




三越伊勢丹フードサービスは3月
30日（水）、「クイーンズ伊勢丹グラ
ンデ府中店」を伊勢丹地下1階の食
品フロア内にオープンした。今年4
月で開店20周年を迎える伊勢丹府
中店は今回、食品売場の一部をリモ
デルし、核テナントに「クイーンズ
伊勢丹グランデ府中店」をテナント
として居抜き出店。三越伊勢丹フー
ドサービスが百貨店内で展開する高
級食品専門店として新たにプロデュ
ースした。
デパ地下の中にあるが、生鮮売場
とグロサリーショップが一体となっ

たスタイリッシュな
空間。「ワンコンセ
プト」の考えのもと、
百貨店の顧客に合わ
せた上質な空間と高
い付加価値を備えた
食を提案する。
壁面の生鮮食品と
グロサリーのゴンド
ラの間に、食のライ
フスタイルを提案するコーナーを常
設している。5ヵ所の柱周りを「ク
ロスポイント」として、生鮮食品と
連動したこだわりの調味料をディス

プレイ陳列し、商品の説明文などを
掲示している。
柱と柱の間には、白とシャンパン
ゴールドのストライプが入ったテン
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クイーンズ伊勢丹グランデ府中店

こだわりの生ハムやナチュラルチーズを対面試食販売する「生ハム工房」。注文を受けてからスライスするのが基本

豚もも肉に香りの高いトリュフを練り込んだ生ハム
「イタリア産プロシュート・コット・トリュフ」

食の提案力を強化し、
デパ地下で営業開始した新業態
クイーンズ伊勢丹グランデ府中店
東京都府中市

対面販売の直営精肉売場はカウン
ターの奥にブロック肉をショーケ
ースに入れて客に見せている

品質と味を追求したミートデリカも精肉売場に隣接
して展開

伊勢丹府中店のデパ地下にオープンしたクイーン
ズ伊勢丹の新業態

①売場→百貨店地下1階の食品フロア内に居抜き出店。惣菜以外を扱い、水産と製菓材料はコンセを導入
②商品→オリジナル品5割、珍しいNB2割を揃え、食のライフスタイルを提案するコーナーを多数常設
③立地→京王線・府中駅南口からペディストリアンデッキで直結した繁華街の中。付近に市役所や大國魂神社

店のポイント



トの屋根を付けたマルシェ風の屋台
（ステージ）を設置して、生活シーン
に合わせたカテゴリーやイベント商
品を集合陳列する。
食の提案力を強化するため、ワイ
ンアドバイザーやジュニア野菜ソム
リエなど専門知識を持ったスタッフ
が客の買物をサポートする。107人
の従業員のうち社外資格であるジュ
ニア野菜ソムリエは7人、コムラード・
オブ・チーズは2人、社内資格のワイ
ンアドバイザーは1人配置している。
青果と精肉・加工肉売場は直営で、
鮮魚と寿司は東信水産、塩干は伊勢
丹の専門店「魚勢」がコンセスタイ
ルで出店。グロサリーの一部である
製菓材料は富澤商店が「TOMIZ」
としてコンセで展開する。食品フロ
ア内にある専門店がテナントで営業
しているため惣菜やベーカリーは取
り扱っていない。
生鮮には全て対面コーナーを常設
する。青果売場では「ベジステージ」
と名付けて、オープンキッチンスペ
ースを設けている。鮮魚・寿司の東
信水産もオープンキッチンとして、
精肉・ミートデリカには対面販売コ
ーナーを設置。生ハムやナチュラル
チーズを試食販売する「生ハム工房」
をクイーンズ伊勢丹として初導入し

た。
デパ地下の客層に合わ
せてフルーツギフトコー
ナーを充実し、フルーツ
ギフトカウンターを設置。
高級な果実やジャム、プ
リザーブドフラワーなど
を販売する。「ISETAN
FRUIT」のロゴが入った
専用の包装資材も販売し
ている。
フルーツギフトカウン
ターに併設して「ファー
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見せる「演出厨房」でバックヤードも売場にした鮮魚

対面コーナーを広くとった精肉売場

手前はマルシェ風のステージ。奥の柱周りは「クロスポイント」とし、それぞれ
テーマを決めて食のライフスタイルを提案する

床から天井まで柱周りにこだわりの商品をデ
ィスプレイ陳列する「クロスポイント」



マシーズジュースバー」を配置。券
売機を常設して、スムージーやフル
ーツジュースを、注文を受けてから
一杯ずつ提供する。素材の味がスト
レートに感じられるコールドプレス
ジュースやベジミックスのオリジナ
ルソフトクリームも揃える。
グランデ府中店は通常のクイーン
ズ伊勢丹に比べ、こだわり商品の比
率を高めた。商品構成としては5割
がオリジナル商品で、2割は珍しい
NB商品。残り3割はどこでも買え
るNB商品。計7割がこだわり品と
なる。
取り扱い SKU数はトータル約
3,500。カテゴリー別では農産が約
400、水産が約
110、畜産が約
190、加工食品
が約2,160、日
配が約450、酒
が約170。内、こ
だわり商品は約
1,960。
青果では調布
地区の契約野菜
やJAS有機野菜、

ファーマーズクリエーシ
ョン（通常、市場に流通
しない在来野菜や新品
種）など付加価値の高い
商品をコーナー化する。
カットサラダやカットフ
ルーツといった即食商品
も充実した。
水産専門店の東信水産
では築地の他、三浦など
近隣漁港から入荷。魚介
類では地域一番店を目指
すと同時にレンジアップ
商品の「ToshinPlate」
も強化する。伊勢丹の塩
干専門店「魚勢」のオリ

