに喜んでいただくことでまた新
たな魅力ある商品を揃え、さらにお客さまの満
足度を上げる。この有機的なサイクルを回すこ
とで、ミニストップは成長し続けられると考え
ています。この成長に向け加盟店と本部がワン
チームとなり、お客さまに選んでいただける店
舗づくりを進めてまいります。

代表取締役社長

ごあいさつ

のミッションの のビジョンの
ミッションは、私たちがなすべきもの、使命をあらわしています。

私たちは、
「おいしさ」と「便利さ」で、
笑顔あふれる社会を実現します。

ビジョンは、ミニストップピープル全員で目指す店舗イメージをあらわしています。

もっと便利、もっと健康、もっと感動、
毎日行きたくなる店舗をつくります。

● 店舗のマネジメント
Quality （品質）
Service （サービス）
Cleanness （クリンネス）
品揃え

● スタッフのマネジメント
● 経営のマネジメント

● ストアアドバイザーによる
経営アドバイス

● 商品の開発・サービス
● 広告宣伝活動
● 情報システムの構築
● 会計業務代行
● 教育

共存共栄
本
　
部

加 

盟 

店
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ミニストップの強み

ミニストップは、お客さまのニーズやライフスタイルの多様化

にいち早く対応した「多彩な商品と便利なサービス」、国内最

大の小売グループであるイオンの「グループシナジー」、加盟

店の成功を後押しする「安心の運営サポート」を特長とした

強みにより、お客さまから支持をいただいています。私たちは

これらの強みを生かし、お客さまから選ばれる店舗をつくり、

　　　　笑顔あふれる社会の実現を目指しています。

　加盟店が安心して店舗運営に
専念できるよう、本部はさまざ
まな面からサポートしています。
特に教育面では独自システム
「Yellowtail Program（イエロー
テイル プログラム）」を確立し、
地域にとってなくてはならない
店舗となるため、スタッフ採用
のサポートや人材育成を行って
おります。さらに、お客さまに選
ばれる売場づくりまで、加盟店
の皆さまをバックアップいたし
ます。

　国内最大の小売グループであ
るイオン。その一員である利点
は、国内外の市場に浸透してい
るイオンのブランド力です。また、
イオンのプライベートブランド
「トップバリュ」の取り扱いや、
商品の共同開発などにより、魅
力的で価値ある商品をご提供。
グループシナジーを最大限に活
用し、多様化するお客さまのニー
ズの一歩先を行く商品開発を目
指しています。

MINISTOP Advantages

　ミニストップは、創業当初よ
りコンビニエンスストアと店内
加工ファストフードを組み合わ
せたコンボストア※という独自の
スタイルで差別化を図ってきま
した。店内に併設した本格的な
厨房でつくられるファストフー
ドは、ミニストップの看板商品。
お惣菜やデイリー商品も強化し、
多彩な品揃えでお客さまをお迎
えしています。また、マルチコ
ピー機やATMの設置、チケット
の発券など各種サービスも充実
させ、便利さを追求しています。
※   コンビニエンスストアとファストフード
店を融合させた業態を表すミニストップ
の造語

Unique Products and 
Convenient Services

多彩な商品と
便利なサービス

Success for Owners

安心の
運営サポート

Group Synergies

イオンの
グループシナジー

イオンのグループシナジー 11       

安心の運営サポート 13

イオンの概要 19

会社概要 21
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あらゆる世代のお客さまに
支持されるハロハロ
　1995年より販売を開始した夏季限定スイーツ「ハロ
ハロ」は、タガログ語で「まぜこぜ」という意味のフィリ
ピンの代表的なかき氷スイーツです。時代とともに変
化を遂げ、毎年さまざまな食材を組み合わせたフレーバー
を発売しています。2017年より新たに投入した「果実
氷シリーズ」は、氷の代わりに凍らせたフルーツを使用
した新感覚のフローズンスイーツとして、発売と同時に
大ヒット商品となりました。男女問わず幅広いお客さま
に、定番商品とともに限定フレーバーも楽しんでいただ
いています。

季節ごとに多種多様な
フレーバーを展開
　ミニストップのパフェは季節のさまざまな食材を使
用し、バラエティに富んだフレーバーを提供しています。
春夏は旬のフルーツをふんだんに使用し、秋冬はプリ
ンを中心に濃厚な風味のパフェを販売。一年を通して
多くのお客さまにお買い求めいただいています。ミニ
ストップのパフェは、ソフトクリーム バニラと合わせ
ることで、品質と味の差別化を図っています。

