


香港の旧市街地である九龍から対
岸の香港島をフェリーの船上から見
たのが、冒頭の写真だ。「ライフス
タイル・スペシャリティストア」と
位置付ける、シティスーパーIFC店
はモール内1階にある。地下鉄・香
港駅に隣接し、空港快速の始発駅に
隣接した抜群の立地だ。

こちらが初めから、そうに違いな
いと思っているせいなのかもしれな
いが、オープンになった入口に立つ
だけで、上質な雰囲気を感じるのは、
どうしてだろう？ そんな思いを抱
いて、店内に入った。

カラーコーディネイトの行き届い
た青果売場、続く柱が「フュージョ

ンデリ」、日本でいう惣菜だ。デパ
地下のように肉・魚・野菜のデリカ
が多種揃っており、見ているだけで
食欲が湧いてくる。

オリーブ油、日本酒、スパイス、
どれを取っても、棚に陳列したとい
うより、出来るだけ詰め込んだとい
うほどの密度の濃さが印象的だ。日
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「新しいライフスタイルを香港に」
――アッパーミドル層に定着

高級店らしい雰囲気が伝わってくる正面入口

中国・香港／シティスーパーIFC店

関西で気をはく「阪急オアシス」が業務提携している香
港の「シティスーパー」。
「アッパーミドルを対象とした」同社の店舗は香港で4店

ある。いずれも地下鉄（MTR）の駅に近い交通便利で、人
が集まる地域が出店地になっている。

その中でも、香港島側のウォーターフロントにある IFC
（国際金融センター）店は昨年改装し、今後の出店の
フォーマットとなる最新店だ。

入口に面したフュージョンデリはお店の看板だ

ロック・フィールドが展開するRF1は、評価が高い

曲面ガラスやケースが多用された、ヨーロッパ調が主流

ひときわ高い IFCビルの中のモール内に入っている



本からの輸入品も多いので、懐事情
が許せば、香港在住の日本人には、
オアシスのような存在になっている
に違いない。

売場ごとの表情をカメラに収める
取材の成果を後でモニターに映し出
すと、それぞれが“絵になっていた”。
それだけ、売場の
完成度が高いとい
うことにもつなが
る ので、やはり

「シティスーパー
は、ただ者ではな
い」というのが、
全く別の視点から
でもわかった。

今年で創業 20
周年迎えるが、そ
のルーツを知る人
は意外と少ない。

「香港人が立ち上
げた地元資本のス
ーパーだ」など、
業界人でさえ、誤
解している人が多
いのを知った。取

材に応じてくれたシティスーパーの
バリュ・クリエーション（価値創造）
部門のヘッドの藤澤秀人氏に「ルー
ツ」から伺った。

香港に進出していた西武百貨店。
本体が傾いたことで、撤退すること
になったが、香港西武の館長だった

石川正志氏（故人）の呼びかけに応
じた 7人の日本人。「新しいライフ
スタイルを提案する業態の店舗」を
立ち上げた。道半ばに終わった流通
の夢を実現する店舗が、シティスー
パーだった。

中華圏の人は食に対するこだわり
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青果はお店の顔。常に新鮮さと旬を追い求めている

ノリが見えない外巻きも多い寿司。ランチ時にも良く売れる

中華料理のデザートに欠かせないスイカは人気アイテム

網カゴ陳列。ファッショナブルな雰囲気を醸し出している

世界の産地から集められたオイスターなどが並んでいる 口が肥えた香港人を満足させる精肉コーナー

人気の冷凍食品は、リーチインケースで提供



が強いので、食品部
門をメインに据えた。
ロフトのノウハウを
生かした生活雑貨店
やフードコートも併
設した。食と雑貨の
ライフスタイルを提
案する「専門大店」
とでもいう存在だ。

ここでぶつかった
のが「日本の厚い流
通システム」。既存
ルートを通したので
は採算が合わない。
それを乗り越えるた
め東京に子会社を設
け、生鮮品は地の利
のある福岡をメイン
にした。今ではヨー
ロッパにも契約会社
があり、直接海外か
ら仕入れる商品と香
港経由のものが5割
ずつの割合になった。
日本からの食品供給
は3割だ。