がんばれ！食品スーパー！ No.45 3

クイーンズ伊勢丹グランデ府中店

ワイン売場の近くにナチュラルチーズを島陳列して関連販売

冷凍のブルーベリーなどをリーチインケースで販売

こだわりの和日配が手前で、奥はクロスポイント



ジナルおにぎりは、具、米、海苔全
てを店内素材で製造した自信作。
畜産は、松阪牛を筆頭に黒毛和牛
の産地である鹿児島県の「北さつま
和牛倶楽部」など顔の見える生産者
との取り組みを強化。氷温域で熟成
した氷温豚も提供。オリジナルの肉
惣菜も販売する。
グ ロ サ リ ー で は「my little
spoon」（ジャム）や「だしのこころ」
（乾物）など製法や素材にこだわった
PB商品を中心に、日常づきあいの
ベーシックな商品から、バイヤーが
全国の老舗名店を訪ねて集めた、こ
だわりの調味料を提供する。
日配は品質第一の国産、無添加を
意識した豆腐や納豆、漬物を揃える。
ナチュラルチーズや生ハムは店内の

カットルームから切りたてをオーダ
ーを受けてから提供する。
売場面積は 821㎡。年商目標は
27億円超。開業後は伊勢丹府中店

の食品売場の売上げ前年比が15％
増で推移し好調。オープン景気が過
ぎれば前年比10％増に落ち着く見
込みだ。
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伊勢丹の塩干専門店「魚勢」の売場

鮮魚と寿司はコンセで東信水産が展開する

店舗名 クイーンズ伊勢丹グランデ府中店
運営会社 三越伊勢丹フードサービス
所在地 東京都府中市宮町1‐41‐2 伊勢丹府中店地下1階
電話番号 042‐334‐1198（クイーンズ伊勢丹）
改装開店日 2016年３月30日（水）
建物構造 鉄骨造 地下３階・地上９階建て
総売場面積 3万4,102㎡（百貨店全体）
店舗面積 1,178㎡（クイーンズ伊勢丹）
売場面積 821㎡（クイーンズ伊勢丹）
駐車場 約600台（提携）
店長 立花 将樹 氏（クイーンズ伊勢丹）
従業員数 クイーンズ伊勢丹107人（正社員20人、パート82人、アルバイト５人）
営業時間 10：00～19：00
休業日数 年間1日（元旦）など
年商目標 27億円超（クイーンズ伊勢丹）
改装投資額 3億5,000万円
商圏人口 500m圏内 約5,700世帯 約1万1,000人

1km圏内 約1万5,500世帯 約3万1,000人
世帯人員 1.93人
店舗特性 百貨店地下食品フロア内の核店舗
商圏特性 駅前の繁華街
交通 京王線 府中駅南口から徒歩２分

商圏特性

1次（車5分圏）30,971世帯 62,761人
人員別世帯比率
1人世帯 47.9%
2人世帯 23.5%
3人世帯 14.5%
4人世帯 10.8%
5人以上世帯 3.3%

平均世帯人員 2.03人
持ち家比率 41.3%
1戸建て比率 20.9%
共同住宅比率 78.1%

人口構成比
年少人口 11.7%
労働力人口 71.4%
老齢人口 16.9%

夜間人口比率 46.8%
昼間人口比率 53.2%
年齢別構成比
0歳～19歳 15.9%
20歳～29歳 14.6%
30歳～49歳 34.5%
50歳～69歳 22.7%
70歳以上 12.3%

2次（車10分圏）105,461世帯 230,647人
3次（車20分圏）396,034世帯 862,363人
特性 郊外のニューファミリー性の強いエリア

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA クイーンズ伊勢丹グランデ府中店

「TOMIZ」の看板を掲げた富澤商店はコンセで、製
菓材料を中心に取り扱う

三越伊勢丹フード
サービス内田貴之
社長。新業態グラ
ンデの要素を既存
店にも水平展開す
る

伊勢丹府中店の外
観。京王線府中駅
からペディストリ
アンデッキで繋が
っている



ウオロクは 3月 3
日（金）、「ウオロク
亀田店」を新潟市江
南区にオープンした。
新店としては 2014
年 7月 17日に出店
したウオロク桜木店
に次いで同社2店目
となる惣菜と青果売
場を一体化させたダ
ブルコンコース型の
店舗となる。

亀田店の大きな売
場の特徴は次の4点。
①即食ゾーンを充実
し、サラダステーシ
ョンも設置。野菜を
中心に使った惣菜・
弁当を強化して、

「野 菜 を 食 べ よ
う！！ベジスタイ
ル」をPOPに掲げる。②ゴンドラ内
では左右一列で大きく健康・美容コ
ーナーを展開する。③ワインとナチ
ュラルチーズ、生ハムを近くに配置
する。④朝食関連のパンやシリアル、
ジャム、ヨーグルトを集合陳列。

売場は右側の出入口から入ると、
約30席のカフェコーナー（イートイ
ン）が配置され、電子レンジや給茶
機のカウンターと同じ並びにセルフ
コーヒーマシンを常設。隣で展開し
ている直営インストアベーカリー

「ボーレ」の専用レジで精算後に
専用紙カップで利用する。ソフ
トクリームもベーカリー専用レ
ジで精算して提供する。

インストアベーカリー、惣菜、
青果売場の次は壁面沿いに反時
計回りで、鮮魚・塩干、精肉・
加工肉、チルド飲料、玉子、和
日配、冷蔵ドリンクと陳列。左側の
出入口付近にトイレとサービスカウ
ンターを左右に配置している。

