




北陸新幹線の開通で、首都圏との
距離がぐっと近づいた富山県。その
富山で「新鮮な魚介類」と同じよう
に元気なスーパー、大阪屋ショップ
が 6月 12日に出店した「城川原

（じょうがわら）店」を訪問した。
この店舗は、JR富山駅から北に岩

瀬浜駅まで伸びる富山ライトレ
ールで 4.2km、13分。城川原
駅を西へ徒歩3分の幹線道路・
富山港線沿いにある。新潟まで
通じる国道8号線の中島ジャン
クションにも近く、東西南北い
ずれの方向からもアクセスがい

い立地だ。
売場面積は1,842㎡で、

同社の店舗の中では大型店
に属する。駐車場は 150
台備え、ゆったりと買い物
できる環境が整っている。

かつて取材で訪れた大阪
屋ショップの本部店・赤田
店や他の既存店から進化し
ている様子をカメラに収め
ながら売場を見て回った。

青果部門では、入口に吊
るされた燃えるような紅葉
の垂れ幕が印象的。釜めし
の具材に入れるきのこや地
場野菜を提供している。カ
ットフルーツやサラダ、皮
むき野菜など「すぐに調理
できる商品」の品揃えを充
実。洋食に適した「香味野
菜」の品揃えも増やした。

3,000m級の立山連峰を
背景に、海岸から急に深く
なった複雑な地形と海流が
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大阪屋ショップ城川原店

季節感に安さを盛り込んだ、開放感あふれる青果売場

「きのこ釜めし」をテーマに、青果入口で、秋の味覚を訴求

1kmの自社競合をものともせず、
大型SMを出店した“心意気”

幹線道路沿いにオープンした「城川原店」

大阪屋ショップ城川原店
富山県富山市

全国どこのスーパーでも定番となった「機能性野菜」コーナークリスマスからカットフルーツの売場は大変身を遂げる

①売場→単身、働く主婦、幅広い客層を満足させる大型SM
②商品→地域一番の安さを保ちつつ、地元の「うまいもん」を満載
③立地→富山ライトレールの駅に近く、車客にも便利な立地

店のポイント



「天然のいけす」ともいわれる富山湾
を形づくる。四季を通じて水揚げさ
れる豊富な海産物がズラリと揃って
いる。県内で鮮魚店を5店舗を展開
する地元で人気の「チューリップ水
産」がテナント出店して売場を任さ
れている。

牛肉は飛騨牛や地元の富山牛を扱

うが、薄切り切り落とし肉や焼き肉
に欠かせないホルモン牛の部位も揃
え、客の求めやすい価格のニーズに
も対応している。

店内加工中心の惣菜分野では、揚
げ物や焼き物をタイムリーに提供す
る他、自家製の弁当も豊富に品揃え
している。人気の自家製にぎり寿司

では、脂がのったノルウェー産のア
トランティックサーモンが一押しの
商品となっている。

この他、城川原店では「地元のお
いしいものを品揃え」というキャッ
チフレーズで、塩干物、味噌・醤油、
和菓子など、富山で人気の商品が随
所に顔を見せる。
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テナントの「チューリップ水産」に委託している鮮魚売場 新湊や氷見港などから直送される「地魚・旬魚」。魚種も豊富だ

6貫298円の「生にぎり寿司」はネタも新鮮と評判 地元でしか流通しないイカスミで漬け込んだ「黒づくり」など

中華をはじめ、和洋も取り揃えたデリカ売場 価格訴求のフライものなどをワゴン販売



お正月には欠か
せないブリとかぶ
らを麹で漬け込ん
だ「かぶらずし」。
その姉妹版ともい
えるサバの「大根
ずし」を見かけた
ので買い求めた。
地元でしか流通し
ない“美味・珍味”
類が豊富なのがい
い。

