
 
 

2009 年 12 月 3 日 
 

セブン-イレブン 石川県へ初出店 
～12 月 4 日（金） 金沢市内等に 8 店舗同時オープン～ 

 
株式会社セブン-イレブン･ジャパン（代表取締役社長 最高執行責任者〈COO〉井阪

隆一）は、2009 年 12 月 4 日（金）、石川県内にセブン-イレブンを 8 店舗同時にオー

プンいたします。北陸エリアにおいては、今年の 1 月に富山県、福井県へ同時に初出店

し、地域に根ざすコンビニエンスストアとして店舗網を築いてまいりました。また、  

12 月 2 日には、北陸 3 県の店舗を対象とするセブン-イレブン専用の米飯工場も石川県

白山市で稼動しております。このたびの石川県初出店では、この新設の専用工場や   

新たに構築した物流網を活用するとともに、北陸 3 県全体の更なる効率化を図りながら、

2011 年度までに累計約 200 店舗の出店を目指してまいります。 
 
当社は、創業当初より「既存中小小売店の近代化と活性化」「共存共栄」の実現を経営  

理念とし、また、高密度多店舗出店方式により、製造・物流の両インフラの拠点内における

出店を積極的に推進してまいりました。現在、セブン-イレブンは国内 37 都道府県に 12,521
店舗（2009 年 11 月末）を展開しており、石川県への出店により、出店エリアは 38 都道府

県となります（直近では 2009 年 2 月に島根県へ出店）。 
 
今後もセブン-イレブン･ジャパンでは、お客様のニーズにお応えするため、商品面では、    

セブン&アイ・ホールディングスの総力を結集し、品質・価格を追求したプライベートブラ

ンド商品「セブンプレミアム」や安全・安心に徹底的にこだわった弁当等、オリジナル商品

の開発を推進いたします。また、独自の電子マネー『nanaco』やグループ企業のセブン  

銀行による ATM の設置等、より便利な暮らしを応援する新しいサービスの開発をはじめ、

地域のお客様のニーズにあった品揃えに注力することで、お客様にとって“近くて便利”な

コンビニエンスストアを展開してまいります。出店にあたりましては、既存小売店様からの

業態転換を進めることによって共存共栄を図る等、地域に密着した店舗づくりを積極的に 

推進してまいります。 

 

記 
 

１．オープン日時      2009 年 12 月 4 日（金） 午前 7 時 
 

２．オープン店舗       

    ■セブン-イレブン金沢石川県庁前店     金沢市鞍月東 2 丁目 14 
    ■セブン-イレブン金沢片町 1 丁目店     金沢市片町 1 丁目 4-16 

 ■セブン-イレブン金沢鞍月 4 丁目店     金沢市鞍月 4 丁目 181 
    ■セブン-イレブン金沢問屋町 2 丁目店   金沢市問屋町 2 丁目 83 
    ■セブン-イレブン内灘白帆台店        河北郡内灘町白帆台 2 丁目 1 
    ■セブン-イレブン白山宮永店          白山市宮永町 311-1 
    ■セブン-イレブン小松園町店          小松市園町ハ 188-1 
    ■セブン-イレブン加賀市役所前店       加賀市大聖寺東町 4 丁目 15 
     

３．専用工場（主な商品カテゴリーと工場名） 

○米飯・調理パン             わらべや東海 北陸工場 （石川県白山市） 

○焼き立てパン             エフベーカリー名古屋事業所 （愛知県春日井市） 

○調理麺・軽食             ニッセーデリカ名古屋工場 （愛知県豊田市） 

○惣菜・デザート            プライムデリカ豊田工場 （愛知県豊田市） 
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４．専用配送センター（主な商品カテゴリーとセンター名） 
○米飯・チルド日配           チルド米飯 富山共配センター （富山県富山市） 
                       チルド米飯 福井共配センター （福井県福井市） 
○加工食品・菓子・酒類・雑貨    常温統合 石川共配センター （石川県石川郡） 

  ○アイス・冷食             フローズン 石川共配センター （石川県白山市） 
 

〔ご参考資料〕 
■ 株式会社セブン-イレブン・ジャパンについて 

・社名              株式会社セブン-イレブン・ジャパン 
・所在地            東京都千代田区二番町 8-8 
・代表者            代表取締役会長（CEO）    鈴木  敏文 
                   代表取締役社長（COO）    井阪  隆一 
・設立              1973 年 11 月 
・資本金            172 億円 
・ﾁｪｰﾝ全店売上高    2,762,557 百万円 （2009 年 2 月期） 
・営業利益          178,060 百万円 （2009 年 2 月期） 
 

 ■ セブン-イレブン店舗の概要（2009 年 2 月期） 
・平均売場面積      約 122 ㎡ 
・平均日販          629 千円  
・商品アイテム数     約 2,500 アイテム 
・商品構成          ﾌｧｽﾄ・ﾌｰﾄﾞ  27．5％ 
                   日配食品   12．1％ 
                   加工食品   28．5％ 
                   非食品     31．9％  
 

■ 都道府県別店舗数 （国内総店舗数：12,521 店）  2009 年 11 月末現在 
北海道 813 富山県 23 和歌山県 40 

岩手県 52 福井県 18 岡山県 192 

宮城県 321 山梨県 161 広島県 383 

山形県 134 長野県 360 島根県 5 

福島県 376 静岡県 464 山口県 232 

茨城県 520 愛知県 559 福岡県 663 

栃木県 338 岐阜県 75 佐賀県 137 

群馬県 350 三重県 34 長崎県 80 

埼玉県 867 滋賀県 163 熊本県 193 

千葉県 753 京都府 182 大分県 73 

東京都 1,650 大阪府 539  宮崎県 136 

神奈川県 865 兵庫県 368   

新潟県 343 奈良県 59 合  計 12,521 
以 上 

セブン-イレブンは近くて便利、 

あなたの食卓を応援します。 

 

 

ホームページはこちら   http://www.sej.co.jp/ 
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