集中レジは9台（オープンセール

時は11台）常設。売場の左側手前に
パン、シリアル、ジャム、スープな
どの朝食関連を集め、周辺にヨーグ
ルトやデザート、乳製品、アイス、
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ウオロク亀田店

中央は青果、右側の壁面にデリカ売場を配置したダブルコンコース型

手前が地場野菜、隣が日本列島契約生産者直送コーナー

健康・美容と即食を打ち出す
朝食、ワインとつまみを関連販売

県道5号線の川沿い、パチンコ店の跡地に開発

ウオロク亀田店
新潟県新潟市江南区

①売場→惣菜と青果売場を一体化。インスアベーカリーにイートインコーナーを併設し、利便性を追求した
②商品→即食系を充実。健康と美容を意識した食品も強化。朝食関連は集合陳列。ワインとつまみも関連販売
③立地→亀田駅から約1kmの市街地。平日の朝と夕方は渋滞となる県道沿いの住宅地。周辺には工場も多い

店のポイント



冷凍食品を陳列する。
左側の売場奥には酒を置き、隣に

酒のつまみとなるナチュラルチーズ
や加工肉、チルドピサを関連陳列。

集中レジ前では健康・美容関連コ
ーナー「美容＆健康ストリート」を
常設し、スーパーフードやサプリメ
ント、機能性飲料、トクホ飲料、ア
レルゲンフリー食品、減塩商品、青
汁をそれぞれコーナー化する。菓子
売場の中に新潟県内のSMの特徴で
ある柿の種コーナーを広く展開。日
用雑貨品やペットフードも集中レジ
前のゴンドラに配置する。

中通路を挟んだ売場奥のゴンドラ
には嗜好品やカップ麺、調味料、パ
スタ関連、缶詰、乾物、米を陳列。

売場 600坪の店で、年商目標は
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奥の壁面で大々的に展開する精肉売場

「ヘルス＆ウェルネス」と掲げて体に優しい加工肉
を陳列

新潟県村上市で加工された銀鮭の醤油みりん干し
焼きと十八穀ご飯の弁当

同社自慢の寿司盛り合わせ。新鮮なネタが特徴だ

鮮魚売場。「魚六のまぐろ」、「お魚dePARTY」などのPOPを掲げる 地元の味として見田元七商店の漬魚をコーナー陳列

ステーキ、焼肉、味付肉のコーナー



16億円。鮮魚と寿司が強く、売上
構成比は寿司の 3％を含め水産は
12～ 13％を見込む。特に寿司には
「ウオロク品質。」として「魚屋の寿
司」を展開する。「ウオロク品質。」
は「美味しさのために、産地・鮮度・
製法にこだわる。」をコンセプトに開
発した商品で寿司以外に青森県産津
軽どり、「極うま柔らかとんかつ」な
どを提供する。

毎日来店してくれる店を目指すが、
同店に沿っている県道は朝と夕方に
通勤・帰宅ラッシュで渋滞する。県
道は現在、工事中だ。ピークは平日
の午後5時～6時と想定。客単価は
1,900～2,000円を見込んでいる。

地元商品の品揃えを充実した。亀
田のパン屋「クレール」のパンをコ
ーナー化すると同時に、見田元七商
店の味付け魚や古泉蒲鉾の練り製品

（板付蒲鉾、あづまあげ）、田村定吉
商店の味噌漬け3点盛りを揃える。
サービスカウンターでは地元菓子店
の大阪屋、メリーチョコレートの商
品を販売する。

青果売場内にも地元いきいき野菜
コーナーとして江南区周辺の農家産
直野菜。その隣に日本各地の契約農
家から直送の野菜もコーナー化し、
九州産を中心に沖縄産の島人参など

の珍しい商品を
集めた。

鮮魚では新潟
中央卸売市場か
ら入荷した商品
を揃える。丸榮
製粉の乾麺や粉
類もコーナー展
開。珍味や海産
乾物ではウオロ
ク開発商品をエ
ンドで大量陳列
している。

テナントとし
てクリーニング
店「クイックボ
ーイ」が同じ建
物内で営業し、
青果売場側の出
入口付近に第四
銀行のATMを
置く。売場の照
明は全てLED。
オール電化。

以前はパチン
コ店だったとこ
ろを開発。亀田
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ウオロク亀田店

ワインを大々的に展開 フルオープンキッチンで展開するデリカ



駅周辺は同社がかねてから
出店したかったエリア。自
社店舗としては亀田店から
2km離れた場所に「ウオロ
ク中野山店」（売場600坪、
2013年11月オープン・新
潟市東区西野）が営業して
いる。

競合店は 1km圏内にイ
オン亀田店（2016年2月末
までマックスバリュ亀田店
として営業し 3月 30日に
改装オープン、前身はパワーズフジミ
亀田店）、ウオエイ亀田店、キューピ
ット（亀田店、かめだ三條岡店）があり、
約2kmの距離にイオンモール新潟南
とムサシ食品館新潟店（スーパーセン
タームサシ新潟店内）が営業する。