ミニストップはソフトクリームをはじめ、お客さまのニーズを捉え旬の食材やトレンドを取
り入れ、コールドスイーツの開発に力を入れてきました。手づくりにこだわるミニストップだか
らこそできるこれらの商品は、その多くが発売ごとにお客さまから高い支持を得ています。

絶大な人気を誇る
コールドスイーツ

　ミニストップのソフトクリームについて詳しくはこちら
https://www.ministop.co.jp/syohin/sweets/softcream/

原料と品質にこだわった
ソフトクリーム
　創業当初より販売している「ソフトクリーム バニラ」
は、お客さまの嗜

し こ う

好の変化に合わせた味わいを追求
しながら、発売から38年目を迎えています。北海道
産生乳と生クリーム、国産卵黄、マダガスカル産バニ
ラなど厳選された原料と徹底した品質管理で、他社
には真似できない商品を生み出しています。
　またソフトクリームマイスター制度を導入し、ソ
フトクリームに関する豊富な知識を持ち、規定の量
を美しい形で提供できるマイスターを育成しています。
2018年現在、延べ34,192人のマイスターが誕生し
ています。

Unique Products and Convenient Services

多彩な商品と便利なサービス

化化化化

地域密着型店舗の原点
－イートイン－
　ミニストップのイートインコーナーは、お客さまに商
品をその場でお召しあがりいただける「くつろぎと憩い」
の場として「おいしさ」や「便利さ」をご提供しています。
コンボストアのコンセプトに基づくイートインコーナー
はほぼ全店に設置されており、地域に根ざした店舗づ
くりに欠かせないミニストップの原点となっています。
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できたての味を
充実のラインアップで提供
　ミニストップはジャガイモの品種や産地を変えなが
ら、さまざまなフライドポテトを販売しています。ドイ
ツ産“アグリア”種を使用した「X（エックス）フライド
ポテト」のほか、北海道十勝産やヨーロッパ産のジャガ
イモを使用した「ハッシュドポテト」を発売しています。
品種やカットの仕方を変え、食感や味わいの違いを楽
しめる商品を展開しています。
　鶏のむね肉を使用した一口サイズのチキン「クラン
キーチキン」も、老若男女を問わず幅広いお客さまに
ご支持をいただいている人気商品です。さらに串物や
アメリカンドッグ、揚げ物などラインアップが充実し
たミニストップのホットスナックは、店内加工のノウ
ハウを生かしできたての味わいを提供しています。

本格的な厨房を備え、蓄積された店内加工のノウハウのもと、ファストフードの先駆者として
私たちが提供するホットスナックは、そのおいしさと品質に絶対の自信を持っています。

コーヒーは定期的にリニューアルすることでいつまでも飽きのこない味を追求する一方、新
規商品の開発でおいしさ＋楽しさも提供しています。

店内加工ノウハウで確かな品質と
おいしさを実現

ベーシックなテイスト
そして新しい味を追求した商品開発

ニーズを先取りし味を極める
　ホットコーヒーは、支持の高い“コクのあるしっかり
とした味わい”を生かしながら、おいしさの となる原
料の豆と製法を見直し、味わいにこだわり抜いた、やわ
らかい口当たりとすっきりした後味が特徴です。アイス
コーヒーはローストとブレンドにこだわり、炭火で丹念
にじっくり焙煎した豆を使用しています。豊かな香りと
コクのある味わいはミルクとの相性も抜群で、カフェラ
テがよりおいしく味わえます。
　また最近の紅茶人気を受け、ベトナムのミニストップ
で人気の紅茶と果肉を合わせたピーチティーをアレンジし、アールグレイとフローズンフルー
ツの果実を味わう紅茶として発売しました。季節・数量限定の企画商品として、今後はさまざ
まなフルーツでラインアップしていく予定です。

Unique Products and Convenient Services

多彩な商品と便利なサービス

多彩な品揃えとできたてのおいしさ
－ホームデリ－
　ミニストップは、量り売りの総菜を提供する「ホームデリ」の併設店
舗に力を入れています。店内に厨房を持つミニストップならではのホー
ムデリは、唐揚げや煮物などの定番商品、さまざまなデリ風サラダやオ
リジナル弁当など豊富なメニューを展開し、好きな量だけご購入いた
だけます。今後も多彩な品揃えとできたてのおいしさで、地域のお客さ
まのニーズにお応えしていきます。
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私たちは、小売業が担うべき地球環境保全の責務を理解し、環境負荷低減のためのさまざま
な取り組みを行っています。また、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを通じ
て、地域にとってなくてはならない存在を目指しています。

