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構成 

 新たなマーケットの創出（機能性表示・介護食品等） 

 他の小売業態との協業等 

 インバウンド需要の取り込み・国際展開 
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新たなマーケットの創出 

 セルフメディケーションの推進に関連する各種政策の動き 
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 現在、セルフメディケーションの推進等に関連する各種政策の動きは、ドラッグス
トアにとって新たなマーケットを創出する機会である。 

 とくに栄養機能食品と在宅介護食に関する諸制度の変更等は、新たなマーケット
確保の観点から重要な機会と考えられる。ドラッグストアとしても専門的人材の知
見等を活かし、店頭での情報提供機能の強化を図る必要があるのではないか。 

省庁 施策 市場・消費者に対する影響 

内閣府 「日本再興戦略」 

厚生労働省 『日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に
関する検討会』 
（平成26年10月取りまとめ） 

「健康な食事」に係わる基準とマークを策定
し、事業者が掲示することで、消費者の食事
に対する新たな選択基準を提示する。 

経済産業省 『次世代ヘルスケア産業協議会』 
（平成26年6月中間取りまとめ） 

「事業環境」「品質評価」「健康投資」各WGを
通じ、ヘルスケア産業の環境整備、取組事
例（ベストプラクティス）の共有、グレーゾーン
解消に向けた活動を行う 

農林水産省 『介護食品のあり方に関する検討会議』 
（平成26年11月 新しい介護食品として「スマイル
ケア食」の愛称と選び方を策定） 

介護食品の普及支援を目的とした「スマイル
ケア食」のガイドラインを作成し、消費者の介
護食品の選択に関する情報提供を行う。 

消費者庁 『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』 
（平成26年7月報告書を公表） 

栄養機能食品の表示に関する基準を策定し、
消費者の健康維持・管理に向けた情報の提
供を行う。 

出典：流通経済研究所（2015）作成資料 



（参考）消費者庁 

「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」概要 
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 2013年12月～2014年7月にかけ検討会を開催 

日程 検討内容・トピックス 

1 12月20日 新制度に向けての基本的な考え方 

「安全性の確保」「科学的根拠の設定」「情報提供」 

2 1月31日 食品の新たな機能性表示制度における安全性の確保について 

3 2月25日 健康食品の安全性確保について（日米の状況） 

4 4月4日 第3回の続き／機能性表示の在り方について 

※「食品の機能性表示に関する 消費者意向等調査」結果報告 

5 5月2日 機能性表示の在り方について（続き・日米の状況） 
生鮮食品等の機能性表示について（農水省資料） 

6 5月30日 国の関与の在り方について 

7 6月26日 機能性表示の在り方について（続き） 
国の関与の在り方について 

8 7月16日 報告書案の検討 

報告 7月30日 最終報告書 

出典：流通経済研究所（2015）作成資料 



（参考）消費者庁 

「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」報告書概要 

4 

 

出典：消費者庁 



（参考）農林水産省農林水産省 

「介護食品のあり方に関する検討会議」 
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出典：農林水産省 



（参考）農林水産省「新しい介護食品（スマイルケア食）」 

 2014年11月、新しい介護食品を「スマイルケア食」とすることが決定 

 スマイルケア食の区分と早見表を提示 
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出典：農林水産省 



他の小売業態との協業等（コンビニエンスストアとの事例） 

 「健康」を軸とした小売業態の位置づけ（ドラッグストア／コンビニ） 

 

 

 セルフメディケーションの普及促進には、ドラッグストア以外の小売業態との協業が
効果を持つ可能性がある。中でもコンビニは、24時間365日営業している利便性か
ら、ドラッグストアとの連携による効果が期待できる。 

 医薬品の販売等、従来はドラッグストアが得意としていた領域に他業種が参入し業
態間の競争が激化していること等を踏まえ、ドラッグストアが有する専門性をどの
ように活用できるか。 

基本的な小売機能 

利用顧客の特徴 
新たな小売機能の拡張と協働の可能性 

 

 

 

 

ヘルスケア専門業態とし
て、消費者ニーズに対応 

近隣商圏にアプローチす
る「身近な専門家」 

 

 

 

 

 

24時間365日営業し、消
費者の生活に密着 

消費者の日常的な利用 

「便利なパートナー」 

コンビニ 

ドラッグストア 

出典：流通経済研究所（2015）作成資料 

「情報提供能力」を 

コアにした機能拡張 

「便利さ」を 

コアにした機能拡張 
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協業の可能性として考えられる例 

・コンビニエンスストアにおける医薬品販売 

・調剤機能を伴うコンビニエンスストア 



（参考）ドラッグストア等を含む小売業間の協業の例 
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企業（コンビニエンスストア）による取組例 