冬場は深い雪に
見舞われる富山だ
が、雪国のハンデ
ィを帳消しにする
ぐらい山海の珍味
が豊富なのも、

「住みやすい県」の
最上位にランクさ
れる理由の一つに
なっている。

城川原店は年間
18億円が目標だ。
北側の富山港まで
4kmあり、その間
に広がる住宅街が
主な商圏だ。この
周辺ではアルビス
奥田店とルミネス
店、バロー北の森
店などが競合とな
る。いずれも車で
はすぐの距離だ。
オーバーストアは
否めず、大阪屋シ
ョップを含めて各
社のチラシが入らない日はないほど、
激しいお客の争奪合戦が続いている。

また、富山ライトレールの2駅富
山寄りには同じ大阪屋ショップの粟
島店がある。駅に隣接し、「粟島（あ
わじま）大阪屋ショップ前」が停留

場の名前だ。命名権を買ったこの店
舗と城川原店の直線距離はわずか
1km。“自社競合”という言葉がズ
シリと響く存在でもある。

大阪屋ショップは年間売上高630
億円の約1割をクリスマスから年末

年始商戦で稼ぎ出す。「ミカンを箱
単位で7～8万箱も売る」、他に例を
見ない企業だ。そのマンパワーが城
川原店でも炸裂する日が刻一刻と近
づいている。
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大阪屋ショップ城川原店

飛騨牛も置くが、切り落としの牛肉など、安くて便利な部位も提案

働く主婦に重宝されている「簡単便利」の食材 地元の「うまいもん」を集めた加工肉のコーナー

「EDLP」を様々なスローガンで訴えている 飲料などは特設台を設けて、量と価格で勝負する

保育園や幼稚園の秋の行事で定着したハロウィンの催事コーナー 加賀と並んで和菓子の銘品が多い富山
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店舗名 大阪屋ショップ城川原店
所在地 富山県富山市城川原3‐5‐75
電話番号 076‐438‐4331
開店日 2015年6月12日（金）
建物構造 鉄骨造 地上2階建て
売場面積 1,842㎡（560坪）
駐車場 150台
店長 中田 敏之 氏
従業員数 51人（正社員21人、パート・アルバイト30人8時間換算）
営業時間 10：00～21：00(土日祭日9：30開店)
休業日数 年間1日（元日）
年商目標 18億円
商圏人口 500m圏内3,332世帯、8,927人/1㎞ 圏内7,298世帯、19,784人
世帯人員 2.68人
店舗特性 SM
商圏特性 中心市街地、幹線道路沿いの郊外立地
交通 富山ライトレール城川原駅、西徒歩3分

商圏特性

1次（車5分圏）6,597世帯 17,626人
人員別世帯比率
1人世帯 23.1%
2人世帯 30.4%
3人世帯 21.9%
4人世帯 15.6%
5人以上世帯 9.0%

平均世帯人員 2.67人
持ち家比率 76.0%
1戸建て比率 77.4%
共同住宅比率 21.4%

人口構成比
年少人口 12.2%
労働力人口 61.7%
老齢人口 26.1%

夜間人口比率 59.7%
昼間人口比率 40.3%
年齢別構成比
0歳～19歳 17.0%
20歳～29歳 8.7%
30歳～49歳 26.1%
50歳～69歳 29.4%
70歳以上 18.8%

2次（車10分圏）19,687世帯 51,416人
3次（車20分圏）76,095世帯 185,641人
特性 マイホーム（核家族性）

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA 大阪屋ショップ城川原店

共働き世帯が多い富山では、買い置きできる冷凍
食品が人気

米どころでもあるので、清酒の
銘柄も揃っている

「知り合いが多い
出身地に戻ってき
たんです」と話す
中田店長

買い物の合間にホッと一息入れられる「休憩コーナ
ー」も開設

“市民の足”となっている富山ライトレールの駅から
も近い



人口40万人、南国・
宮崎市中心部の大型商
業施設の地下に、宮崎
県都城市を本拠にする
HEARTYながやまの
ボンベルタ橘店が7月
30日 に オ ー プ ン。
徐々に認知度も高まり、
来店客数が予定より 2
割増で推移している。