地域にとってなくては
ならない存在へ

「ZEB Ready」以上 ミニストップ100店舗一斉取得
　経済産業省が提唱するZEB（ネット・ゼロ・エ
ネルギー・ビル）※1推進に向け、国内100店舗にお
いて「ZEB Ready」以上を取得しました。
　同省は日本の温室効果ガス削減目標に向け
「2020年までに公共建築物等で、新築建築物の
平均で「ZEB」を実現することを目指す」政策目
標を設定しています。ミニストップは、「ZEB」推
進に向け既存の店舗において①負荷の抑制（高
断熱化、日射遮へい等）、②自然エネルギー利用、
③設備システムの効率化等の省エネルギー化を
図ることで、「ZEB Ready（再生可能エネルギー
を除き、50％以上省エネ）」取得68店舗、「Nearly 

ZEB（正味で75％以上省エネ）」32店舗、合計

100店舗の省エネルギー「ZEB Ready」以上を一
斉取得しました。なお同100店舗は、国土交通省
が定めている「BELS（ベルス）※2」の一次エネル
ギー消費性能においても第三者評価を受け、星5

つ（0.7≧BEI※3）以上を取得しています。

※1   快適な室内環境を保ちながら、高断熱化・日射遮へい、自然エネルギー
利用、高効率設備により、できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発
電等によりエネルギーを創ることで、年間で消費するエネルギー量が
大幅に削減されている建築物のこと。削減の程度によりZEB、Nearly  
ZEB、ZEB Readyの３種類がある。

※2   Building-Housing Energy-effi ciency Labeling System（建築物省エ
ネルギー性能表示制度）の略称で、第三者評価機関が省エネルギー性能
を評価し認証する制度。性能に応じて星の数による5段階評価やZEB等
の表示がされる。

※3   省エネルギー性能指標、Building Energy-effi ciency Indexの略。

「「ZZEEBB

次世代を担う子どもたちを支援：チャイルドインターンシップ
　ミニストップでは、小中学校の生徒さんを対象
とした職場体験学習の一環として「チャイルドイ
ンターンシップ」を実施しています。
　子どもたちが地域社会の一員であることを実感
し、働くことの大変さを体験するとともに働いて
いる方々への感謝の気持ちを持ち、地域の方々と

の交流を深めることなどを目的としています。未
来ある子どもたちの社会経験、将来への希望や進
路などに少しでもつながることを願い、この活動
を推進しています。

https://www.ministop.co.jp/corporate/eco_
social/contribution/internship_child/　 

次次世世

着実に進むFSC®認証木材活用店舗出店
　ミニストップは、国産FSC®※認証木材を活用し
た店舗の出店を進めてきました。2009年に1号店
が完成、2014年2月末までに100店舗の目標を達
成しました（2018年2月末現在延べ251店舗）。
FSC®認証木材による店舗建設は、従来の鉄骨工
法に比べ、CO2を約33％削減、工期を約10日削減
できます。
　また新たな取り組みとして2018年1月、国内外の
商業施設初となる国産FSC®認証木材を使用した
リユース店舗を埼玉県深谷市に開店しました。同じ
大きさの店舗を再利用する場合、柱や梁など約

73％の木材の再利用が可能
です。なお土台や間柱、筋交
いは新しい木材を使用し、強度を確保しています。
　私たちは環境保全活動の一環として、今後も
FSC®認証木材を活用した店舗開発を進めていき
ます。
https://www.ministop.co.jp/corporate/eco_
social/environment/sustainable.html 

※  FSC®（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）は、森林環境保全
に配慮し、地域社会の利益にもかない、経済的にも継続可能な形で生産さ
れた木材を認証する国際的な会員制の非営利組織です。この世界的に認
証されたFSC®マークが入った製品を使用することにより、世界の森が健
全に保たれ、地球環境を守ることにつながります。

着着実実

次世代を担う子どもたちを支援：花の輪運動
　ミニストップは1991年から、小学校に花の苗
を贈る「花の輪運動」に協賛しており、店頭募金
と土曜日のソフトクリームの売り上げの1%を
合わせて、ミニストップの出店エリアの小学校
に毎年抽選で花の苗を贈っています。協賛開始
からこれまでの贈呈小学校数は延べ1万4,734校、
花の苗の贈呈数は382万株を突破いたしました。

次次世世世

https://www.ministop.co.jp/corporate/eco_
social/contribution/hananowa/

Our CSR Activit ies

ミニストップの社会・環境活動

ダイバーシティを推進
　ミニストップは働きやすい職場環境の構築に向
け、2016年より、トップダウンによる意識改革を推
進する、管理職を対象としたイクボス※の養成を開
始しています。これにより営業現場や本部従業員
に対しても「労働時間の長さより、生産性の高い仕
事が重要」という意識改革を図っています。今後も、
多様な人材が多様な働き方を選択できる制度の整
備や取り組み、人材育成など総合的かつ継続的な