コンビニエンスストア（CVS）チェーン各社では、ド
ラッグストアや薬局との協業により、消費者のヘ
ルスケアニーズに対応する動きが見られる。 

 

【ファミリーマート】 
ドラッグストアやドラッグストア各社とのコラボレー
ション店舗の出店を進めている。 

2014年5月末時点で、13社のドラッグストア・調剤
薬局と20店舗の一体型店舗を展開。 

（出典）ファミリーマートの新規事業戦略 
http://www.family.co.jp/company/investor_relations/personal

/business/relation/ 

従来のCVSの利便性に加え、医薬品、化粧品、
日用雑貨などの拡充を進めることを目指す。 

 

【ミニストップ（れこっず）】 
2013年5月に、CFSコーポレーションとミニストップ
との融合店である「れこっず」に調剤窓口を併設し
た新型店を出店。 

調剤薬局、ドラッグストア、CVSの強みを生かし、
都市部の高齢者への対応を目指している。 

 

【ローソン（ローソンクオール）】 
ローソンと調剤薬局チェーンのクオールとのコラボレー
ションによるコンビニ併設型薬局。 

2010年8月に都内に1号店を開設し、2013年8月時点で
33店舗を出店。 

コラボレーションにより、消費者のライフスタイルの多様
化に対応するとしている。 

 

【ローソン】 
ツルハホールディングスと提携し、2015年2月にドラッグ
ストア機能を持ったコンビニエンスストアである「ローソン
ツルハドラッグ」を仙台に出店する。 

通常のコンビニエンスストア商品に加えて、大衆薬や日
用品を販売し、調剤薬局も併設する。 

今後3年間でドラッグ型コンビニを500店舗に広げる計画。 

  （参考：日本経済新聞 2015年1月23日付） 

出典：流通経済研究所（2015）作成 



他の小売業態との協業等（食品スーパーとの事例） 

 「健康」を軸とした小売業態の位置づけ（ドラッグストア／食品スーパー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※医薬品の販売等、従来はドラッグストアが得意としていた領域に他業種が参入し業態間の競争が激化して
いること等を踏まえ、ドラッグストアが有する専門性をどのように活用できるかといった課題もある。 

 

 

 

 コンビニと同様に、食品スーパーは日常的な食の提供を通じた健康機能増進が期
待でき、ドラッグストアとの連携による消費者の健康維持への貢献が期待できる。 

基本的な小売機能 

利用顧客の特徴 

「健康」への対応による 

新たな小売機能の拡張と協働の可能性 

 

 

 

 

ヘルスケア専門業態とし
て、消費者ニーズに対応 

近隣商圏にアプローチす
る「身近な店舗」 

 

 

 

 

 

食生活への提案機能（食
卓提案、総菜提供など） 
宅配などの付加サービス 

消費者の日常的な利用 

「食料品の倉庫」 

食品スーパー 

ドラッグストア 

出典：流通経済研究所（2015）作成資料 

「情報提供能力」を 

コアにした機能拡張 

「食の信頼」を 

コアにした機能拡張 

・情報提供機能の拡充 

・新たなサービス提供 

・食の安全・安心等の訴求 

・健康食品等の販売 
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協業の可能性として考えられる例 

 

 ・「ワンストップショッピング」による利便性提供 

 ・健康に応じた商品情報の提供・相互送客 

  （ドラッグストアで相談し、スーパーでメニュー提案 等） 
 



（参考）ドラッグストアと食品スーパーとの協業事例 
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ドラッグストアと食品スーパーとの協業事例 

ドラッグストア各社では、スーパーマーケットとの
間では、近隣型ショッピングセンターの設置や、共
通店舗の開設などの協働を行う事例が見られる。 

 

【マツモトキヨシ】 
静岡県の食品スーパーである遠鉄ストアが、同社
に対するフランチャイズ（FC）契約を締結。平成26

年に開店する食品スーパー内にドラッグストアの
店舗を開設するとともに、既存店に対しても改装
や増設を行う。 

食品スーパーでは生鮮品や食品に、ドラッグスト
アでは一般医薬品や化粧品、日用雑貨を扱い、
それぞれの店舗の役割を生かすとしている。 

  （参考：日本経済新聞 2013年7月30日付） 

 