29年前に建てられ
た「橘百貨店」がルー
ツで、東館と西館が道
路を隔てて建てられた
ビルの地下は売場がつ
ながった形になってい
る。

宮崎市内で5～6年
前から物件を探してい
た「ながやま」にとっ
て、銀行から話があっ
た市中心部への出店は

“渡りに船”だったが、
SMの地下離れや売場
の狭さがネックになっ
ていた。結局、売場面
積1,600㎡余と条件面
で折り合いが付き、開
店にこぎつけた。

地上売場が8階まで
ある建物だけに柱が多
く、斜めに細長い形状
になっている。2.7m
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HEARTYながやまボンベルタ橘店

売場に入った途端、店舗の格を感じさせる青果のエントランス

20km 離 れ
た中西部の山
村・綾町から
届けられる農
産物

悲願の宮崎市出店、地下店舗で実現
精肉売場に意気込み

「地下のスーパー」にあえて出店した「HEARTY
ながやまボンベルタ橘店」の入口

HEARTYながやまボンベルタ橘店
宮崎県宮崎市

秋の味覚を満
載。季節の果
物をきっちり
提供している

「赤字覚悟」で
集客。超特価
で提供される
キャベツなど

京野菜、加賀
野菜など、九
州では珍しい
産品が揃った
特産品コーナ
ー

①売場→単身者が多い地域。昼間はビルのどこからでも入ることが可能。夜の出入環境が課題
②商品→東京など「都心地にあるデパ地下風スーパー」のイメージ。高く思われない工夫を
③立地→JR宮崎駅からバスで5分ほどの宮崎の中心地。正に“ど真ん中”の立地

店のポイント



を切っていた天井の圧
迫感を解消するため、
30cmばかり上げて開
放感を高めた。出入口
が7カ所もあるのも、
ワンウェイコントロー
ルのSM理論は通じな
い。

中小スーパーの活性
化で実績のあるプログ
レスデザインに設計を
依頼。
「高級スーパーでも

なく、一般の金太郎あ
めのスーパーでもない、
日常から非日常までを
カバーする品揃えを実
現」（佐藤保則常務）、
オープンにこぎ着けた。

都城から50km離れ
た宮崎市の「ど真ん中」
に出店できたことで、
社員には励みになった。
話題性も高まり、これ
まで採用できなかった
学校から声がかかると
いうプラス効果もあっ
た。広告塔の役目は十
分果たしている。

こうした中で、宮崎
市中心部の商業情勢は、
3年前に開店した「イ
オンモール宮崎」が“総
取り”というのが現状
だ。地場スーパーの

「まつの」や「フーデリ
ー（Foodaly）」なども
アップグレード商品を
置くなどして対抗して
いるが、昨年実績を割
ろうとしているのが実
態のようだ。

取材前日、夜遅く着
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脂の乗った素材をあ
ぶったりして、新た
な商材に変身させる

「ながやま」のルーツをいかんなく発揮する精肉売場

1頭 1,000
万円台もする

「宮崎牛」のチ
ャンピオン牛
は必ず競り落
とすという

「希少部位で
も何でも揃い
ます」という
自信が伝わっ
てくる和牛コ
ーナー

高級スーパー
顔負けの品揃
えを誇る加工
肉コーナー

大手畜産メー
カーにも引け
を取らない、
ハーティ独自
開発商品も

「新鮮なのは当たり
前」という土地柄だ
けに、提供する素材
にこだわる



いたので、23時まで開いている店
舗を下見がてら、覗いてみた。他の
テナントが閉まっているので、どう
しても「営業中かどうかわかりにく
い」が、売場は“夜のオアシス”だ。