アプローチによりダイ
バーシティを推進し、従
業員一人ひとりの能力
を生かし組織の力の最
大化を図っていきます。
※   職場の部下・スタッフのキャリア
と人生を応援し成果を出しつつ、
自らも仕事と私生活を楽しむこ
とができる上司（経営者・管理職）

ダダイイババ

人事部　
人材育成・ダイバーシティ推進チーム

マネージャー　木村 直子
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ミニストップはイオングループの一員です。
食品、日用品、インフラ、サービスなどさまざまな側面でイオンのグループシナジーを生かし、
豊富な品揃えと便利なサービスでお客さまの日々の生活をサポートしています。

グループシナジーを生かし
お客さまの日々の生活をサポート グループインフラを最大活用

　イオングループ共通のインフラは、競争力を高める
とともに事業間のシナジーを生み出しています。

グググルルルルル

イオンカード

年会費無料で各
種割引特典をご
利用いただけるほか、生活に役
立つさまざまな機能を付加で
きる便利なカードです。

イオン銀行ATM

小売業発のリテール・
フルバンキングを展
開するイオン銀行の
ATMを設置しています。
（一部店舗を除く）

WAON

「WAON」は、全国のイ
オン店舗やミニストップ
を含む提携店舗でご利用
いただける、グループの枠を超
えて展開する電子マネーです。

Group Synergies

イオンのグループシナジー

を高める
す

共同開発で品質を高め、コストを削減
　従来、ミニストップが主体となった「トップ
バリュ」の開発を進めており、お茶や炭酸水、フ
リーズドライ、カップ麺、衣料などを商品化し
てきました。ミニストップ主導で開発した「トッ
プバリュ サンドイッチ」はイオングループ各社
で販売されています。サンドイッチについてグ
ループで最も高いノウハウを持つミニストップ
の企画力と、グループのスケールメリットを最

大限に活用し、素材・製法にこだわり“おいしさ”
を進化させました。また冷し麺に使用している
麺もグループで共同開発しています。品質を上
げる一方、これまで各社それぞれで調達・製造
していたものをグループで原料を一括調達し、
エリアごとに同じ製造委託先※で作ることにより、
コストを抑え競争力ある価格を実現しました。

※ 同一製造委託先の複数工場で製造する場合を含む

共共共同同同同

WAON POINTカード
　ミニストップは、イオンの共通ポイント
「WAON POINT」サービスを国内店舗にて展開
しています。また同サービスの開始に合わせ、
現金でのお買物にも対応する「WAON POINT

カード」の取り扱いも開始しました。これまで
の「電子マネーWAONカード」は電子マネーで
のお支払いに応じてポイントがたまり、電子マ
ネーに交換してご利用いただくポイントでした
が、「WAON POINTカード」は現金でのお支払
いでもポイントがたまり、会員登録（入会金・年
会費無料）するとレジでポイントを1WAON 

POINT=1円でご利用いただけます。WAON 

POINTをためるほかにも、オトクな用途が揃っ
たサービスです。

WWWWAAAAA

http://www.smartwaon.com/

家族でシェアしたり友だちにプ
レゼントしたり、WAON POINT
をわけあえるサービスです。

お店でのお買物やアイテムへの
交換など、WAON POINTの
使い方は多様です。

お店でのお買物やウォーキング・
リサイクル活動など、WAON 
POINTはいろいろな方法で

たまります。

http://www.smartwaon.com/

家族でシェアしたり友だちにプ
レゼントしたり、WAON POINT
をわけあえるサービスです。

お店でのお買物やアイテムへの
交換など、WAON POINTの
使い方は多様です。

お店でのお買物やウォーキング・
リサイクル活動など、WAON 
POINTはいろいろな方法で

たまります。

http://www.smartwaon.com/

家族でシェアしたり友だちにプ
レゼントしたり、WAON POINT
をわけあえるサービスです。

お店でのお買物やアイテムへの
交換など、WAON POINTの
使い方は多様です。

お店でのお買物やウォーキング・
リサイクル活動など、WAON 
POINTはいろいろな方法で
たまります。
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QSCと品揃え
　コンビニエンスストアの経営は、Quality（品質）、Service（サービス）、Cleanness（クリンネス）と
品揃えのほか、お客さまから支持される店舗となるために、地域特性を考えた店舗の独自性やお買
物に適した環境づくりも必要です。

QSC

私たちは、多彩な商品、便利なサービスを通じて、お客さまに「ミニストップがあって本当に
良かった」と感じていただくことを目指しています。私たちのこの姿勢に共感いただけるオーナー
の皆さまをパートナーとし、「毎日行きたくなる店舗」をともにつくっていきたいと考えています。