 

 

【スギ薬局】 
スギ薬局は愛知県安城市を本社とするドラッグストアで
ある。2006年に埼玉県を中心に出店する食品スーパー
のヤオコーとの間で協力関係を結んだ。 

ヤオコーが自社開発を行う近隣型ショッピングセンター
（NSC※）のテナントとして、スギ薬局が優先的に出店で
きることが柱。今回の協力関係はヤオコーがドラッグスト
ア事業をスギ薬局に譲渡したことを機に行われている。
スギ薬局にとっては関東地区への出店機会と位置づけ
られている。 
 ※NSC=Neighborhood Shopping Center 

 （参考：日本食糧新聞 2006年7月31日付） 

 

出典：流通経済研究所（2015）作成 
（写真は遠鉄ストアHPより） 
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11月 39.1%増

12月 43.0%増

インバウンド需要の取り込み・国際展開 
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 訪日外国人旅行者数は10年間で倍増し、2014年度における免税制度の緩和も
あり、インバウンド需要として新たな消費需要を喚起している。 

 ドラッグストアとしても、訪日外国人によるインバウンド需要の高まりに応えるため
の取組が求められている。 

12 出所：観光庁：訪日外国人消費動向調査 

出典：観光庁 



（参考）訪日外国人旅行消費額（消費割合・購入物品） 
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出典：観光庁 

※2014年 

平成26年 約2兆円 

＜訪日外国人旅行消費額＞ ＜旅行消費額と訪日外国人旅行者数の推移＞ 
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14 出所：観光庁：訪日外国人消費動向調査 

出典：観光庁 

（参考）外国人旅行者向け消費税免税店制度 
     免税対象物品の拡大 

 
 

食品類 

家電製品 
カバン 

着物・服 

 ◯ 同一の非居住者に対して、同一店舗に 

  おける１日の消耗品の販売合計額が、 

 ５千円を超え、５０万円までの範囲内のもの 

◯ 消耗品（食品類、飲料類、薬品類、 

  化粧品類その他の消耗品）  

 ◯ 同一の非居住者に対して、同一店舗に 

  おける１日の一般物品の販売合計額が、 

 １万円を超えるもの 

◯ 一般物品（消耗品以外のもの） 

※ 非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売対象外。 

※ 酒の販売には「酒類販売業免許」、たばこの販売には「たばこ小売販売業の許可」が必要。 

化粧品類 

飲料類 

薬品類 

 これまで免税対象から除かれていた食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消
耗品を含め、本年10月１日より全ての品目が免税対象となった。 
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出典：経済産業省 

（参考）外国人旅行者向け消費税免税店制度 
     免税制度の改正（第三者への免税手続の委託が可能に） 

 
 

 平成27年度税制改正により、各免税店が第三者に免税手続の委託（ワンストッ
プ化）を可能とすることにより、各店舗での手続負担を大幅に軽減。 

 これにより、語学力等の観点から外国人対応に不安を持つ店舗等、特に地方に
おける免税店の拡大が見込まれる。 

○商店街やショッピングセンター等において、各店舗の事業者が行う免税販売
に係る手続を第三者に委託（ワンストップ化）することを可能とする制度を創
設する。 

○免税手続を委託している複数店舗での購入額を合算して、免税販売の対象
とすることを可能とする。 

 

 

店舗における負担を軽減するとともに、外国人観光客等が個々の店舗毎に免
税手続を行う煩雑さが解消され、免税制度の利用が促進される。 

【外国人観光客で賑わう観光地等】 現行制度 

＜商品購入＞ ＜購入店舗ごとに免税手続＞ 

免税販売を行う場合、個別店舗ごとに免税手続を
行う必要がある。 

改正概要 各店舗で買物 

免税カウンターで一括手続が可能に！ 



平成２６年度補正予算の「地方創生交付金」は、地方公共団体が事業設計を自由に行う
ことができるが、①クレジットカード端末の導入、②免税カウンターの設置を進めることで、地
域において外国人観光客の誘致が進み、地域活性化に繋がる。 

クレジットカード端末の導入 

外国人観光客が、手持ちの現金が
不足している場合であっても、換金
せずにクレジットカード等のキャッシュ
レス決済で支払いが行えるよう、店
舗等における決済環境を整備する。 

免税カウンターの設置 

免税販売に係る手続きを省力化す
る上で必要となる機器を導入するこ
とで、免税販売を促進し、売上増加
を目指す。 

地方創生交付金における外国人観光客の誘致の事例 
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（参考）インバウンド需要への対応（政府／企業） 

