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惣菜量り売りなど新 MDを意欲的に
取り込んだアップグレードアークス
道南ラルズ スーパーアークス大縄店
北海道函館市
店のポイント
①ベーカリーと連動したイートインをカフェ的に充実させサービスを強化
②惣菜の量り売り、鮮魚での生寿司など新 MDを取り込み提案型 SM に
③古い住宅地に立地し高齢化時代のモデル店舗

住宅地に開店したスーパーアークス大縄店

高齢化と少世帯家庭が多く、丸物と切身に力を入
れる鮮魚売場
函館の 2月
は ご っご 汁。
丸とセットで
訴求

鮮魚部門の生
寿司コーナ
ー。3 貫 入 り
が人気だ

函館は海運の町として北海道の中

1km 内には約 8,
500世帯もある。

でも古く開かれた街で、江戸から明

ただ、
「古い住宅が多く、再開発が遅

同店の前には幹線道路が走り、バ

治に変わる時には五稜郭の戦いなど

れていて、スーパーマーケットがな

スも通っていて、これまで馴染みの

もあって歴史上有名な土地でもある。

く買物不便地域だった」と言われて

なかった函館山周辺からの集客も期

その歴史と伝統のある函館市の中

おり、古い長屋やアパートが多く、

待できる。函館山周辺は坂が多く、

心部に位置する住宅地に昨年 12月

銭湯もあって「昭和」の面影が漂う

駐車場のない住宅も多くて、同店へ

6日（土）
、アークスグループ道南ラ

地域。人口も 65歳以上が 35％もあ

はバスで行け便利になった。購入商

ルズの「スーパーアークス大縄店」

る。1～ 2人世帯の構成比が 77％と

品の宅配サービスがさらに利便性を

が開店した。同社にとって 17店舗

高く、1人暮らしの高齢者の多いエ

高める。こうしたことから、来店客

目だが、2008年 7月に開店したス

リ ア。そ の た め、同 社 で は 同 店 を

は午前中は高齢者、昼はバス利用者、

ーパーアークス戸倉店以来 6年ぶり

「高齢化社会のモデル店舗」と位置づ

の新店でもある。

けているほどだ。

ア店舗。

夕方は通勤帰り客という傾向がでて
いるという。

同社にとっては最西端の店舗。函

店舗は製菓工場と病院があった跡

館駅と五稜郭の中間地帯に位置し、

地に周辺の宅地を買い増して開発し

青果での地場野菜、カットフルーツ、

函館駅の先には函館山がある。半径

たもので、売場面積 664坪の 1フロ

ミニトマトのバイキング、鮮魚売場

36
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店舗は左右の主通路を広くとり、

道南ラルズ スーパーアークス大縄店

インストアベーカリー。食パン、フランスパンを中
心にスクラッチ製法で供給

インストアベーカリーとドリップコ
ーヒーだけでなく、左側のおにぎ
り、飲料なども右側にあるベーカ
リー専用レジで精算して、隣のイ
ートインで食べられる。窓際で明る
く温かくて入り易く人気に

のオープンキッチン化と生寿司の展

鮮魚、精肉、惣菜はオープンキッ

生鮮各部門で万遍なく増やし、和洋

開、精肉での黒毛和牛強化、惣菜で

チンで、店内で製造加工している。

の日配も上商品を増やした。グロサ

の量り売りバイキング、インストア

道南ラルズは「スーパーアークス

リーでは同グループの特徴的な MD

ベーカリー・カフェとイートインの

業態」について、
「価格も訴求するが、 「一物三価」は継続的に展開し価格訴

連動（コンビニカフェ）、クッキング

ワンランク上の良いものを中心に

求しているが、それに加えて、地場

サポートコーナーなど意欲的な取組

SKU を増やし、提案型の売場づく

商品、こだわり商品などアッパー商

みを随所で行い、提案型スーパーマ

りを行う」と説明。SKU 数はビッグ

品を差し込み目立つ POPを付けて

ーケットを実現している。

ハウスに比べ 1割ほど増やしている。

売り込む。特に同社は青函トンネル
で結ばれ、同じグループに青森
のユニバースがあることから、
青森の地場商品をコーナー展開
している。
初めて導入してお客の評判が
良いのがコンビニカフェだ。
100円コーヒー、インストアベ
ーカリーだけでなく、弁当、お