SJNEW STOREREPORT

がんばれ！食品スーパー！No.458

朝食関連コーナー

店名 ウオロク亀田店
所在地 新潟県新潟市江南区亀田大月1‐477‐1
電話番号 025‐385‐8633
開店日 2016年３月３日（木）
建物構造 鉄骨造 平屋建て
敷地面積 1万570㎡
延床面積 2,997㎡
売場面積 1,960㎡
駐車場 186台
駐輪場 64台
店長 湯本 昭史 氏
従業員数 67人（正社員17人、8時間換算パート50人）
営業時間 9：00～22：00
休業日数 1日（元旦）
年商予定 16億円
商圏 1km圏内4,118世帯 1万975人

2km圏内1万1,829世帯 3万2,673人
世帯人員 2.67人
店舗特性 単独ＳＭでテナントにクリーニング店が営業
商圏特性 市街地の中にある住宅地
交通 ＪＲ信越本線 亀田駅から徒歩10分

商圏特性

1次（自転車5分圏）1,251世帯 3,126人
人員別世帯比率
1人世帯 30.5%
2人世帯 28.6%
3人世帯 19.0%
4人世帯 13.8%
5人以上世帯 8.0%

平均世帯人員 2.50人
持ち家比率 67.3%
1戸建て比率 70.0%
共同住宅比率 29.4%

人口構成比
年少人口 11.8%
労働力人口 63.7%
老齢人口 24.6%

夜間人口比率 48.5%
昼間人口比率 51.5%
年齢別構成比
0～19歳 16.3%
20～29歳 10.2%
30～49歳 26.0%
50～69歳 30.5%
70歳以上 17.0%

2次（車5分圏）5,594世帯 15,361人
3次（車10分圏）25,172世帯 67,902人
特性 都心・郊外ニューファミリー性

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA ウオロク亀田店

直営インストアベーカリー「ボーレ」。ピザやバーガ
ーの人気が高い

売場出入口の風除室のボードに掲げられたポスター

地元・新潟市江南区の丸榮製粉の乾麺
や小麦粉をコーナー化

新潟の名物、柿の種のコーナー ウオロク開発商品の珍味をエンドで大
量陳列



イオンモールは 3月 19日、大阪
府堺市に府内11店舗目の「イオンモ
ール堺鉄砲町」をオープンした。昨
年、10月のイオンモール四条畷よ

り小ぶりだが、3階のフードコート
などは1,000席あり、遜色ないスペ
ースを確保した。

大阪市と堺市の境界にもなってい

る大和川と南海本線が交差する南西
側に立地している。この場所には
元々、ダイセル堺工場があった。南
海七道駅とデッキで直結。店舗の西

側には大阪を南
北に縦断する国
道 26号線が通
り、阪神高速の
住之江インター
も 500m しか
離れていない、
絶好の立地だ。
難波からの所要
時間も 13分し
かかからない。

コンセプトは
「にぎわいカジ
ュアルモール」
だ。「にぎわい」
は南蛮貿易以来、
堺が育んできた
独自の文化や歴
史を生かした内
外観を採用。ダ
イセル創業時の
赤レンガ建築を
一部残し、中に
イタリアンレス
トランを入れ、
前の赤レンガ広
場でイベントを
開催し、食事を
しながら見ても

がんばれ！食品スーパー！ No.45 9

イオンスタイル堺鉄砲町

気軽に何度でも訪問してもらえるように「カジュアルさ」を売りにしている

イタリアから毎週空輸される「ブラータチーズ」を一等地で販売

鉄道・道路アクセスも抜群のロケーション
「にぎわいとカジュアル」

南海の駅前で、車での来店もアクセス抜群の立地だ

イオンスタイル堺鉄砲町
大阪府堺市堺区

堺の地で育てられたオーガニック野菜を集めたコーナー

① 売場→物販とコトの比率を6：4にした
②商品→堺の街で産出される商品を積極的に販売
③立地→南海本線の七道駅とデッキで直結。道路状況もいい

店のポイント



らう。「夜景が美しい」と、早くも評
判だ。
「カジュアル」は地域住民のライフ

スタイルに目を向けたデイリーニー
ズへの対応だ。160店舗ある専門店
のうち、飲食関連は1/4におよぶ。
eコマースの台
頭もあるので、
サービスを含む
物販とコトの比
率は6：4まで高
めた。

その代表例が
3階の「アーク
オアシス」だ。
ビーズやクラフ
トなどの材料を
数多く揃え、シ
ニア層が趣味と
コト需要をその
場で体験できる
スペースを設け
た。また、足元
の熱い商圏を満

足させるクリニックなどのサービス
機能も充実させた。

核店舗になる「イオンスタイル堺
鉄砲町」は1～3階までで構成され、
1階の食品フロアは約4,000㎡ある。
「国内外の食材を一堂に集め、ラ

イブ感、鮮度、楽しさ」があふれる
食の総合フロアとなった。地域最大
級の量り売り惣菜コーナーや鮮度に
こだわった生鮮食品のほか、高品質
なイタリア食材と本場のカフェが楽
しめるコーナーまである。

SJNEW STOREREPORT

がんばれ！食品スーパー！No.4510

デパ地下をしのぐレベルに進化した対面のデリカテッセン売場 あらゆる種類の弁当が揃った「自慢弁当」コーナー

シニアや単身世帯のおかずとして根強い人気がある和風総菜 やきとりの専門店顔負けの品揃えを誇る「やきとりのこだわり」

左：兵庫県下の恵ま
れた環境でじっくり
飼育された「三田和
牛」を5等級限定で
提供

右：イオン直営牧場
で育てられたタスマ
ニアビーフ専門ショ
ップ「AUG74」

左：海のエコラベル
と知られる認証商品
を「FishBaton（フィ
ッシュバトン）」と名
付けた専用コーナー
で販売

右：地元の岸和田漁
港をはじめ、和歌山
の串本魚港、京都の
舞鶴漁港から直送さ
れる鮮魚



サラダから和
洋中の惣菜まで、
毎日の食卓を彩
る量り売り惣菜
を約 50種類提
供する「マイセ
レクトデリ」。
洋風惣菜を中心
に、世界各国の
サラダやお弁当
を対面形式で提
供する「リワー
ド（ご褒美）キ
ッチン」を展開
している。
「ピッツアソ

