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「買い物」が変わる？！リテールテックに熱視線

～ 流通×ITが叶えるリテール革命が進行中～

●国内リテール企業が抱える課題解決の糸口は?

ITの進化により、流通（リテール）業にかつてない

革新の波が押し寄せている。 3月6-9日に開催され

た流通×ITの展示会「リテールテックジャパン」では、

ICタグや無人レジなどに関する展示が多かったほ

か、顔認証やタッチ決済など「キャッシュレス」に向

けた取り組みも散見された。

現在、人口減少が進む日本のリテール企業は国

内事業の成長が難しくなっている。加えて、人手不

足が人件費増加などコスト負担の上昇を引き起こし、

業績へ悪影響を及ぼし始めている企業も散見され

ている。リテール企業にとって、IT化に対応するた

めの新たな施策を打ち出すことは、生き残るうえで

重要なカギとなりそうだ。

●「レジの待ち時間短縮」で顧客満足度の向上へ

現状、日本のリテール企業は3つの課題を抱えて

いる。①購買意欲を引き出し、顧客体験を向上させ

ること、②ロボット技術の活用等で労働力不足や人

件費高騰に対応すること、③サービスの保守体制

を整え、店舗の運営を止めないことだ。問題を解決

するためには、人工知能（AI）やロボット、IoT（モノ

のインターネット）対応を進めることが必要となろう。

米国では、1月にアマゾンが一足早く無人コンビニ

の「Amazon Go」をオープンし、話題となっている。

国内では、大手コンビニやドラッグストアが、2025

年までに読み取りミスの少ないRFID（無線自動認

識技術）を使用したICタグや無人レジを導入するこ

とで合意したと伝わっている。導入することで、人件

費や人手不足問題にとどまらず、待ち時間の短縮

による顧客満足度や購買意欲の向上が期待されよ

う。ICタグから読み取れる情報を活用し、機会損失

を減らす「攻め」のマーケティングも期待できそうだ。
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≪「レジの待ち時間短縮」への対応も必要となろう≫

≪リテールテックジャパンで多様なリテール×ITを発見≫
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サインポスト×SCSKの「スーパーワンダーレジ」 （↓）
棚のセンサーとカメラが手に取ったものを感知。
特定の場所に立つと、レジ上に商品数と合計金額が表示さ
れる。バーコードやICタグが貼り
づらい野菜などにも対応できる。

（↓）ネオスの「スマートキッズカート」
カートに搭載したタブレットにゲーム
や買い物情報が表示される。

（↓）サトーHDの「次世代バーコード」
米Digimarc社の技術を使用。商品ラベルにデジタル情報をすかし印刷
している。デザインの概観を損なわない利点がある。

撮影：岡三証券

①顧客体験の向上
②労働⼒不⾜への対応
③店舗を⽌めない

出所：Visa Inc.、作成：岡三証券

≪日本のリテール（※）企業が抱える3つの課題≫

出所：各種媒体、作成：岡三証券

≪主なICタグ・無人レジ関連銘柄≫

※JQはジャスダック、Mはマザーズ。

※リテール=小売・卸売・物流など

ICタグ/
RFID

朝日ラバー（5162）、日特エンシ（JQ6145)、
サトーHD（6287）、グローリー（6457）、
オプトエレクト（6664）、エスケーエレク（JQ6677）、
NEC（6701）、キーエンス（6861）、デンソー（6902）、
FTEC（6945）、凸版印（7911）

無人レジ
ヴィンクス（3784）、サインポスト（M3996）、
東芝テック（6588）、IDEC（6652）、SCSK（9719）
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ドラッグストア

スーパー

コンビニ

ファストフード

カフェ

レジの行列を見て購入をあきらめた経験のある消費者の割合
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対面での取引件数に占めるタッチ決済の割合

（17年9月現在）

後に重要な注意事項が記載されていますので、十分にお読みください。

●水面下で進む「ネットとリアルの融合」

顧客満足度の向上という観点では、eコマース

（ネット通販）を活用した事業展開も期待されている。

世界のネット通販売上高は2017年に約2.3兆ドル

に達し、小売業売上高に占める市場シェアは10%

を超えたもよう。共存を図るために、「ネットとリアル

（実店舗）の融合」に向けた取り組みも一段と意識さ

れている。国内では、セブン&アイHDなどが打ち出

す「オムニチャネル」が有名である。

現在は、アプリをダウンロードすることで実店舗で

の割引券を得られるなど、既存のサービスを掛け合

わせることが多い。ただ、オムニチャネル市場は

2023年までに72兆円の巨大市場へ成長する見通

し。市場の拡大に伴い、今後は「店舗に置いてある

サンプルの情報を、専用機械で読み込むだけで登

録住所へ届く」などの次世代型の店舗も増えそうだ。

●スマホorカード、「電子決済」の覇者は

そのほか、現金を使わない「電子決済」への注目

も高い。政府は2027年までにキャッシュレス決済比

率を18%（2015年時点）から40%に高める目標だ

が、普及には4%にとどまる小額決済でのキャッ

シュレス化を促進できるかが鍵となりそうだ。

打開策としては、「Suica」や「PiTaPa」など交通

系ICカードの仕組みをクレジットカードに応用した

「タッチ決済」や、QRコードを使用した「スマホ決

済」の導入が挙げられよう。2020年には、世界で発

行されている約半数のカードが、世界標準に準拠

したタッチ決済へ対応することが予想されている。

また、「15億人市場」といわれる中国でもQRコード

決済での支払いが中心となっている。

海外と異なり、日本ではクレジットカードの支払い

回数を自由に選べることから新たな決済手段が普

及しづらい環境にある。また、導入コストやセキュリ

ティ面での課題も多く、関連企業は身近ながらも利
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≪主なオムニチャネル・電子決済関連銘柄≫