初めて導入した惣菜の量り売りバイキング

フルオープンキッチンで展開する惣菜売場
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カットフルーツとミニトマトのバイキング

初 導 入 の 焼 芋。紅
あづま、紅はるか
など種類を変えて
飽きさせない工夫
で 1日 100本売
れる

主通路の幅を広くとった青果売場。手前左側壁面では地場野菜コーナーを設置

にぎり、パン、ドリンクなどがベー

ースに比べ扱い SKU 数を増やせる

カリー専用レジで精算してすぐそば

ようにした。

のイートインコーナーで飲食できる

開店後 2か月余り。「日に日に客

いるのではないか。生鮮 4品の売上

という仕組み。コーヒーは函館で有

数、売上が上がってきている」と三

が全体のほぼ 50％を占め、値入の

名な美鈴のコーヒー豆を使い、1日

上公男店長の顔も綻ぶ。客単価は他

高い部門の売上構成比が高く全体の

80杯、日曜日で 120～ 170杯も出

のスーパーアークスより低めに推移

収益性を良くしている」
。狙いは当

るほど盛況だ。

しているが「頻繁に来店されて必要

っているようだ。

オペレーション面ではレジでの登

なものをちょこちょこ買われている。

函館市は人口流出の多い都市で同

録は従業員が行い、精算・支払いは

値段に関係なく刺身など良いものが

店周辺でも空家があったというが、

お客が行うスピードセルフを 4台

売れる。タイムセールでも安いもの

同店が開店してから、アパートがど

（精算機 8台）導入した（通常レジ

への反応は薄い。上質品、新 MDが

んどん埋まり始めているという明る

も 4台）
。白鳥店、長万部店、八雲店

売れるのは、今まで駅前の百貨店で

いニュースも聞かれるようになった。

に次いで 4店舗目。
「お客様にとっ

買われていたお客様がスイッチして

今後同店の成功を元に「少量パッ

ては支払い時に急かされないで自分
のペースでできることが大きい。店
にとっては、人手不足対策もあるが、
チェッカーが金銭に触るストレスか
ら開放され、接客に時間と心を向け
られることを期待している。最終的
にはレジを誰でもできる業務にした
い」と、人手不足の折、パートの採

ノントレイも若鶏などで導入した精肉売場

牛肉は黒毛和牛とオージービーフを中心に展開

冷凍食品はリーチインケースを採用して品揃えを
増やし、省エネも実現

エンドは特売品で価格訴求。
グロサリーの定番ゴン
ドラの天板は在庫置き場に

用・定着の武器にと期待している。
また、ドライグロサリーの定番ゴ
ンドラの天板上に在庫を置くように
してバックヤードに在庫を下げない
ようにして省力化を図った。冷凍食
品の冷ケースもリーチインタイプを
採用、省エネ化を図ると同時に平ケ
36
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道南ラルズ スーパーアークス大縄店

クなどの小分け、青果
の焼芋、鮮魚の生寿司、
デリカの量り売り、コ
ンビニカフェなど新た
な MD、サービスのオ
ペレーションを確立し
て既存店に水平展開し
ていく」方針だ。

2万円前後の高級
ウイスキーから4l
の 大 容 量 品まで
SKU を絞って展
開するウイスキー

■ DATA 道南ラルズ スーパーアークス大縄店
店舗名
所在地
電話番号
開店日
建物構造
敷地面積
建物面積
売場面積
駐車場

スーパーアークス大縄店
北海道函館市大縄町 11番 31号
0138400078
2014年 12月 6日（土）
地上 1階建て
7,
590㎡
3,
086㎡
2,
191㎡
106台

店長
三上 公男 氏
従業員数 88名 (社員 20名、パート・アルバイト 68名）
営業時間 10:
00～ 21:
50
（土日は 9時開店）
年間休日 年中無休

レジ台数 8台（内 4台スピードセルフ）
店舗特性 単独
商圏特性
交通

住宅地
JR函館駅から徒歩 15分

商圏特性
純水
（RO 水）
をカード会員に提供

1次（半径 1km圏内）8,
430世帯 16,
505人
人口構成比
人員別世帯比率
年少人口
8.
3%
1人世帯
46.
8%
労働力人口 56.
8%
2人世帯
30.
1%
老齢人口
34.
9%
3人世帯
14.
0%
夜間人口比率 42.
8%
4人世帯
6.
7%
昼間人口比率 57.
2%
5人以上世帯 2.
4%
産業別就業者比率
平均世帯人員
1.
96人
第 1次産業 0.
3% 持ち家比率
48.
4%
第 2次産業 16.
2%
内 1戸建て比率 46.
7%
第 3次産業 83.
5%
内共同住宅比率 40.
3%
2次（半径 3km圏内）45,
082世帯 91,
222人