リデラ」では、
注文を受けてか
ら、手で伸ばし
た生地を専用の
窯で超高温・短
時間で焼き上げ、
本格派のナポリ
ピッツアや最短
3分で提供でき
るパスタを取り
揃えた。

このほか、溶岩石の遠赤外線効果
を利用した直火焼きチャーブロイラ
ーで仕上げたチキン、ハンバーグな
どを提供する「グリルステージ」や、
泉州のお好み焼き「かしみん焼き」
などの粉もん、「泉州産の玉ねぎの

かき揚げ」など地域の食材を使用し
た商品も数多く展開している。

店内に約 60席あるイートインコ
ーナーでは、1杯ずつドリップスタ
イルで提供するイオンが厳選したコ
ーヒーを税込 100円で飲んでもら
える「イオンドリップカフェ」を併

設している。
店内で焼き上げるチョコやドライ

フルーツが入ったマフィン 10種類
を取り揃えるなど、店内で購入した
焼き立てピザや和洋中の惣菜、デザ
ートとともに、ランチやショッピン
グの合間のコーヒーブレイクとして

も利用してもら
う。

堺鉄砲町の東
数 km に は、
2004年開業の
阪急百貨店との
複合店舗、イオ
ンモール北花田
がある。堺鉄砲
町は、よりカジ

がんばれ！食品スーパー！ No.45 11

イオンスタイル堺鉄砲町

好きな野菜を好きなだけ選んでくださいという「やさいバイキング」 店内で作ったカットフルーツやジュース「だからフレッシュ」

「好みの味を一堂に」地域ごとに陳列されたレトルトカレー

左：あらゆる食材が冷
凍化された現在、リー
チインケースの中身も
豊富に

右：歴史のある街だけ
に、堺の地元菓子メー
カーの商品は思いのほ
か多い

イタリア人シェフ監修の手打ちパスタなどがその場で食べられる 国内最大級のクラフト専門店「アークオアシス」が大阪府初出店

ギリシャヨーグルトを拡販。ココナッツ＆パイン味も追加へ



ュアルさを強調したので、うまくす
み分けられるとしている。

モール西側にある「堺市三宝下水
処理場」の下水再生水や熱エネルギ
ーを複合利用する、日本初の取り組
みを採用。最終的には、モール内を
流れる「せせらぎの水」として利用
するなど、人と環境にやさしい仕組
みを実現した。

SJNEW STOREREPORT

がんばれ！食品スーパー！No.4512

店舗名 イオンスタイル堺鉄砲町
所在地 大阪府堺市堺区鉄砲町1
電話番号 072‐221‐0006
開店日 2016年3月19日（土）
建物構造 鉄骨造 地上4階建て 塔屋1階
売場面積 4,000㎡（１階食品） 総店舗面積 56,000㎡
駐車場 2,600台
駐輪場 2,600台
店長 長谷部 寛氏
従業員数 700人（イオンスタイル堺鉄砲町 モール全体2,500人）
営業時間 9：00～23：00（1階食品）
休業日数 年中無休
年商目標 未公表
商圏人口 車20分圏、56万世帯、110万人
世帯人員 1.96人
店舗特性 都会型ショッピングモール
商圏特性 都心部の工場跡地
交通 南海本線七道駅前、デッキで直結

商圏特性

1次（車10分圏）115,288世帯 254,154人
人員別世帯比率
1人世帯 40.8%
2人世帯 26.4%
3人世帯 15.9%
4人世帯 12.2%
5人以上世帯 4.7%

平均世帯人員 2.20人
持ち家比率 49.0%
1戸建て比率 31.5%
共同住宅比率 59.8%

人口構成比
年少人口 12.3%
労働力人口 63.8%
老齢人口 23.9%

夜間人口比率 51.6%
昼間人口比率 48.4%
年齢別構成比
0歳～19歳 16.9%
20歳～29歳 10.7%
30歳～49歳 28.5%
50歳～69歳 26.9%
70歳以上 17.0%

2次（車20分圏）419,673世帯 908,456人
3次（車30分圏）911,335世帯 1,982,705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 イオンスタイル堺鉄砲町

記者会見で、直輸入チーズをPRする岡崎双一・イ
オンリテール社長

海抜2.1mの店舗1階。災害時は一時避難所にする
協定を行政と締結している



少子化対策が叫ばれる中、田子重
（本社静岡県焼津市、曽根誠司社長）
がこのほど、静岡県藤枝市清里に開
店した「田子重清里店」は事業所内
保育施設や遊戯施設などを整備した
スーパーマーケットとして地域から
高い支持を集めている。

田子重清里店は、藤枝市北部の国
道1号バイパス薮田東インターの北
側、大林組が開発したニュータウン
内の商業施設としてオープンしたも
の。ニュータウン自体の開発は早く、
すでにかなり住宅は張り付いている。
ニュータウンがゆえに子育て中のヤ