単身者、カップル、近くの飲み屋
の買い出し人。様々な人が惣菜売場
に群がり、3～ 5割引きの表示につ
られて、買い求めている。

そして取材当日、身なりのいい婦
人や若奥さん風の人が、カートを押
しながらゆったり買い物している光
景も目に留まった。「お客様が喜ば
れる、飽きることがない商
品を用意、マグネットにな
る売場に配置した」（佐藤常
務）。こうやって買い回り
しにくい部分をカバーした。

エントランスの青果
は天井装飾に工夫を凝
らし、開放感のある売
場に変身した。商品で
は、TVでも話題にな

った超高価なぶどう「ル
ビーロマン」を置いてみ
たり、京都や石川県産の
珍しい野菜をコーナー配
置している。

だが、何と言っ
てもの“強力磁石”
は奥まった場所に
ある和牛を中心と
した精肉売場だ。
「ながやま」は精肉
店の出身だけに、

そのDNAがそのまま売場に乗
り移った形だ。全国のどこのデ
パートの精肉売場に比べても通
用する勢いある空間だ。

肉と切っても切り離せないの
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HEARTYながやまボンベルタ橘店

「ここで試飲もできます」――ソムリエから直接アドバイスも受けられる

ワインと相性のいい、ナチュラルチーズを取り揃えた

ここまで来ると、単なるスーパーのナッツ売場ではない。固定ファンもついた

お勧めの「バージンオリーブオイル」をお値打ち価格で販売



がワインだ。この売場もあか抜
けている。近くの有名ホテルか
らソムリエ、バーテンダー、調
理人ら4人が入社して、各売場
に配属されたというから本物だ。

1万円を超えるワインが売れ
るという。週に1回入るツアー
船の中国人観光客が、部屋飲み
のために買っているようだ。

中国語でスーパーのことを
「超市」というが、ベースとなる
客を囲い込みつつ、ワクを超え
た様々な需要を取り込むところ
に、売上向上のカギがあるよう
な気がしてならない。
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朝一番から23時の閉店まで、様々な客層に人気の惣菜売場

店舗名 HEARTYながやまボンベルタ橘店
所在地 宮崎県宮崎市橘通西3‐10‐32
電話番号 0985‐78‐2983
開店日 2015年7月30日(木)
建物構造 地下１階、地上9階建て(店舗は地下１階)
売場面積 1,641㎡（498坪）
駐車場 40台（自社専用）,駐輪場なし（自社専用）
店長 片岡 茂 氏
従業員数 82人（正社員16人、パート・アルバイト66人 8時間換算）
営業時間 10:00～23:00
休業日数 年中無休
年商目標 13億円
商圏人口 500m内2,659世帯5,318人

1km内2,107世帯4,214人
世帯人員 2.00人
店舗特性 百貨店ビルの地下1階SM核店舗
商圏特性 中心市街地、商業地区
交通 ＪＲ宮崎駅からバス5分

商圏特性

1次（徒歩10分圏）3,118世帯 5,409人
人員別世帯比率
1人世帯 63.3%
2人世帯 20.2%
3人世帯 9.1%
4人世帯 5.5%
5人以上世帯 1.9%

平均世帯人員 1.73人
持ち家比率 32.0%
1戸建て比率 19.8%
共同住宅比率 79.3%%

人口構成比
年少人口 9.8%
労働力人口 65.8%
老齢人口 24.4%

夜間人口比率 19.8%
昼間人口比率 80.2%
年齢別構成比
0歳～19歳 13.4%
20歳～29歳 12.4%
30歳～49歳 29.1%
50歳～69歳 26.6%
70歳以上 18.5%

2次（車10分圏）68,335世帯 144,881人
3次（車20分圏）118,353世帯 269,182人
特性 ニューファミリー性（都心・郊外）

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA HEARTYながやま ボンベルタ橘店

単身者が多いので、サラダ類も自由に選べる「和食
バイキング」が好評

専属の管理栄養士が自ら開発した「健康メニュー」
が好評

決して高いもの
を置いているわ
けではないが、
エンド商品の販
売には苦労

「宮崎で一番可
能性があるスポ
ットと思ってい
ます」と抱負を
語る片岡店長

英国の高級食器「ウェッジウッド」なども思いのほか
売れている

「超高濃度の水素水」を提供。常に行列ができる人気だ



イズミヤは 10月 8日、京都市の
「デイリーカナートイズミヤ千本中
立売店」を開店した。売場面積は
211坪と、今年2月にオープンした
千本北大路店（286坪）よりさらに
一周り小型の店舗だ。バックヤード