3次（半径 5km圏内）97,
063世帯 204,
321人

4店舗目の導入となったスピードセルフレジ。精算
機には自動釣銭機のため小銭が少なくなると告知

特性

公団居住性の強いエリア

商圏特性は

(
r
4b
：技研商事インターナショナル）
より作成
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兵庫県に初出店。24時間営業の強み発揮し
好発進、広い敷地を生かし NSCに
ハローズ夢前台店
兵庫県姫路市
店のポイント
①売場→ 24時間営業の SSM 店舗、売場もゆったり買いやすい
②商品→値下げ 500品目、自社開発商品は 10％近くまで拡大
③立地→ JR姫路駅からは遠いが、幹線道路沿いでもあり、車客に期待

姫路市の郊外住宅地にオープンしたハローズ夢前
台店

姫路から少し離れた朝来（あさご）
地方の伝統ねぎも販売

は引き継がれている。
手が込んだコーナ
ー化やこだわりの商
品を説明する POP
はあまり見られない。
いたってシンプルな
造りである。それで
いて、売り込みたい
商品は、きちっとフ

明るく広い青果売場。
兵庫県は初出店だけに気合もこもる

ェースを取って陳列
世界遺産の国宝・姫路城。「平成の

元々は生コン工場があったところ

大修理」が完成し、白鷺城の名の通

で、敷地は約 6,
000坪と広い。ハロ

広島県山間部の府中市が発祥のハ

りに真っ白に輝く天守閣が優美な姿

ーズと 100円ショップのセリアが

ローズ。長く福山市に本社・本部機

を見せている。その兵庫県姫路市に、

先行開店したのに続いて、地元の

能を置いていたが、2010年（平成

岡山県に本部を置くハローズが 2月

HCアグロの作業着店やドラッグス

22年）に岡山県の西部、倉敷市にも

6日、
「ハローズ夢前（ゆめさき）台

トアのスギ薬局が 5月下旬までに、

ほど近い都窪郡早島町に本部機能を

店」をオープンした。

相次いで開店し、NSCを形成する

移し、翌年に 80億円を投じて、早島

予定だ。

物流センターを開設した。

J
R姫路駅から北西方向にバスで

するなど、アクセントは付けている。

20分あまりの幹線道路沿いの郊外

「駐車スペースが取れなくて…」が

売上高 1,
000億円にもう少しで手

地に建設されたもので、売場面積は

通り相場の流通各社からは、うらや

が届くハローズは、この本社・物流

2,
158㎡、駐車場も 240台とたっぷ

む声が聞こえてきそうな平面駐車場。

拠点を最大限に生かす「経営戦略」

りある。

店内に入っても、その“ゆったり感”