ングファミリーが多い。そうしたこ
とから、パート募集の手段として事
業所内保育施設を駐車場内に設置す
ことにしたところ、全募集人員の 3
割に当たる22名（子供は33名）が
応募。現在、子供を預けながら勤務
している。SM内の保育施設は静岡
県初、全国でも珍しい。

さらに店舗の敷地内に滑り台など
の遊具を設備したプレイロットを同
社最大の規模で設置している。雨の
日は天井が閉まる全天候型で、幼稚
園帰りの子供などが遊ぶ。同社は
「子供の遊び場のあるSM」として知

られていて、12店中10店に設置し
ており、例外を除いて社の方針とし
て設置している。

また、平面駐車場に屋根付き駐車
場を 56台分用意。店舗までの通路
も屋根付きにして、夏の暑い日や、
雨の日には助かる設備。屋根には約
300kw出力の太陽光パネルを付け、
売電、屋根付き駐車場の設置費用の
一部を賄う。ともかく、こうした設
備、施設面からも同社の顧客志向が
伝わってくる店づくりだ。

同社は 10年ほど前から、荒井伸
也オール日本スーパーマーケット協

がんばれ！食品スーパー！ No.45 13

田子重清里店

全面オープンキッチンで店内製造中心の惣菜売場

インストアベー
カリーで初めて
導入したスクラ
ッチ製法のパ
ン。惣菜パンを
中心に

保育施設などを整備した
子育て世代対応600坪SM

ニュータウン内に開店した田子重清里店。藤枝市の
山側に位置。東日本大震災以降、焼津の海岸寄りか
ら移転する人が多く、人口が増えている地域

田子重清里店
静岡県藤枝市

競合に合わせ、
18円のコロ
ッケも。価格
は市場相場に
合わせるのが
鉄則

① 事業所内保育施設、遊戯場など子育て世代をターゲットにした店づくり
②普段の食生活プラス新MD商品で幅広く生活提案
③太陽光パネル付設屋根付き駐車場で雨の日と真夏にやさしい店舗

店のポイント



会（AJS）前会長（サミット元社長）
の指導を受けている。サミット流の
マネジメント、オペレーションに近
づけていて、幹部社員は毎年、1年
間、AJSの荒井塾で勉強している。

店舗は1フロア。売場面積1,944
㎡で、バックヤードはその約半分の
945㎡と広く、生鮮4品の作業場を
配置している。売場は生花、青果、

和日配、鮮魚、精肉、惣菜、インス
トアベーカリー、パンと壁面沿いを
構成。ほぼコの字型の主通路には奥
も含めて平台ないし平冷ケースを設
置。定番、特販などに活用する。

ストアコンセプトは「普段の食生
活の買い物に便利な店」だが、それ
にプラスして、約600坪の売場スペ
ースを活用して、様々な新たな商品
を導入しライフスタイル提案を行う
という。

鮮魚では焼津まで約10kmと近く、
焼津港や焼津小川港から金目鯛、モ
ウソウ、ウツボ、穴子、太刀魚、メ
ヒカリ、など種類豊富な深海魚を直

送し販売する。また、店内で丸魚を
開いて干物にする干物製造機を2店
目として導入している。先行導入店
でお客から「生の風味でおいしい」
と評判を得たことから導入したとい
う。焼津で人気の「まぐろの福一」
の南まぐろをコーナー展開。

精肉では九州産みつせ鶏、青果で
は焼津市大井川の田中農園直送セロ
リなど同店だけの扱い商品を増やし
ている。また、挽肉は国産生肉のみ
を当日挽いて製造し2日間だけ販売
していて人気だ。

インストアベーカリーでは粉から
パンを作り上げるスクラッチ製法を

SJNEW STOREREPORT

がんばれ！食品スーパー！No.4514

地元の焼津港、小
川港以外、小浜
港、境港港などか
ら仕入れ魚種豊富
に展開する鮮魚売
場。バックヤード
も売場の半分近く
取り、動線確保と
定位置管理を徹底

焼津小川港か
ら直送の朝獲
れ太刀魚。こ
うした深海魚
が日々入荷

焼津で人気の
「福一漁業」の
天然みなみま
ぐろ。冷凍で
販売

自家製ひもの。バックヤードの製造機に昼の2時ごろに開きを入れて翌朝、販売する



初めて導入し、惣菜パン、フランス
パンなどを提供する。

品揃えを充実させているが、一方
で価格訴求も強烈だ。例えばコロッ
ケは1個18円、豆腐は1丁38円。

「価格は絶対に市場価格に合わせる。
そうでないと、商品、品揃えの良さ

が伝わらないから」と
いう考えからだ。特に
隣にドラッグストアの
杏林堂があるので、雑
貨などは注意して価格
を合わせるようにして
いるという。

バックヤードの作業
改善には 2012年から
サミット流の LSPに
本格的に取り組み、人
時売上高が 3年間で
2,000円 ア ッ プ し
15,000円レベルまで