免税店拡大に向けた取組 企業（ドラッグストア）での取組例 

地方運輸局・経済産業局の「免税店相談窓口」を設
置。また、全国各地で説明会開催や講師派遣を実施。 

各社で積極的な取組が始まっている。 

 
【マツモトキヨシ】 
心斎橋，天神，秋葉原，銀座等で多くの来店 

（売上比率は全体の2％程度） 
免税対応に加えて，外国人客の多い店では6カ国対
応プログラムを導入。 

 

【ツルハ】 
外国人客が多く集まる112店を免税対応。 

専用ポスターを掲示。 

開封したらわかるシールで封印するレジ袋用意。 

 

【コスモス薬品】 
2014年内に，阿蘇店や指宿店などの観光地店舗で
免税対応を強化。 

競争の激しい大都市を避け，訪日外国人客の需要
が高い観光地で売上を伸ばす。 
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出典：観光庁 出典：流通経済研究所調査（2015） 

地方自治体 
商工会議所 等 

地方運輸局 地方経済産業局 

協
力 

協
力 

免税店相談窓口 

全国で免税制度 
説明会を開催 

○免税制度説明会を全国
各地で開催し、免税店許
可取得を促進。地方自治
体等が主催の説明会には
講師を派遣して支援。   

関係省庁が連携して、小売事業者
への情報発信と相談対応等により、
免税店拡大を図る。 



外国人旅行客受入環境整備のイメージ 

この薬の効能は… 

何粒飲むのか… 

アレルギー 
が不安… 

宗教上の問題は 
ないだろうか… 

これらの不安や、不便さを解消出来ないだろうか… 

顔に塗っても 
大丈夫なのか… 

自分の肌質に 
あうだろうか… 
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 外国人旅行客の買物利便性向上を目指し、外国語による商品情報提供サービス
を検討。利便性向上・商品情報提供によりこれまで以上に需要を喚起する。 

 メーカー・卸・小売が協力してデータフォーマットの整理・店頭での情報提供をしな
ければ実現は不可能。 

インバウンド需要取り込みに向けた対策イメージ 

外国人 
旅行客 

商品 
情報 
DB 

標準フォーマット 
外国語マスタ 

アプリ 

シングルインプット 

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド 

卸売業 小売業 メーカー 

 メーカー・卸売業は整備した情報をDBへ入力し、 
 小売業は店頭にて情報を外国人旅行客へ提供。 

店頭でJANやQRコードをスキャン 

 まずは、ニーズの高い化粧品
や日用雑貨を想定。 

 閲覧履歴の保存により、帰国
後も利用可能に。 

母国語等による商品情報の提供 

 標準シンボルマークの作成 
 外国ガイドブックへの掲載 
 国内消費者向けの情報提供 

将来的には… 

店頭対応 



企業（ドラッグストア）での取組例 

各社で海外出店や自社開発商品の展開などが行
われている。 

 

【ココカラファイン】 
2012年5月に中国の上海に1号店を出店。日用品
や化粧品主体での販売を行う。 

2014年には東北部（大連）で共同出資による新型
店を開業。品質の安全性が高いと評価される日
本製品を中心に販売する。 

 

ベトナムでは現地企業との合弁により、2012年9

月にホーチミンに出店。医薬品に加えて、化粧品
や健康食品、日用品などを日本の店舗と同様の
陳列手法により販売。 

2014年、タイで美容・健康関連企業との合弁企業
を設立。東南アジア地域の商品開発・販売拠点と
位置づけている。 

 

【富士薬品】 
2012年6月に中国の上海に1号店を出店。1号店
は化粧品を中心に販売。 

 

【ウエルシアホールディングス】 
2012年6月から、中国の上海及び蘇州に出店。ショッピ
ングセンターへの出店も行う。日用品や化粧品主体での
販売を行う。 

 

【ツルハ】 
2012年7月にバンコクに1号店を出店、2014年現在では
郊外のシラチャ、北部のチェンマイを含めて15店舗を展
開している。 

医薬品、化粧品、日用雑貨、健康食品までを品揃えした
日本型のドラッグストアを目指す。 

 

【マツモトキヨシ】 
タイの現地小売業にプライベートブランド（PB）を供給。 

現地食品スーパーの売場内に化粧品や日用品の専用
売場を設置。 

（参考）ドラッグストアの国際展開 
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出典：流通経済研究所調査（2015） 