を取っている。

36
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ハローズ夢前台店

春を告げ る
「いかなご」
の
入荷を大きく
告知

地元では必須
の「いかなご
のくぎ 煮」用
の関連商材

今回初出店となる兵庫県も早島物
流センターから山陽道を経て、約 1
時間半という近さだ。

大きくはないが、調理なども承る鮮魚の対面コーナー

戦えるのも、この「24時間営業」が

経験が大きい」と言う。同市は旧日

大きな武器になっている。

本鋼管の企業城下町だ。製鉄の街だ

全店が 24時間営業なので、早島

から、1日 3交代勤務が当たり前。

夢前台店に限らず、同社の最大の

物流センターからの車便は最も効率

つまり、24時間営業に何の違和感

特徴は全店で 24時間営業の店舗を

のいい時間での発着が可能で、ロス

もなく、かえって重宝がられるとい

展開している点だ。「いつ行っても、

も出にくい。警備はそれなりに強化

うことが、当初からあった。
「いつ

必ず開いているのが最大のサービス

しないといけないが、陳列や掃除に

行っても開いているという安心感」

だ」
（管理部門を統括する佐藤太志副

あてる時間ロスも少なくて済む。

――コンビニが社会のインフラとな

社長）
。

都会地のスーパーなら、24時間

ハローズが進出した夢前台店周辺

営業を続けるメリットはあるが、人

は広島に本社・本部機能を移したマ

口密度が薄い地方都市で、実施する

ックスバリュ西日本の牙城だ。イオ

きっかけは何なのか？

ン傘下の有力なチェーンを向こうに

お値打ちの定番品をきっちり売り込んでいく精肉売場

佐藤副社長は「広島県福山市での

り得たことをハローズはスーパーで
実現したといえる。
夢前台店を巡って感じたのは、自
社開発の PBが多いことだ。「とろ
ろ昆布や片栗粉といった、意外な商

「家呑み」の増加もあって、我が家で楽しめる居酒屋メニューを充実させていた
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品にも HS（ハローズセレクシ
ョン）という表示がさりげなく
つけられている。PBの構成比
は、8％に達するというから立
派。どこの業界組織にも属さず、
商品を開発していくにはそれだ
けの組織が充実している証拠で
石窯の熱で包み込むように焼いたパンは早くも人気

高校生やお年寄りなどが利用しているイートインスペース
岡山県立大と
ハローズが共
同 開 発し た
「栄 養 バ ラン
ス弁当」

「ふっくら、つ
やつやのシャ
リ」が 自慢の
ハローズのに
ぎり寿司

少人数の世帯が増えてきたのと、手軽に買って食べられるニーズにこたえるデリカ売場

36
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ハローズ夢前台店

もある。
年間 4～ 5店舖を出店し、瀬戸内
3,
000億円構想の実現を目指す「現
在進行形の会社だ」と機会があるた
びに佐藤利行社長は言うそうだ。毎
年、内定者を 50人ばかりハワイに
研修に連れて行くが、必ず社長が同
行するところに、夢の実現のカギが

初夏までのオープン目指し、HC関連など、テナン
トの工事も急ピッチ

岡山西部の高速インターの近くにあるハローズ本
部と物流センター

リサイクルで集められたペットボトルなどは、本部
併設のエコセンターまで送られる

「構想は着々と進んでい 「いかなごの販売などは
ます」
と話す佐藤副社長 初 めて な ので、頑 張っ
て売ります」と小林正明
副店長

ある。

EDLPの訴求を打ち出す冷凍食品コーナー

機能別に取り揃えられたヨーグルトのラインナップ
自社開発商品
「ハロー ズ セ
レ ク シ ョン」
には自信を持
っている

■ DATA ハローズ夢前台店
店舗名
所在地
電話番号
開店日
建物構造
売場面積
駐車場
駐輪場
店長名

ハローズ夢前台店
兵庫県姫路市上手野 3108
0792953786
2015年 2月 6日 (金 )
鉄骨造 平屋建て
2,
158㎡（600坪スタイル）
240台
店舗前に 3カ所設置
原 克典 氏

従業員数 120人（正社員 17人、パート・アルバイト 103人
営業時間 24時間
休業日数 なし
年商目標 30億円
商圏人口 1km以内 4,
885世帯 13,
076人
2km以内 14,
067世帯 36,
944人

頭数）

世帯人員 2.
68人
店舗特性 NSC内の核 SSM
商圏特性
交通

郊外・住宅地
JR山陽本線 姫路駅から、北西方向バス 20分

商圏特性

黄色いバーが
随所に立てら
れ、お買い得
をアピ ールし
ている

1次 (自転車 5分圏）1,
589世帯 4,
066人
人口構成比
人員別世帯比率
年少人口
15.
5%
1人世帯
27.
9%
労働力人口 62.
2%
老齢人口
22.
2%

夜間人口比率 58.
6%
昼間人口比率 41.
4%

産業別就業者比率
第 1次産業 0.
3%

第 2次産業 32.
1%
第 3次産業 67.
6%

2人世帯 29.
1%
3人世帯 19.
5%
4人世帯 15.
7%
5人以上世帯
7.
8%
平均世帯人員
2.
56人
持ち家比率
51.
2%

内 1戸建て比率 49.
6%
内共同住宅比率 49.
3%

2次（車 5分圏）7,
820世帯 20,
824人
3次（車 10分圏）31,
719世帯 82,
074人
特性

郊外公団居住性

商圏特性は

(
r
4b
：技研商事インターナショナル）
より作成
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大震災を乗り越え、地元生産者と
共に復興を進めるリニューアル店舗
片浜屋はまなす店
宮城県気仙沼市
店のポイント
① 設備の更新を主な目的に冷ケースなどを中心に改装し省エネ化
② 青果の主通路を広げ、鮮魚ではシンク付き対面コーナー新設し生鮮強化
③ 被災地店舗として、地元水産加工業者の商品の販売に注力し共に復興目指す