はほとんどを2階に上げた。
京都市の中心部を南北に貫き、平

安京の昔は朱雀大路と呼ばれた千本
通。町家が建て込んでいる同店周辺
は昔から商業が盛んな地域で、店を
構えず、立ち売りで商売をしていた

ことから「中立売通」の名が今に残
っている。また、戦後の昭和 30年
代までは町をぶらぶらと歩いて買い
物や映画を楽しむ「西陣京極」と呼
ばれる歓楽街でもあったところだ。

イズミヤは初夏にも開店させたい
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デイリーカナートイズミヤ千本中立売店

狭い空間にぎっ
しり商品が詰ま
っているが、圧
迫感はない

他の商品と比べ、京野菜には風格が備わっている

京都の街中で商売する難しさはあるが、
魅力ある“得難い商圏”

周囲の環境にとけ込んだ町家風の外観

デイリーカナートイズミヤ千本中立売店
京都府京都市上京区

ひところでは考えられなかったような「カット野菜」全盛時代へ

京都を代表する
「薬味野菜」。ネ
ギ臭さはなく、
甘みがある

①売場→211坪の限られたスペースの中で、幅広い客層に対応する売場構成に
②商品→単身者の構成が高い地域だけに、小所帯にターゲットを絞る
③立地→昔から商業地としてにぎわう。バスの便が良い立地

店のポイント



意向だったが、下の構造物の撤去に
手間がかかり、開店がずれ込んだ。

京都市北部では4店目。今年2月
にオープンした千本北大路店、嵐電
の駅舎に隣接した古参の白梅町店、
それに旗艦店の堀川丸太町店のほぼ
中間点の出店だ。

道を隔てた西側に7台分、契約駐
車場を設けたが、徒歩や自転車、あ
るいはバイクで来店する人が圧倒的
に多い。商圏内の単身者は 50％を
超える。多くは高齢者だが、24時
までの開店で、若い人たちの「コン
ビニ使い」にも期待する。年商は
10.6億円を予定している。

イズミヤは、根っからの大阪のス
ーパーではあるが、京都に進出した
のは早かった。だから、京都での商
売は慣れているとはいえ、京都での
商売は、一筋縄ではいかない難しさ
がある。

大阪が「ええもん安い」とすると、
京都は「安いええもん＋α」と、お
まけが要る。ここが、京都での商売

の難しさだ。
例えば実際、千本中立

売店のお客を観察してい
ると、担当者との会話に
こんなやりとりがあった。

「あれ、あらしませんの？
（あ れ は、置 い てない
の？）」と聞くお客。「済
みません、今度入れるよ
うにしておきます」と担
当者は答える。そこまで
は、全国共通の会話だ。

だが、京都では商品が
ないのは、店に対する

「格付け」のようなことを
意味している。早速取り
寄せて置いたからといっ

て、売れる保証はない。置かなかっ
たら、「あんなもんも、置いてない」
と評価は下がる。誠にやりにくい土
地柄である。

一昨年、世界文化遺産に登録され
た「和食」は、京料理がルーツにな
っている。そのため、九条ネギ、塩
サバ、おあげさん（油揚げ）、お芋さ
んのたいたん（芋の煮物）などが、
数多く売場に並ぶ。「だから、おば
んざいを揃えました」では足りない。

それは、揃っていて当たり前。む
しろ、「パンを充実させました」の方
が受ける。これは、どういうことか
というと、京都は全国でも朝食はパ
ン、といった比率が圧倒的に高いか
らだ。