日本をベースに
「こだわりグルメ」を
インターナショナル
規模で仕入れるため、
専門性のある商材を
除き、95％が買い取
りの商売をしている。
百貨店顔負けの品揃
えを誇る日本酒など
は、蔵元直送も多い。

世界中の人が集ま
る香港で、こだわり
の食材がほしいとい
うニーズを満たすた
め、創業当初は「売
れようが、売れまい
が、お客さんから要
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チルドで販売されている「たまご」。現地駐在の日本人の支持が高い

蔵元と直取引も多く、飲食店にも卸している日本酒

オリーブオイルなど、これだけ揃えば、まさに圧巻

シティスーパーのオリジナル瓶詰が人気のスパイス アイテムはできるだけ多く。「棚詰め」のイメージだ

好みのワインをその場で飲むこともできるワインバー

ベーカリーは、リトルマーメイドとジョイント・ベンチャーを組む



望のあった商品は必ず仕入れる」と
いう精神、ポリシーは今も受け継が
れている。

セルフで買い物するエリア以外は、
タッチポイントといって、対面販売
の売場を設けている。和牛やキャビ
ア、イベリコハムといった高級食材
は、説明しないと売れない。それぞ
れのタッチポイントは、独立して業
態化できるレベルまで、引き上げる
予定だ。

売場面積1,900㎡の空間に、2～
3万アイテムもの食材が満載された
IFC店。平日は付近のオフィスワー

カーや勤め
帰りに買い
物する女性
が多い。週
末ともなれば、モールで買い物する
ファミリー層に加え、観光客も増え
る。

面積に余裕がない IFC店では雑
貨の扱いはないが、対岸のハーバー
シティ店ではとんがった生活雑貨店
「LOG－ON」を併設している。シ
ティスーパーの真骨頂は食品だけで
なく、雑貨との融合の“相乗効果”
にあることを学んだ取材だった。
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不公平にならないよう、並んだ順にチェックアウトする方式を採用

「お店をブラン
ド化することに
チャレンジした
い」と藤澤氏

自国ならではのこだわりの商品を探す来店客は国際色豊か

店舗運営の幹
部、黄光鋭マネ
ジャー（右）と意
見交換

東急ハンズ、ロフトにも引けを取らない「LOG－
ON」（ハーバーシティ店で）



広島県東部にあり、県下第2位の
人口 47万人を有する福山市。福山
市を本拠とし、広島県下を中心に一
味違う食品スーパーマーケットを展
開するユニークな企業エブリイ。

そのエブリイがまた新たな店舗づ
くりに取り組んだ。6月 21日にオ
ープンした北部の駅家（えきや）町
でオープンした「IKOCCA（いこっ
か）エブリイ駅家店」がそれだ。

JR福山駅から北部の広島県三次
（みよし）市塩町駅を結ぶ福塩線（ふ
くえんせん）で約 25分の駅家（え
きや）駅で下車、南に直線距離で
1kmの距離にある。

途中大きな国道があって、同じ福
山市出身のハローズの店舗がある。
この周辺は「ハローズ通り」とも呼
ばれるほど、同社の店舗が多い、ド
ミナント地域でもある。

ハローズのある交差点を南下する
と目指す「IKOCCA（いこっか）エ
ブリイ駅家店」はすぐだ。ホームセ
ンターやドラッグストアなどが入る
ショッピングモール「HAPIAS駅
家」内にあり、生協の店舗が1月ま
で営業していたスーパーマーケット
部分に居抜き出店した。

364台の平面駐車場と1,915㎡の
売場面積があるので、この広さを生

かすため、これまでの「超鮮度」や
「専門店化」「独自固有化」をキーワ
ードにした店づくりに加え、日本の
銘品・世界の逸品を集めた「発掘の
KURA（くら）」コーナー、レジ前
に広がるイートインコーナー「en
（えん）」など全店初の 4つの取り組
みにチャレンジしている。

こうした新しい試みを実現するた
め、店舗名を「IKOCCA」とした。
JR西日本の ICカード「ICOCA」
に似たスペルだが、こちらは「（エブ
リイに）行こっか」のもじりだ。

①新鮮な食材に「出会える」②生
産者の思いに「触れる」③食材の魅
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肉のお値打ち品は、広いショーケースで展開