上昇している。同
社の1店当たり平
均年商は 19.7億
円と高く、総売上

がんばれ！食品スーパー！ No.45 15

田子重清里店

九州産みつせ鶏を販売。80日の長期飼育などが特徴

リーチイン冷ケ
ースで販売する
日本酒。静岡の
地酒で差別化

売場中央は平冷
ケースのアイス
と冷凍食品で開
放的に

静岡県小笠食肉センターから毎日配送される県産
豚肉を提供する精肉売場。2台のスライサーで店内
製造

冷凍肉、内臓肉は使わず、国産生肉のみを店内で挽いて製造から
2日間で販売する挽肉。その信頼感からまとめ買のお客もいる



高は毎年伸びていて、2015年度も
2.3％増の 222億円だった。総店舗
数は12店。

今回の新店は土地を買収したが、
年商15億円で収支トントンといい、
ヤングファミリーの店としてどこま
で支持されるか注目される。

SJNEW STOREREPORT

がんばれ！食品スーパー！No.4516

通路を広く取り買い回りしやすくした青果売場

焼津市大井川
の田中農園か
ら直送される
セロリ

店舗名 田子重清里店
所在地 静岡県藤枝市清里1‐2‐1
電話番号 054‐648‐1200
開店日 2016年3月1日（火）
建物構造 地上1階建
延床面積 4,450㎡
売場面積 1,944㎡
駐車場 212台（内56台は屋根付き）
駐輪場 110台
店長 小林 司 氏
従業員数 67名（社員18名、パート49名）
営業時間 9：00～24：00
休業日数 年中無休
年商目標 15億円
商圏人口 半径1km圏2,125世帯 5,889人

半径2km圏8,352世帯 22,864人
世帯人員 2.77人
店舗特性 単独
商圏特性 住宅地
交通 ＪＲ焼津駅から車で20分

商圏特性

1次（自動車7分圏）4,097世帯 11,550人
人員別世帯比率
1人世帯 20.7%
2人世帯 28.3%
3人世帯 22.3%
4人世帯 16.6%
5人以上世帯12.1%

平均世帯人員 2.82人
持ち家比率 79.2%
1戸建て比率 82.2%
共同住宅比率 15.3%

人口構成比
年少人口 13.8%
労働力人口 62.3%
老齢人口 24.0%

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 19.3%
20歳～29歳 9.1%
30歳～49歳 25.8%
50歳～69歳 29.6%
70歳以上 16.2%

2次（車10分圏）9,725世帯 28,110人
3次（車15分圏）20,851世帯 61,171人
特性 郊外のマイホーム、核家族性の強いエリア

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA 田子重清里店

雨の日は天井が
閉じる全天候型
の遊戯コーナ
ー、プレイロット

56台分ある屋根付き駐車場。太陽光パネルで発電も

敷地内に設置し
た事業所内保育
施設。パートの3
割が利用



北京を取材した後、飛行機で2時
間あまり、南方 1,500km離れた杭
州市に飛んだ。市内中心部から朝の
渋滞に巻き込まれながらタクシーに

乗ること 40分。高架道路沿いに大
規模なマンション開発が進む風景を
見ながらだったが、一向にイオンは
見えなかった。

「間違ったのかな」と不安がよぎる
が、地道に下りて掘り返されたガタ
ガタ道をしばらく走ると、急に真新
しい舗装の広い通りに出た。道路脇
のポールに「永旺（イオン）開幕」
の旗がくくりつけられている。その
先に、日本でも見慣れた「AEON」の
ロゴを冠した新モールがあった。

3層で総売場面積は 66,000㎡ あ
り、そのうち核店舗のイオン杭州良
渚新城店は 13,000㎡ を占める。1
階の食品スーパーマーケット部分は
2,800㎡ で、別に輸入食品やリカー
売場が1,000㎡ある構成となってい
る。

かつての日本の都市部周辺で日常
的に見られた大規模住宅開発が、こ
こで繰り広げられている。モールコ
ンセプトは「“ドキドキ・わくわく”を
体感できるモール」。まさに「新城出
現」だ。

水の流れをイメージした正面の斬
新なデザインと緑を演出する壁面緑
化。中に入ると、ローカルをイメー
ジしていたお客は見当たらず――。
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イオンモール杭州良渚新城

好みの惣菜を買い求める主婦。まるで日本の“デパ地下”風

地下鉄開通すれば、都心と直結する
「郊外型ショッピングモール」に

水と緑をテーマとした「杭州良渚新城」の外観

イオンモール杭州良渚新城
中国・浙江省余杭区

中国経済の中心地・上海から南西に150km。新幹線を利用すれば、1時
間で浙江省杭州に到着する。風光明媚な西湖があり、古来から住むには「最
高の場所」と中国人が憧れる地でもある。
この杭州市の中心部から北西15kmの郊外住宅地にイオンモールが昨年

11月、「杭州良渚新城」をオープンさせた。地名の後に「新城」と名付けら
れる由縁が、当地を取材して、初めてわかった。
経済が減速する中で、内陸部で進められる大規模な開発。新しいショッピン

グセンターから見た「隣国中国」の実態は、想像を超えるパワーを秘めていた。

ＧＭＳ部分モール部分各フロアの特徴
安心な食卓のサポート
〈食品・ワイン〉〈ヘルス＆ビューティケア〉

30～40代のファミリー層をターゲット。中国で人気の「La
Chapelle」をはじめ、「UNIQLO」「JIINS」などが入居。健康志向の高
まりを受け、スポーツアウトレットゾーンを展開地元の人気店や話題
店を集めた開放的なレストラン街も

１階

トレンドファッション＆スポーツ
カジュアルレストラン

デイリーファッションとONLYONEの生活
空間
コーディネート〈ファッション〉〈くらしの品〉

杭州市初出店の「NITORI」をはじめ、生活雑貨専門店を配置。地元・杭
州料理の人気店「一席地」や四川料理、日本の「とんかつ専門店・銀勝」
などのアジアグルメを展開