大震災では浸水を免れた片浜屋はまなす店

4年前の東日本大震災では家屋倒

事務所を現在地に移転して新築、

装開店した。これで震災後、全店が

壊だけでなく、大津波、大火災に見

2013年 10月には古町店を改装開

新しくなった。

舞われ多くの死者、負傷者を出した

店。昨年 11月にははまなす店を改

はまなす店は気仙沼市を三陸海岸

気仙沼市。その気仙沼市内に 3店舗
のスーパーマーケットを運営してい
た片浜屋（本社宮城県気仙沼市、小
野寺洋社長）も津波による本部事務
所の流失、市立病院前店の大規模半
壊という大きな被害を受けた。幸い
パート、アルバイトを含め従業員全
員に人的被害はなかったが、家族に
人的被害、自宅の全半壊・流失とい
う被害に遭った方もいて、大きな悲
しみに見舞われた。
ただ、その後の立ち直りは早く、
大地震のあった 2011年 3月の 2か
月後の 5月には半壊した市立病院前
店を新装開店し、同年 11月に本部

地元水産メーカーの塩干（魚卵・珍味）
を 6尺ほどでコーナー展開。地元水産加工業者として有名な小野万の塩
辛などが並ぶ

壁面の鮮魚多段ケース。
めかぶ、生牡蠣、メカジキなど
気仙沼産、宮城県産の水産品を多く揃え売り込む

新規に導入したシンク付きの鮮魚の催事コーナー

36
9 がんばれ！食品スーパー！ No.

気仙沼産のひじき、ふのり、マツモなどの海藻コーナー

片浜屋はまなす店

沿いに走る国道 45号線を南下し、
少し内陸側に入ったところにある。
周辺に総合体育館と図書館などがあ
る町の中心部だ。
店舗は鮮魚店、整骨院、酒店など
も入る「はまなすショッピングタウ
ン」の核店舗として、18年間営業し
ている。直営売場面積は 320坪で、
バックヤードも 120坪と比較的広
い。というのも同社は古くからの
AJ
S（オール日本スーパーマーケッ
ト協会）会員社で、バックヤードを
広く取り生鮮食品をインストア加工
する運営方式を取っているから。
今回の改装について、小野寺洋社
長は「全社で生鮮強化を進めており、
この店でも生鮮・惣菜・日配の売場
を広げた。逆にドライグロサリー、
雑貨は近隣にドラッグストア（薬王
堂）
、ホームセンター（サンデー）が
出来たので縮小した」と説明してい

ゴンドラ 1本減
らして主通路を
広げ た 青 果 売
場。
手前で 野菜
を価格訴求
地場野菜コーナー
を壁面入口に設
置。
壁 面 の 冷 ケー
スは腰高タイプか
ら多段ケースに切
り替えた

る。
具体的には青果、鮮
魚、惣菜の売場を広げ
た。青果はグロサリー
のゴンドラ 1列を外し
てその分だけ主通路を
広げ、平台を増やした。
壁面の冷ケースも腰高
ケースから多段ケース
に替えた。広くなった
主通路では入口前面で
野菜を価格訴求し、壁
面では地場野菜コーナ
ーを設置、多段ケース
の入口近くではカット
フルーツを展開する。
鮮魚では主通路内に
シンクを置き、平冷ケ
ースで囲んだ催事用対
面販売コーナーを新設
した。鮮魚売場では復
興しつつある地元水産
加工業者の商品の販売
に力を入れる。塩干で
は小野万の塩辛など地
元メーカーで 6尺ほど
のコーナーを作ってい
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る。この他、わか
め、めかぶ、ひじ
きなど気仙沼産の
海藻類、メカジキ、
生牡蠣など宮城県
産の水産品がズラ
リと並び、地元メ
ーカーと共に復興
をしようという売
場作りだ。