「もっと便利、もっと健康、もっと感動、
毎日行きたくなる店舗」
をともにつくりましょう

●   ストアアドバイザーによる
経営アドバイス

●   商品の開発・サービスの導入
●   広告宣伝活動
●   情報システムの構築
●   品揃えに役立つ最新データの
提供

●   会計業務代行
●   Yellowtail Program（イエロー
テイル プログラム）によるスタッ
フ教育のバックアップ

●   スタッフ採用のサポート
●   各種教育研修の実施
●   共済制度など各種支援制度
など

店舗のマネジメント
●     基本4原則を徹底した店舗づくり
（Quality （品質）、Service （サー
ビス）、Cleanness （クリンネス）
に加え、お客さまにとって豊富
な品揃え）

スタッフのマネジメント
●   スタッフの募集・育成・管理

経営のマネジメント
●     売上高および経費の管理
など

●   高品質でオリジナリティある商品
●   心のこもったおもてなし
●   日常生活に必要な商品の豊富な 
品揃え

●   欲しい商品がいつでもある
（欠品がない）
●     選びやすい売場
●     清潔な店内

各種サービス
●     ATMの設置
●   収納代行業務
●     ゆうパックの取り扱い
●     MINISTOP Loppiによるチケット
の発券や各種取次サービス
など

お客お客さまさまへ
提供提供されされる価る価値値加盟店の役割本部の役割

お客さま店 舗

本 部部部本本 部本本本 部部本 部本 部部部部部本 部部部部本本本本本本本本本本本本 部部部部本 部部

スススストスストアアスストアストアトスススストスストスストス アアトアアトアアアアアアアトトトア
アドバア バドアア ザーーーザザザーーード ーアドアドアアドアドドドドアアアアアアアドドドババドドドババババババババババイバイドド ザザザザザザザザザザザザザバイバイイドドバドドバババイバイドアアアアアドドアドアアドドドドドドアアアドドドドドアアドアドババドバドドドバババババババババイイザイザイザイイザアドドアドアド

Success for Owners

安心の運営サポート

お客さまの期待に応えるサービスを
提供します。そのためには、常に

お客さまの視点に立って行動します。

温度・鮮度・製造工程を管理する「品質管理」と、
施設や設備、スタッフの衛生を管理する「衛生管理」
を徹底し、安全・安心な価値ある商品を提供します。

Quality（品質）

お客さまにいつでも
気持ちよくお買物をしていただくために、
清潔できれいな店舗を維持します。

Cleanness（クリンネス）

Service（サービス）

お客さまの欲しい商品をいつでも
ご購入いただける売場をつくります。

品揃え
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Success for Owners

安心の運営サポート

YPバッジ

スタッフ育成

　より質の高い接客とサービスを実現し差別化
を図るためには、適切な教育プログラムの実施
を通じたスタッフの育成が必要です。そして、
スタッフを育成していくことは、オーナーの皆

さまの大切な役割です。ミニストップは、パート・
アルバイトを含むすべてのスタッフの育成に対
し、独自のノウハウでオーナーの皆さまをバッ
クアップいたします。

スタッフ教育システムYellowtail Program （YP）

　「Yellowtail Program （イエローテイル プロ
グラム）」は、すべてのスタッフが仕事への高い
モチベーションを持ち、着実にスキルアップす
るためのミニストップ独自の教育プログラムで
す。「Yellowtail」とは魚のブリのこと。出世魚
であるブリのように、ステップアップに必要な
スキルを段階的に習得していただき、これを評
価認証するプログラムです。これにより、十二
分に戦力となる能力、経営感覚を備えたスタッ
フを育成します。

成成 長

オーナー・マネージャー・店長

ストアリーダー

Sスタッフ

Aスタッフ

Bスタッフ

Cスタッフ

安心して経営に専念するための各種制度
ミニストップでは、開店後、オーナーさまに安心して経営に専念していただくための各種制
度を設けています。会計業務の支援から共済制度まで、十分なサポート体制を整えています。

会計業務

●  簿記会計業務の代行　

●  損益計算書・貸借対照表の作成　

●  加盟店スタッフの給与計算業務代行 

●  仕入代金の支払い代行 　　　

●  年4回の棚卸作業の代行など

共済制度

●  オーナー弔慰金制度　●  マネージャー弔慰金制度 
オーナー弔慰金とマネージャー弔慰金の保険料は本
部が全額負担します。

●  遺族保障制度　●  医療補償制度　●  所得補償制度 

●  年金制度　●  傷害補償制度　●  終身医療保障制度 

●  がん保障制度　●  介護補償制度　●  自動車保険

●  ニッセイの iDeCo (個人型確定拠出年金 )

