
 
 

2015年 10月 29日 
  

 

～10月 30日（金） 鳥取県内に 3店舗同時開店～ 

セブン‐イレブン鳥取県への出店開始 
2020年度（2021月 2月末）までに県内へ約 50店を出店予定 

 
 株式会社セブン‐イレブン･ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高

執行責任者〈COO〉井阪隆一、以下「当社」）は、2015 年 10 月 30 日（金）に鳥取県

内へ初出店し、米子市内に 3 店舗を同日オープンいたします。 
 

当社は創業以来「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、

地域に根ざすコンビニエンスストアとして、高密度集中出店（ドミナント）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。 

鳥取県においては、JR 西日本グループとの提携店舗として、県内初となる JR 米子駅

構内へも出店する等、鳥取県のお客様の生活に密着した店づくりを目指してまいります。 
 

当社は、本年 9 月末現在、45 都道府県に合計 18,099 店を展開しております。今般の

鳥取県への出店により、本州の全都府県への出店を達成し、鳥取県においては 2020 年 

度（2021 年 2 月末）までに約 50 店舗の出店を目指してまいります。鳥取県への出店に

より、全国の出店エリアは 46 都道府県となります。 
 

今後の新規出店についても、既存小売店様からの業態転換等を進めることによって共存 

共栄を図り、地域のお客様のニーズに即した、皆様に愛されるセブン‐イレブンを目指して

まいります。 
 
 
 

【山陰地方への出店計画】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鳥取県 ・2015 年 10 月 30 日県内 1 号店オープン 3 店舗同日出店 

・2020 年度（2021 年 2 月末）までに累計約 50 店舗出店予定 

 

 島根県 ・2008 年 2 月 28 日に出店開始 10 月 29 日現在 17 店舗 

・2020 年度（2021 年 2 月末）までに累計約 70 店舗出店予定 

 

※山陰地方へ 2020 年度（2021 年 2 月末）までに累計約 120 店舗を出店予定 



【鳥取県への出店について】 

 

１．オープン日時      2015年 10月 30日（金） 午前 7時  3店舗同時オープン 

※ハートイン JR米子駅店は午前 11時オープン 

 

２．オープン店舗   
 

店舗名 住所 

米子
よ な ご

角盤
かくばん

町
ちょう

2丁目店 鳥取県米子市角盤町 2丁目 111 

米子
よ な ご

東福原
ひがしふくばら

4丁目店 鳥取県米子市東福原 4丁目 22‐10 

ハートイン JR米子駅
よ な ご え き

店 鳥取県米子市弥生町 2番地 

 

３．専用工場（主な商品カテゴリーと工場名） 

 米飯 ： サンヨーフーズ 笠岡工場（岡山県笠岡市）、わらべや関西 香川工場（香川県坂出市） 

       デリカウイング 広島工場（広島県廿日市市）、武蔵野 京都工場（京都府八幡市） 

 麺類 ： ミツワデイリー 岡山工場（岡山県浅口市） 

 惣菜、調理パン ： ロイヤルデリカ 岡山工場（岡山県岡山市） 

 オリジナルパン ： エフベーカリーコーポレーション 兵庫事業所（兵庫県小野市） 

 デザート ： デリカウイング デザート工場（広島県廿日市市） 

 

【鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」を使用した 

電子マネーnanaco について】 

■鳥取県限定 nanaco カードを発行 

 鳥取県初出店に合わせて、電子マネーnanaco の地域限定バージョンとして 

発行（発行手数料 300円） 

 鳥取県内のセブン‐イレブン限定発行 

 鳥取県初出店を記念して、オープン 7日間限り、nanaco ポイント 300Pプレゼント！ 

 

 【券面イメージ】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



【ご参考】 
 
■ 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    4兆 82億 61百万円 （2015年 2月期） 

・営業総収入      7,363億 43百万円（2015年 2月期） 

・営業利益          2,233億 56百万円 （2015年 2月期） 

 

 

 ■ セブン‐イレブン店舗の概要（2015 年 2 月期） 

・平均売場面積      約 129㎡ 

・全店平均日販      655千円  

・商品アイテム数     約 2,800アイテム 

・商品構成          ﾌｧｽﾄ・ﾌｰﾄﾞ  29.6％ 

                   日配食品   12.9％ 

                   加工食品   25.8％ 

                   非食品     31.7％  

 

 

■ セブン‐イレブン都道府県別店舗数 （国内総店舗数 18,099店）  

2015年 9月 30日現在 

北海道 931   富山県 122 島根県 13 

青森県 16 石川県 115 岡山県 280 

岩手県 118 福井県 61 広島県 531 

宮城県 373 山梨県 188 山口県 284 

秋田県 70 長野県 433 徳島県 89 

山形県 173 岐阜県 159 香川県 99 

福島県 410 静岡県 658 愛媛県 64 

茨城県 624 愛知県 977 高知県 16 

栃木県 404 三重県 106 福岡県 864 

群馬県 457 滋賀県 217 佐賀県 173 

埼玉県 1,099 京都府 285 長崎県 152 

千葉県 983 大阪府 963 熊本県 281 

東京都 2,345 兵庫県 582 大分県 149 

神奈川県 1,294 奈良県 122 宮崎県 173 

新潟県 406 和歌山県 65 鹿児島県 175 

    合 計 18,099 

以 上 

 