インストア加工で鮮度と品質が支持され評価の高い精肉

寿司からフライまでフルラインで展開する惣菜コーナー

精肉はほぼ従来
通りのスペースだが、同部門は従来

が強く 4割ほどを占め、次いで鶏肉、

また、今回の改装のもう一つの大

よりお客様からの評価は高いという。

牛肉の順。スライサー 1台で製品化

きな目的は設備の更新。「開設後 18

毎週水曜日のビッグセールが定着し

している。

年を経過しており、補助金も出るの

ていることと、
「AJ
Sで学んだ事を

惣菜はセミ多段ケースを導入、お

で冷ケースの入れ替え、LED 照明

忠実に実行していてその高いレベル

はぎの餡とか自家製そぼろなど人気

の導入などで省エネを図った」（社

のイメージをお客様に持ち続けて頂

商品も育っている。

長）。

いているためではないか」
（小野寺社
長）と分析。畜種別ではやはり豚肉

■ DATA 片浜屋はまなす店
店舗名
片浜屋はまなす店
所在地
宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸 200
電話番号 0226423002
改装開店日 2014年 11月 12日（水）
建物構造 地上 1階建て
延床面積 1,
452㎡

開閉式蓋付のアイスクリーム売場

売場面積
駐車場
店長
従業員数
営業時間
年間休日
レジ台数
店舗特性
商圏特性
交通

1,
056㎡
147台
佐藤 俊夫 氏
32.
5人（社員 12名、パート・アルバイト 20.
5名）
9:
00～ 20:
00
年間 1日（元旦）
5台
NSC内
住宅地
JR
（BRT）気仙沼線本吉駅から徒歩 15分

商圏特性

リーチインケースで省エネを図る冷凍食品売場

1次（車 10分圏）1,
163世帯 3,
668人
人口構成比
人員別世帯比率
年少人口
12.
9%
1人世帯
17.
3%
労働力人口 56.
8%
2人世帯
26.
3%
老齢人口
30.
4%
3人世帯
20.
0%
夜間人口比率 46.
3%
昼間人口比率 53.
7%

産業別就業者比率
第 1次産業 9.
7%

第 2次産業 31.
7%
第 3次産業 58.
6%

4人世帯
15.
6%
5人以上世帯 20.
8%
平均世帯人員
3.
15人
持ち家比率
85.
2%

内 1戸建て比率 90.
1%
内共同住宅比率 4.
1%

2次（車 20分圏内）1,
970世帯 6,
465人
3次 (車 30分圏内）2,
910世帯 9,
656人
特性
売場を広げた日配売場

36
11 がんばれ！食品スーパー！ No.

3世代大家族性の強いエリア

商圏特性は
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阪急オアシス上本町店

都心部
「高質食品専門館」完成形に
競合店も続々近隣に出店する予定
阪急オアシス上本町店
大阪府大阪市中央区
店のポイント
①売場→シニアをはじめ、感性の高い顧客層をターゲットにした店づくり。単身世帯にも対応
②商品→嗜好性の高い商品群の強化。即食、小量、簡便、機能性、おいしさがキーワード
③立地→交通が便利で、病院などのインフラも整っている地域。最新店の出店で、ドミナント化を急ぐ

京阪神で「街中のマルシェ」をコ
ンセプトに出店攻勢を続けている阪
食（本部：大阪府豊中市、河村隆一

っている。また、単身
世帯数も 51％と高い。
店舗は南北の大通り、

社長）は 2月 2日（月）
、大阪市内

谷町筋と上町筋に挟ま

中心部に「阪急オアシス上本町店」

れた、駐車場だった場

をオープンした。

所に建設された。阪食

人口の都市回帰を反映して、周辺

上本町店周辺は新築マンションが相次いだ人口密
集地だ

得意の「表通りからち

では新築マンションが急増。半径

ょっと入った」立地だ。

500m 圏の 30～ 40歳台の比率は

平屋建てで屋上は 25

35％で、大阪府平均の 29％を上回

台収容の駐車場になっ
コンパクトな陳列でアピールするが、価格は地域一番を打ち出している

果物の量り売
りコ ー ナ ー。
計量器に乗せ
て、自由に購
入することが
できる

トマト売 場 の
横にオリーブ
オイルやバジ
ルなど のドレ
ッシング類を
持ってきた

熟成させた牛肉はプレミアムハンバーグ、ミートデリ、牛肉弁当などにも商品化される

左：売場とバック
ヤードが完全に一
体 化。
ショー ケ ー
ス下も陳列スペー
スに使用

ている。

右：店内で熟成さ
せ販売する和牛。
お客の目にもはっ
きり見 え るの で、
演出効果は大きい

8,
860となる。生鮮 4品は

総 SKUは 10,
177で、雑
貨を含むグロサリーは
農産 437、水産 250、畜産
225、デリカ 343、パン 62
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の 1,
317SKU だ。それが店内で 66