オーナートレーニングの流れ

　開店前のトレーニングはもちろん、開店後も研修や教育機会が充実しています。

体験実習（1日）

フランチャイズ契約の締結前に体験実習
を受講します。

オペレーショントレーニング

○ 第1段階
トレーニングセンター研修（6日間）
○ 第2段階
直営店舗（トレーニング店舗）研修（5日間） 

訓練実習

○ 第3段階
直営店舗（旗艦店・研修店）研修（18日間・
休日含む）
実際の店舗で基本業務を習熟します。
○ 修了認定
第3段階の最終金曜日

契約更改セミナー（3日間） 

契約更改の12カ月前から受講が可能です。
創業時を振り返り、自己分析や多面評価
の結果をもとにグループワークを実施し
ます。それらにより、オーナーとしてどう
あるべきか課題を明確にし、これからの
新しい7年の経営ビジョンを策定します。

商品売場勉強会

店舗のスタッフ全員が参加できる貴重な
勉強会です。各シーズンの主力商品や新
商品の情報をはじめ、季節ごとの売場づ
くりに関するノウハウ、スタッフ戦力化
の手法、全国から集められた成功事例な
どを紹介します。また、防犯対策や衛生管
理の指導、ミニストップの社会貢献に関
する周知徹底が図られています。

開店前のトレーニング 開店後の教育体制

独自の教育プログラム
　店舗運営に必要なオーナートレーニングはも
ちろん、店舗を支えるスタッフの育成を支援す
る独自の教育プログラムをご提供しています。
オーナーの皆さまが安心して店舗運営に専念で
きるシステムと体制が構築されています。

独自
Support
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Success for Owners

安心の運営サポート

物流システムによるサポート
　ミニストップでは、メーカーや問屋からの商品をセンターに集約す
る、効率的な物流システムを導入しています。商品の特性に合わせ、
温度管理が必要な商品は定温センターに、加工食品や雑貨などの商
品は常温センターに集約した後、各店舗に納品しています。

物流
Support 

店舗システムによるサポート
　コンビニエンスストア経営にとって要となる店舗システムは日々
進化しています。第5次店舗システムでは、店舗業務の効率化をは
じめとして、立地や客層に合った商品の品揃えやQSCレベル向上
のサポート、店舗スタッフ育成ツールなど多様化するニーズに応え
るさまざまな仕組みを提供しています。今後も店舗の競争力を向上
させるシステムで店舗運営をサポートいたします。

店舗
Support 

スタッフ採用のサポート
　ミニストップは、さまざまな分野で問題となっている人手不足への対応として、店舗のスタッフ
採用支援に取り組んでいます。安定した人員体制のための採用と、スタッフ派遣の両面から、店舗
をサポートしています。

スタ
Support

●   採用ウェブサイトの導入
加盟店へ採用ウェブサイトを無料で提供し、
加盟店の人材募集費の削減を図る。

●   求人広告受付センターの運営
求人広告をセンターで集約して発注し、加盟
店の求人経費を削減。

●   面接応募受付センターの運営
応募受付やオペレーターによる面接日設定の
代行により、面接設定率を高めるとともに、
加盟店の負担を軽減。

●   専門学校との提携
外国籍留学生のアルバイト受け入れを専門学
校と提携して実施。

●   市区町村との取り組み
シニア、主婦を対象とした仕事体験会を実施
し、応募につなげる。

●   派遣拠点の整備
全国各地に派遣拠点を設置し、急きょ店舗スタッフが必要となった際の派遣サービスを実施。

派　遣

採　用

　グラフィックターミナル、ハンディターミナル、
POSレジなど周辺機器を統括制御する店舗のメイ
ンコンピュータ。商品発注、経営管理、勤怠管理、
情報参照など広範囲な店舗業務をカバーします。
タッチパネル画面で誰でも簡単に操作ができます。

　使いやすい小型・軽量の端末です。納品された
商品のチェックや返品・鮮度チェック作業に加え、
万一停電の際には簡易的なレジとしても
利用することができます。

　スキャナーやタッチパネルを利用し、各種レジ
作業のスピードアップを実現。さらに電子マネー
をはじめクレジットカードなど
さまざまな支払方法での決済が
可能となっています。