2階

アジアグルメとホームファッション
子どもと家族のための生活空間
〈キッズ・文具・書籍〉〈書籍・体験コーナー〉

イオンファンタジーが運営するアミューズメント施設を展開、中国で
人気の子ども服店を集積させた。オープンレストランゾーンでは、中
国の古い街並みを再現した中国各地の料理を楽しんでもらう

3階
キッズとエンターテイメント
フードパーク



こぎれいな身な
りの主婦がショ
ッピングを楽し
んでいた。

杭州市は“住
むのに最適”と
言われるだけあ
って、中国国内
でも所得の高い
エリアのせいも
ある。現に、ネ
ット通販最大手
のアリババも杭
州市内に本社を
構えている。モ
ールの北側のエ
リアは、市内中
心部に車で通う
富裕層の高級住
宅地が連なる。
また、周辺では、
高層マンション
が次々と建てら
れ、2016年度
末から入居が始
まる。

市内に通じる
G104号線と古墩路の2本の主要道
路は朝夕の渋滞がすさまじいが、17
年末にも開業する地下鉄2号線の延
伸が実現すれば、かなり解消される

見込みだ。同線の「新良路駅」はイ
オンモールと直結する。

これは、イオンモールがある千葉
ニュータウンと開発の環境が似てい

る。何もないところにモールが開業。
次第に人口が張り付き、駅開業が弾
みとなって、都心部まで、半時間程
度の通勤エリアが実現し、さらに街
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様々な出来立て惣菜を集めた、その名も「美食（グルメ）島」 鮮度感満点の「寿司売場」を演出するテナントの「しんせん館」

焼き立ての「秋刀魚（さんま）」は 1尾 5元＝約100円 パン食が急速に普及しているので、人気のインストアベーカリー

炒めたり、煮たりの形で食べられる海鮮魚 ここの水槽で泳ぐ魚は淡水魚が圧倒的に多い

かたまり肉や日本式の薄切りカットなど、多彩な精肉売場 対面式の陳列ケースに入れられた、オージービーフ



が発展していく構図
だ。

モールの東側を中
心に、足元には3万
人の人が住んでいる
が、あっという間に

「車社会」に突入した
中国では、少し離れ
ている競合店にすぐ
お客が流れてしまう。
各店の様子を見なが
ら、日系企業ならで
はのきめの細かい

“日式運営”が欠かせ
ない。

各フロアの特徴は
別掲の通りだが、北
京と同様、30～ 40
歳代のファミリー世代
をいかに集客するか
がポイントとなる。そ
れらの人たちは杭州
中心部は家賃が高い
ので、100㎡ 3LDK
で2,000万円台が相
場とされる良渚のよ
うな郊外のベッドタウ
ンに移り住んでいる。
地下鉄が開業すれば、
それは加速する。

イオンモール杭州
良渚新城の石野秀
樹・ゼネラルマネー
ジャーは「蘇州3店
舗と隣接する浙江
省・杭州の出店で、
4店舗体制となった。

『日本のイオンモー
ルに行ったことがあ
る』という人もおり、
日本と同じようなレ
ベルの高いサービス
や商品を期待されて
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イオンモール杭州良渚新城

スーパーマーケット部分は通路も広く、買い回りしやすい

トロピカルフルーツ。ここでも食生活の急速な欧風化がみられる 値段は張るが、安心して食べられると評判の「有機野菜」

男が料理するのは当たり前の国だが、簡単料理食材に人気 随所に冷凍ケースを配置。まとめ買いの需要に応じている

日本産の調味料や醤油。少々値が張っても 急にコーヒー文化が押し寄せてきた中国。豆の品揃えも本格的



いる。成長のスピードは鈍化し
たとはいえ、まだまだ成長が期
待できるエリアだ」と話す。

また、イオン杭州良渚新城店
の深代雅明・店長は「他の競合
店とは違う、イオンの力を自分
のものにしてほしい」と中国人
従業員の人材育成に力を入れる。

計り知れない「マンパワー」
で突き進む中国。スマホなどの
活用は日本をしのぐ。一方で、
杭州の空も北京同様どんよりだ。
これからスーパーに向かう“爆
買いパワー”を現地のモール見
学で実体験してみることをお勧
めしたい。
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「トップバリュ」そのものが信頼のブランドとなって人気の特設売場

店舗名 イオンモール杭州良渚新城（こうしゅう・りょうしょしんじょう）
所在地 中国浙江省杭州市余杭区古墩路1888号
電話番号 ＋86‐0571‐8938‐0111
開店日 2015年11月27日（金）
建物構造 RC造 地下2階、地上4階建て

（食品は1階、4階は駐車場）
売場面積 66,000㎡（食品スーパー部分2,800㎡）
駐車場 2,500台
責任者名 （イオンモール）石野 秀樹 ゼネラルマネージャー

（イオン）深代 雅明 店長
従業員数 イオン300人（モール全体2,500人）
営業時間 9：00～22：00（イオン）
休業日数 年中無休
年商目標 未公表
商圏人口 車20分圏内52万世帯 127万人
世帯人員 2.44人
店舗特性 ショッピングモール
商圏特性 郊外・新興住宅地立地
交通 杭州中心部から北西15km、タクシーで約30分

■DATA イオンモール杭州良渚新城

杭州の特産のお土産品などを集めた「杭州特産」コーナー

「都市型のライフスタイル」を掲げ、初めて杭州に
進出したニトリ

「次を背負ってくれる人材育成が課題」と語る石野
GM（左）と深代店長

A1出入口は地下鉄「新良路駅」と直結予定。開通が
心待ちにされる
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