≪海外では世界標準のタッチ決済が広く普及≫
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出所：Statista、作成：岡三証券、17年以降は予測

≪eコマース市場は拡大が続く≫

出所：Visa Inc.、作成：岡三証券

※Mはマザーズ、JQはジャスダック。ＧＭＯクラウド、GMOPGは貸株注意喚起銘柄（3/13現在）。

≪新しいeコマースの形も話題になっている≫

撮影：岡三証券

GMOクラウドの
「スマートショッパー」 （→）

店に置いてある専用のリー
ダーで、商品の情報を読み取る。

その後、専用機械で個数を選
択し、支払うと、登録した住所へ
商品が届くしくみ。

ワインや米などの重いも
の、生鮮食品など「見て選
びたい｣ものを買い物する際
に便利。すでに一部では
試験導入が始まっている。

便性の高い商品の提供が必要とされている。幕を

開けた「リテールテック戦国時代」の覇者を見極め

る必要がありそうだ。

市場シェア（左軸）

市場規模（右軸）

オムニチャネル
オプトＨＤ（2389）、スタートトゥ（3092）、GMOクラウド（3788）、7＆Ｉ-HD(3382）、
システムインテ（3826）、フリークアウト（M6094）、良品計画（7453）、Ｕアローズ（7606）、
ユニ・ファミマ（8028）

電子決済
ウェルネット（2428）、ビックカメラ（3048）、ビリングシステム（3623）、ネオス（3627）、
GMOPG（3769）、LINE（3938）、メディアシーク（M4824）、インテリW（JQ4847）、NTTドコモ（9437）
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取り扱い金融商品に関する留意事項 

 

●商号：岡三オンライン証券株式会社/金融商品取引業者関東財務局長（金商）第52号 

●加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 

●リスク：【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資
金額（保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る
場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額（指数連動型の場合は日経平均
株価・TOPIX 等）等、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場につ
いては、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証
券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込
みが必要です。株価指数証拠金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の
価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還の前に売却すると損失を被る場合がございます。また、額面金額を超えて購
入すると償還時に損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により、債券の価
格が変動し損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により元本や利子の支
払いが滞り損失を被る場合がございます。外貨建て債券は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少する恐れがあります。こ
れにより円換算で投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。【FX】外国為替証拠金取引（以下、「FX」という。）は預託した証拠金の額を超え
る取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本（証拠金）を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、
対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額
が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相
場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等が
できず機会利益が失われる可能性があります。 

●保証金・証拠金：【信用】最低委託保証金30万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の 30％以上の委託
保証金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「（SPAN 証拠金額×当社が定める掛け目）－ネットオプション価
値の総額」とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社のWebサイトをご確認ください。また、変更の都度、当社のWebサイト
に掲載いたします。【株価指数証拠金取引】発注証拠金（必要証拠金）は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。
Webサイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金（必要証拠金）は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額に選
択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭FXでは、取引金額（為替レート×取引数量）× 4%以上の額とします。法人のお客様の発注
証拠金（必要証拠金）は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FXでは、取引金額（為替レート×取引数量）×金融先物取引業
協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所ＦＸでは、1取引単位（1万又は 10万通貨）、店頭 FXでは、1取引単位（1,000通貨）の
取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Webサイトで最新のものをご確認ください。 

●手数料等諸費用の概要（表示は全て税込・上限金額）：【日本株】個人のお客様の取引手数料には 1注文の約定代金に応じたワンショットと 1日の
合計約定代金に応じた定額プランがあります。法人のお客様は１注文の約定代金に応じたワンショットのみとなります。ワンショットの上限手数料は現
物取引で3,240円、信用取引で1,296円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金100万円以下で上限864円、以降約定代金100万円ご
とに 540円加算、また、信用取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,080円、以降約定代金100万円ごとに 324円加算します。手数料プランは
変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の
諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の 1.08％（最低手数料5,400円）。この他に香
港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふま
えて当社が決定した為替レートによるものとします。【外貨建て債券】外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場
合は、購入対価のみをお支払いただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえ
て当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経225先物が1枚につき324円（取引枚数により
段階的減額あり）、日経225mini、ミニTOPIX先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、東証マザーズ指数先物、ＪＰＸ日経インデックス 400先
物が 1枚につき 43円、TOPIX先物、日経平均VI先物が 1枚につき 324円、NYダウ先物が 1枚につき 864円。アクティブ先物取引コースの場合、
日経 225先物が 1枚につき 270円、日経 225miniが 1枚につき 27円です。【オプション】取引手数料は、日経 225オプションが約定代金に対して
0.1728％（最低手数料216円）、TOPIXオプションが約定代金に対して 0.216％（最低手数料216円）です。【株価指数証拠金取引】取引手数料は、1
枚につき 153円です。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大 3.78％の申込手数料をいただきます。換金時には基準価額に対
して最大0.75％の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大2.484％（年率））、その他の費
用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引
所FXの取引手数料は、くりっく 365が無料、くりっく 365ラージが 1枚につき 1,000円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨
ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。 

●お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行って
ください。 

●本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等につ
いて、岡三オンライン証券および岡三証券が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産
状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。 

●岡三オンライン証券および岡三証券、役職員が、この資料に記載されている証券もしくは金融商品について自己売買または委託売買取引を行う
場合があります。 

●自然災害等不測の事態により金融商品取引市場が取引を行えない場合は売買執行が行えないことがあります。 
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