　売場を見ながら発注、販売分析、情報参照など
を行い、店舗の単品管理をサポー
トし、お客さまのニーズに合った
品揃えを実現します。

POSレジ

グラフィックターミナル

ストアコントローラ

ハンディターミナル（検収端末）

発注データ

配送回数  1日1回～2回

ミニストップの物流システムの特徴　・多頻度小ロット配送　・定時配送　・物流の集約による環境への負荷軽減

配送回数  1日3回

配送回数  週2回～5回

本 部

店 舗

定温センター
● 弁当・おにぎり  ● 惣菜・デザート  ● チルド飲料など

常温センター
● 酒・ソフトドリンク  ● 菓子   ● 加工食品  ● 雑貨など

直納便
● 一部パン  ● アイスクリーム  ● 冷凍食品など  

● 新聞   ●  雑誌

取引先 センター
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私たちはイオンです。

営業収益 営業利益 経常利益 総資産（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

’13 ’14 ’15

6,395,142 171,432 176,854

’16 ’17 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17

6,815,241
7,078,577

8,390,0128,176,732
210,273

141,368
176,977

152,509

213,772
179,674

7,859,803

9,452,7568,210,145

184,739 187,351

8,750,8568,225,874

注） 年度：各年3月1日～翌年2月末日

社 名　イオン株式会社

設 立　1926年（大正15年）9月

資 本 金　2,200億7百万円

本 社　 〒261-8515 
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

ウェブサイト　http://www.aeon.info/

＜イオン宣言＞

イオンは、

日々のいのちとくらしを、

開かれたこころと活力ある行動で、

「夢のある未来」（ ）に変えていきます。

企業理念

主要連結財務データ

企業概要　（2018年2月末日現在）

イオンは小売を中心に、金融、ディベロッパー、サービスなど、300を超える企業で構成され
ています。多様な事業が有機的に結びつき、高い相乗効果を創出することで、さらなる成長を
目指し、革新への挑戦を続けています。

Group Synergies 

イオンの概要
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1980 5月  ジャスコ（株）（現：イオン（株））100%出資により、ミニストップ（株）を設
立。資本金3,000万円。 