SJNEW STOREREPORT

がんばれ！食品スーパー！No.4210

地元で支持されている商品を集めたコーナー

旬の果実を手軽なサイズで提供する「カットフルーツ」

近江牛や黄金豚など、ブランド品も揃った精肉売場

風味がよく、適度な歯ご
たえがある「さつま赤鶏」

「何が良かったのか？」担
当者も驚くほどよく売れ
る「ロールキャベツ」



昔から職人が多く、手っ取り早く
「朝食を済ます」という習慣が今に残
っているからだとも。

この点で、鮮魚と同様、阪急ベー
カリーの香房を売場の核に持ってき
た戦略は当を得ている。「古い町だ

から、和風オンリー」はここでは通
用しない。「古い町に、新しいもの
を取り入れる」という考え方が、こ
の土地では正解だ。

お客が望むものをきっちりと置い
ていることで「あの店は、ええ店や」

と評価を得た上で、新しいものを投
入していく。街中で商売する難しさ
はあるが、誠に“得難い商圏”。古い
ものと新しいものがうまく共存して
いるのが、京都の魅力だ。

がんばれ！食品スーパー！ No.42 11

デイリーカナートイズミヤ千本中立売店

ぽってりとした身の塩サバは、早くも人気商品に

正面奥にある水産売場。海なしの地域だが、口が肥えている人が多い

京都で好まれるグジ（アマダイ）などの丸魚も揃っている

カニのゆで方
を熱心に聞く
お客。気楽に
声を掛ける人
が多い

醤油やポン酢
などの、ちょ
っとしたこだ
わり品を鮮魚
の横で展開

京風の揚げや豆腐などは、地域で知られるメーカ
ー品を極力揃えた
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がんばれ！食品スーパー！No.4212

パンには目が
ない京都人。
飛ぶように売
れる 100円
パン

単身所帯が
50％を超え
る土地柄だけ
に、惣菜も単
品売りが中心

店舗名 デイリーカナートイズミヤ千本中立売店
所在地 京都府京都市上京区東石橋町26
電話番号 075‐411‐1231
開店日 2015年10月8日（木）
建物構造 鉄骨造 地上2階建て（売場は1階部分）
売場面積 697㎡（211坪）
駐車場 7台
駐輪場 36台
店長 芳賀 豊 氏
従業員数 57人（正社員8人、パート・アルバイト49人 8時間換算）
営業時間 9：00～24：00
休業日数 1日（元日）
年商目標 10.6億円
商圏人口 0.5km内7,060世帯 13,740人

1km内26,670世帯 51,800人
世帯人員 1.95人
店舗特性 路面沿いの単独ＳＭ
商圏特性 市街地、幹線道路沿い
交通 地下鉄烏丸線 丸太町駅から西北方向タクシー1.7km

商圏特性

1次（徒歩10分圏）7,315世帯 14,384人
人員別世帯比率
1人世帯 51.1%
2人世帯 22.2%
3人世帯 12.6%
4人世帯 9.8%
5人以上世帯 4.3%

平均世帯人員 1.97人
持ち家比率 50.9%
1戸建て比率 42.7%
共同住宅比率 50.9%

人口構成比
年少人口 10.0%
労働力人口 63.8%
老齢人口 26.2%

夜間人口比率 59.5%
昼間人口比率 40.5%
年齢別構成比
0歳～19歳 15.3%
20歳～29歳 15.8%
30歳～49歳 24.9%
50歳～69歳 24.3%
70歳以上 19.7%

2次（自転車10分圏）43,632世帯 85,964人
3次（車10分圏）142,399世帯 278,753人
特性 ニューファミリー性など複数因子

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA デイリーカナートイズミヤ千本中立売店

シュークリー
ムやワッフル
など、洋風生
菓子の品揃え
を強化

どれが好まれるのか、売れ筋の選定には、気が抜け
ない

商品追加に追われる担当者。声を掛けてくる人の対
応も重要だ

イズミヤに隣接している「西陣京極」の小路
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