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マルエツ会社概要

・会社名 株式会社 マルエツ

・本社所在地 東京都豊島区東池袋5-51-12 

・代表取締役社長 上田 真

・創業 1945年（昭和20年） 10月

・資本金 375億4900万円

・営業収益 （連結）347,396百万円
（単体）346,199百万円

・店舗数 286店舗（2016年2月24日現在）
東京都 137店舗、神奈川県 47店舗、千葉県 47店舗
埼玉県 53 店舗、栃木県 1店舗、茨城県 1店舗

・従業員数（単体） 13,485名（パートタイマー10,051名を含む）
（1日8時間換算による期中平均人員）

※特記がない場合は2015年2月末現在のデータです
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展開エリア 店舗フォーマット

・ 東京都 １３７店舗
・ 神奈川県 ４７店舗
・ 千葉県 ４７店舗
・ 埼玉県 ５３店舗
・ 栃木県 １店舗
・ 茨城県 １店舗 （2016年2月24日現在）

展開エリア

1都５県

２８６店舗

店舗フォーマット

毎日楽しく便利にお買物をしていただける
生鮮食品を中心としたスーパーマーケット。
食料品の他、日用雑貨など、幅広く品揃え
しています。

マルエツ マルエツ・プチ
都市部で生活されるお客様に「生鮮食品」を
はじめ、できたての「惣菜」などをご提供すると
ともに、利便性のあるサービスをお届けする
都市型スーパーマーケット。
※売場面積：３７坪～１８０坪

ハイクォリティーな品揃えとサービス機能を
取り揃えて、地域のお客様のより高いニーズ
にお応えする高品質スーパーマーケット。

リンコス
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近年のアプローチ
社会環境の変化
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マクロな社会変化 消費購買の変化 店舗型小売業の変化
・少子高齢化、単身世帯の増加 ・機動力の低下 （高齢者増加） ・競合店の激化

・女性の社会進出（有職主婦の増加） ・買物時間の多様化（ ・都心中心に小規模店舗化

・ネット環境の整備 ・宅配利用のハードル低下 ・ネット販売、宅配事業拡大

１００%
昨年から継続 57.8％

新規or復活 42.2％ 新規獲得固定客化

お客さま 内訳

内訳

対応

継続維持関係強化

ある月の来店客（ユニークユーザー数）の動向

お客さまニーズの変化への当社の対応

都心小型店の展開

売場面積：３７坪～の小型店
営業時間の拡大・24時間

デリバリー事業の拡大

ネットスーパー 来店宅配 御用聞き
（買物代行）

９店舗 １１５店舗

ネット販売も導入時から変化→小量目・バラ販売、配達利用金額の引き下げ、モバイル対応



ネット販売の展開
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1.マルエツふれあいショッピング
1999年6月 ネット販売スタート
お客様のご要望に対応 オンラインモールに出店
①ギフト好適品②生鮮食品③地域銘産品 ９８品

2.マルエツネットスーパー
2003年7月 ネットスーパースタート
長津田店（横浜市緑区）で実験開始

2006年11月 3店舗に拡大・・・広域サービス
配達エリア 東京23区全域、町田・横浜の一部

2011年12月から順次・・・狭域サービスに移行

http://www.rakuten.co.jp/maruetsu/
http://www.rakuten.co.jp/maruetsu/


ネットスーパー配達エリア

6

スタートは「広域」の配達エリアから

①2006年11月：東京23区で広域サービスを開始
②2011年12月：狭域サービス開始 （東京都大田区）

かまた店より順次配達エリアを移行
③2015年5月：最後の広域サービス店舗であった

葛西クリーンタウン店を狭域サービスに移行

広域サービスの課題
配送までに時間がかかる
注文締切時間が早い、
お届け時間に制約
配送コストも大きい

当初の配達無料5,000円以上
から現在は1,800円以上無料に



店舗を中心として、半径約3ｋｍを「狭域」と位置付け
（最短で３時間以内の配達可能）配達エリアを設定

清澄白河店 配達エリア（狭域）
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ネットスーパー販売の仕組み
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１.ご注文受付