なども新規導入した。

ヵ所特設カテゴリー化されている。

畜産は牛肉の特化が取り組みの柱

担当するバイヤーたちが、苦労して

だ。鹿児島県・小川牧場産の黒毛和

コーナー化にこぎ着けた。

牛を売り込む。豚肉は信州高原豚を

青果は産直の「おひさん市」の他、 中心商材にしている。

かずバイキング」のあるデリカとパ
ンのコーナーだ。ピザなども予想以
上の売れ行きという。
近隣はオフィスも多く、昼食の需
要がかなり見込める地域だ。また、

関西は「ネギにうるさい人が多い」

生鮮品はほとんどがデリカに加工

通勤帰り、単身家庭のニーズも多く

ので、ネギなどは 7～ 8アイテムも

されているが、メインはやはり「お

見込めることから、弁当や出来立て

揃えている。
、キノコ類は名前
も売れていない品種もある。高
質食品専門館ならではの品揃え
で、お客へのアピールと見た。
水産コーナーは長崎直送の鮮
魚がメインだ。加工品は「鮮魚
鮨」
「魚惣菜」
「自家製干物」の
他、旬の魚種を使った「漁師飯」

トレーを積み上げたバックヤードとは違い、すっきりした感じがする

貝はにぎり寿司やレンジメニューにも使う
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産地直送のイトヨリやメバル
などが干物製造機で「活け
干物」
に

阪急オアシス上本町店

惣菜も豊富に揃えた。
グロサリーでは、輸入菓子、アジ
アンフードなどを数多く取り揃え、
近鉄色が濃い地域で“阪急ブランド”
の浸透を図る。

「お取り寄せ時代」のニーズに合わせて地方の名産
品を取りそろえた
「諸国うまいもん」

年齢を問わず好評の「おかずバイキング」

■ DATA 阪急オアシス上本町店

100円パンが好評。
落ち着けば、イートインスペー
スも設置する

店舗名
所在地
電話番号
開店日
建物構造
売場面積
駐車場
駐輪場
店長名

阪急オアシス上本町店
大阪府大阪市中央区上本町西 3215
0643047045
2015年 2月 2日（月）
地上 1階建て、屋上駐車場
949㎡（288坪）
25台
120台
野上裕司 氏

従業員数 103人（正社員 12人、パート・アルバイト 91人
営業時間 9
：00～ 22
：00
休業日数 年間 3日（1月 1～ 3日）
年商目標 14億円

頭数）

商圏人口 500m内 8,
130世帯 15,
730人／ 1km内 32,
980世帯 59,
140人
世帯人員 1.
93人
店舗特性
商圏特性

単独
都心市街地

交通

大阪市営地下鉄谷町線 谷町六丁目駅、南東徒歩 10分

商圏特性
専門店顔負け
の品揃えを誇
るクラフトビ
ール

1次 (徒歩 8分圏）5,
516世帯 10,
597人
人口構成比
人員別世帯比率
年少人口
11.
8%
1人世帯
51.
5%
労働力人口 69.
3%
2人世帯
24.
3%
老齢人口
18.
9%
3人世帯
12.
3%
夜間人口比率 43.
6%
4人世帯
8.
7%
昼間人口比率 56.
4%
5人以上世帯 3.
2%
産業別就業者比率
平均世帯人員
1.
92人
第 1次産業 0.
0% 持ち家比率
47.
0%
第 2次産業 16.
6%
内 1戸建て比率 16.
4%
第 3次産業 83.
4%
内共同住宅比率 78.
3%
2次（徒歩 12分圏）12,
660世帯 23,
561人
3次（自転車 10分圏）55,
772世帯 99,
062人

ゴンドラの背面やエンドなどに、メッシュラックを
使って見通しを良くした

特性

都心のニューファミリー性

商圏特性は
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