7月  第1号店「大倉山店」を横浜市に開店。

1号店開店時よりバーコード付オーダーブックと大型コンピュータによ
るオンライン発注システムを導入。

1981 4月 首都圏にて、フランチャイズ加盟店の一般公募を開始（6月よりフラン
チャイズ事業開始）。

1982 11月 東海地域への店舗展開を開始。

1985 5月 店舗数が100店となる。

1987 2月  POSシステム全店導入完了。EOB端末およびディスプレイ画面による発
注システムへ変更。

1988 4月  物流業務強化のため、当社の100%出資によりネットワークサービス（株）
を設立。

1990 2月 公共料金の収納代行サービス開始。 

6月  韓国・味元通商（株）（現：韓国ミニストップ（株））とコンビニエンススト
ア事業展開に関する技術援助契約を締結（11月、1号店開店）。

1991 12月  「ミニストップ緑の環境推進クラブ」を設立。
「花の輪運動」への協賛開始。

1993 7月  東京証券取引所市場第二部に株式上場。

資本金を41億5,753万3,000円に増資。

1994 2月 店舗数が500店となる。 

9月 資本金を74億9,153万3,000円に増資。

1996 8月 東京証券取引所市場第一部に指定。

1998 3月 2連式ソフトクリームフリーザーを全店導入。バニラ以外のフレーバーのソ
フトクリームが提供可能となる。

店舗数が1,000店となる。

2000 3月 フィリピン共和国ROBINSONS CONVENIENCE STORES, INC.と海外エリ
アフランチャイズ契約締結（12月、1号店開店）。

2001 9月 業界初のリアルタイム統合輸送配送管理システムを導入。

2002 5月 土曜日のソフトクリーム売り上げの1%を「花の輪運動」に寄付するこ
とを決定。

2003 6月 大象流通（株）（現：韓国ミニストップ（株））を子会社化。 

9月 ソフトクリームマイスター制度導入。

2004 2月 店舗数が1,500店となる。 

3月 フランチャイズパッケージ「クリエイティブリースタイプ」新設。 

2005 2月 小中学生向け職場体験学習「チャイルドインターンシップ制度」開始。

2006 12月 プライバシーマークを取得。

2007 5月 愛媛県に出店し、全国1都2府24県となる。 

国内外店舗数が3,000店となる。

2008 3月 イオンの電子マネー「WAON」の取り扱いを開始。 

2009 1月 青島永旺東泰商業有限公司（青島イオン）と合弁会社「青島迷你島便利店
有限公司（青島ミニストップ）」を設立（7月、1号店開店）。

12月 国内商業施設初のFSC®認証を取得した店舗を開店。

国内店舗数が2,000店となる。

2011 9月 国内外店舗数が4,000店となる。

12月 ベトナム社会主義共和国にて1号店開店。

2012 5月 海外店舗数が国内店舗数を上回る。

2013 3月 マルチメディア端末「MINISTOP Loppi」を導入。

2014 11月「Amazon.co.jp」購入商品の店頭受取サービス開始。

2015 10月 花の輪運動25年。延べ13,229校の小学校へ337万株の花の苗を贈呈。

12月 国産FSC®認証木材を使用した木造店舗が「ウッドデザイン賞2015（新・
木づかい顕彰）」受賞。

2016 2月 国内外店舗数が5,000店となる。

6月 厚生労働大臣認定「えるぼし」マーク取得。

2017 3月 ミニストップ発の「トップバリュ サンドイッチ」をイオングループ4,800
店舗で販売。

9月 国内100店舗において「ZEB Ready」以上を一斉取得。

2018 1月 国産FSC®認証木材を再利用したリユース店舗を開店。

コンビニエンスストア初となる、MSC認証具材を使用した「手巻おにぎ
り 紅しゃけ」を、千葉県、東京都と茨城県の一部店舗にて販売開始。

代表取締役会長 大 池 　 学

代表取締役社長 藤本　明裕

取締役 専務執行役員 豊田　靖彦

取締役 常務執行役員 堀田　昌嗣

取締役 執行役員 桑迫　俊次

社外取締役 山川　隆久

社外取締役 米 谷 　 真

社外監査役
（常勤監査役） 

清水　髙登

社外監査役 東海　秀樹

社外監査役 橘 　 良 治

監査役 満 重 　 誠

執行役員 加 藤 　 聡

執行役員 須藤　昭彦

執行役員 中山　博之

執行役員 渡邊　亮己

執行役員 仲澤　光晴

執行役員 大嶋　伸夫

執行役員 住吉　賢一

社 　 名 

設 　 立 1980年（昭和55年）5月21日

資 本 金 74億91百万円

店 舗 数 5,432店舗（エリアフランチャイズを含む）

従業員数 934名

本 　 社 〒261-8540 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

事 務 所 幕張事務所 
 〒261-0023 
  千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 

エム・ベイポイント幕張18階 

 東海地区事務所 
 〒453-0015  
 愛知県名古屋市中村区椿町16-16 ナゴヤ大和ビル3階 

 東北地区事務所  
 〒983-0864  
 宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-22

 近畿地区事務所  
 〒541-0052  
 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 安土町ビル2階 

 九州地区事務所 
 〒812-0004 
 福岡県福岡市博多区榎田2-1-70 2階

事業内容  イオンの一員としてコンビニエンスストア『ミニストップ』
を展開。 
ミニストップ店経営希望者とフランチャイズ契約を締結
し、商品情報や経営ノウハウを提供。ミニストップ店に
おいては、ファストフード、デイリー食品、加工食品、家
庭用品、雑貨等の商品販売および公共料金の収納代行な
どのサービスの提供を行う。

ウェブサイト https://www.ministop.co.jp/

チェーン全店売上高（百万円） 経常利益（百万円） 総資産（百万円） 純資産（百万円）／自己資本比率（%）

340,492

2,907

5,483

97,57498,854

’16’13 ’14 ’15 ’17 ’16’13 ’14 ’15 ’17 ’16’13 ’14 ’15 ’17 ’16’13 ’14 ’15 ’17

56,918
60,235349,914

332,085 341,435336,332

3,664

1,711

3,512

110,097

96,053
100,376

60,664
55,924

59,273

58.259.0 58.360.9
55.0

国　内
青森県 32店 東京都 292店 大阪府 96店
岩手県 12店 神奈川県 142店 兵庫県 50店
宮城県 118店 福井県 7店 奈良県 14店
福島県 92店 岐阜県 100店 徳島県 21店
茨城県 117店 静岡県 150店 香川県 37店
栃木県 33店 愛知県 220店 愛媛県 9店
群馬県 57店 三重県 95店 福岡県 142店
埼玉県 158店 滋賀県 7店 佐賀県 19店
千葉県 200店 京都府 40店 大分県 4店

注）年度：各年3月1日～翌年2月末日

中国
青島迷你島便利店
有限公司
63店

ベトナム
MINISTOP VIETNAM 
COMPANY LIMITED
112店

海外店舗数 3,168店
国内店舗数 2,264店
合計 5,432店

フィリピン
ROBINSONS 
CONVENIENCE 
STORES, INC. 
492店

韓国
韓国ミニストップ（株）
2,501店

会社データ　（2018年2月末日現在）

役員　（2018年5月16日現在）

ミニストップのあゆみ 店舗展開　（2018年2月末日現在）

主要財務データ（単体）

Corporate Profi le 

会社概要
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