受付締切時間10：00、12：00、14：00 （1日3回受付）
備考欄記載事項の確認、要望商品の追加
※備考欄要望内容（野菜の産地の要望、魚の加工要望等）
ピッキングリストの印刷、配達リストの印刷

２.ピッキング

各便ごとに注文締切時間後、売場よりピッキングを実施
生鮮加工品は、「できたて、作り立て商品」を提供
（お刺身、惣菜、ベーカリー等）

３.パッキング

常温品、冷蔵品、冷凍品に分けて仕分け梱包
商品は、重いもの⇒軽いものの順で梱包

４.配達

配達予定時間のメールでのご案内
ご指定時間内での配達



ネットスーパー配達体系・料金体系
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配達便 注文締切 配達時間

1便 10：00 12：00－15：00

2便 12：00 15：00－18：00

3便 14：00 18：00－20：00

4便 14：00 20：00－21：00

※4便は9店舗中1店舗のみ実施

ご注文金額 配達料金
1,800円以上 無料

1,800円未満 200円+税

配達体系

料金体系
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非冷商品用

コンテナの準備

要冷商品用

①注文数の確認

ピッキングリスト発行

②ピッキング（集荷）

カテゴリー毎に集荷

ピッキングした商品の集約

集荷した商品を専用端末
でスキャン、提示された
ナンバーのコンテナへ

③パッキング（梱包）

商品の梱包

④配達

自社 委託

軽貨物にて配達

上段 下段

ネットスーパーフロー



商品登録・掲載商品のメンテナンス
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取扱い商品 掲載商品 商品登録・メンテナンス方法

ネ
ッ
ト
ス
ー
パ
ー

生鮮食品 約500点 ・1週間毎に実施
・通常商品のメンテナンスは店舗が実施
・特売商品は販売計画にもとづき本部が実施

一般食品 約4,300点 ・日毎に実施
・本部で一括メンテナンス
・店舗ごとに扱いの異なる一部の商品は店舗
でメンテナンス実施日配食品 約1,600点

日用品
（雑貨）

約1,600点

合計 約8,000点

ふ
れ
あ
い
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

ギフト商品 約1,200点 ・シーズンごと
・本部一括メンテナンス

通年販売商品 約800点
（内食品150点）

・都度実施

合計 約2,000点



ネットスーパー販売画面
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パソコン スマートフォン



ネットスーパー販売画面（加工食品）
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パソコン スマートフォン

PB、NB同様



ネットスーパー販売画面（生鮮）
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パソコン スマートフォン



商品カテゴリーページ

PC スマートフォン
ふれあいショッピング販売画面

パソコン スマートフォン
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商品ページ
PC スマートフォン

ふれあいショッピング販売画面（定番）

パソコン スマートフォン
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商品ページ
PC スマートフォン

ふれあいショッピング販売画面（ギフト）

パソコン スマートフォン
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お客さまからの問合せ

１.電話での問合せ（店舗で対応）

電話での問合せ先は、店舗の電話番号を掲載し、店舗で回答

２.メールでの問合せ（本社で対応）

商品に関するお問合せやご要望については
「お問合せフォーム」で対応
原則当日中メールで回答。内容により
丁寧な説明が必要な場合は電話で回答。

1）問合せメールへの対応

２）過去にあった商品の問合せ（１件）

米粉パンには、小麦や小麦グルテン
が入っていますか？

＜問合せフォーム画面イメージ＞

回答

問い合わせメール件数
年間約１０００件
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お客さまからの問合せ
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お問合せは、ご注文方法やご注文内容の変更に関する問合せが多く
現状、商品に関する問合せはほとんどありません。

お問い合わせの内容

年間約８７７件（1ヶ月平均７３件）

項目 内容 構成比

会員登録などのパソコンの
操作方法について

会員登録の方法を教えてほしい。 34%

商品の追加方法について 注文した後に、商品を追加したいが、
追加方法を教えてほしい。

32%

注文商品について ネットに掲載していない商品も注文は
できますか？

16%

配達便の変更について 指定した配達時間に受け取れなくなっ
たので、配達時間の変更はできます
か？

7%

配達先の変更について 配達先を変更することはできますか？ 4%

その他 配達日や時間の変更、キャンセル等 7%
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