「お一ついかがですか？」お年寄りに試飲してもらう販売員

88席のイートインに「発掘のKURA」
全店初づくしのチャレンジ

店とお客のつながりが生まれるスペースにチェンジ

IKOCCAエブリイ駅家店
広島県福山市

焙煎器も用意した本格的なコーヒーショップ

① 売場→同社最大面積に、エブリイらしい新しい仕掛けを満載
②商品→日本や世界の逸品を集めた「発掘のKURA」が見もの
③立地→福山市郊外。広い駐車場が、新たな価値を生み出す

店のポイント



力を「知る」④掘り出し物を「発見
する」⑤ゆったり食事を「楽しむ」
――この5つの感動をIKOCCAで
味わってもらおうというのが、今回
の“新業態”だ。

店内はテーマごとに5つのゾーン
で展開されているが、新たな取り組
みを紹介しよう。

《専門店ゾーン》
ピッツァ＆ Sandwich「Pizzary

（ピザリィ）」
ピザ釜で焼き上げる本格ピッツァ。

新鮮な野菜で作る本格バケットサン
ドも新登場。
焙煎珈琲専門店「SUIREN＋」
コーヒー豆の鮮度や品質にこだわ

る地元の人気コーヒー専門店が登場。
店内で楽しめるだけでなく、焙煎し
たてのコーヒー豆も購入できる。

《和と洋の融合ゾーン》
日本の銘品・世界の逸品を集めた

「発掘のKURA（くら）」
職人がこだわった日本の銘品、海
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出来たてのおかずを自由に選べる「おかずや 惣米衛」

「どんな商品があるのか？」。お客は探す楽しみがある

通販でやっていた健康商品を初めて店頭で紹介

売場の広さと品揃えの豊富さを実感できる農産売場

リヤカーに乗せられた野菜。ちょっとした仕掛けがいい

完売した野菜には「ごめんなさい！」の札が



外から直輸入の世界の逸品を取り揃
えた。商品づくりに一切の妥協を許
さなかったエブリイ創業者の志を受
け継ぎ、日本の職人たちとコラボし

て創った、こだわりの自
社ブランド「澤田儀助」。
「毎日食べるものだか
ら体に優しい・体が喜ぶ」

をテーマにした健康
ブランド「けんこう
応援団」、ソムリエ
が海外で直接買い付
けたワインも並ぶ
「VinVino」など、本
物を探している人に
も必見の新コーナーだ。

《くつろぎ空間ゾーン》
イートインコーナー 食べて

IKOCCA「en（えん）」
「人と人がつながる、おいし
いでつながる」コンセプトに、
開放感とプライベートを両立さ
せたテラス席もある 88席の快
適空間。地元のお年寄りがよも
やま話に花を咲かせている。ま

た、併設のキッチンスタジオでは、
メーカーや生産者がイートインのお
客に試食や試飲をしてもらおうと

「食のイベント」も実施している。
福山市は「魅力的な資源があるの

に、その魅力が伝わっていない」と
福山ブランドの認定に力を入れてい
る。企業部門の登録があるとすれば、
エブリイの挑戦は、間違いなく入賞
ものだ。
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作業場をオープンにして、お客とのふれあいをスムーズに

集めれば、これだけ揃う地元のソース類。生産者も期待

契約漁港から直送の鮮魚。寿司も当日仕入れの生ネタで握る



がんばれ！食品スーパー！ No.48 8

IKOCCAエブリイ駅家店

鮮魚の床は、滑りにくい素材を使っている

初めて採り入
れた肉惣菜4
種。回転式の
オーブンで焼
き上げる

店舗名 IKOCCAエブリイ駅家店
所在地 広島県福山市駅家町上山守450‐5
電話番号 084‐961‐4560
開店日 2016年6月21日(火)
建物構造 鉄骨造平屋建て
売場面積 1,915㎡（580坪）
駐車場 364台
店長 田中誠司氏
従業員数 120人（正社員30人、パート・アルバイト90人 頭数）
営業時間 9：00～21:00
休業日数 年間4日(1月1日～4日)
年商目標 23億円
商圏人口 5km圏内38,433世帯106,120人
世帯人員 2.76人
店舗特性 ショッピングモール内の核SM
商圏特性 郊外立地
交通 ＪＲ福塩線駅家駅から南1km

商圏特性

1次（自転車10分圏内）3,407世帯9,833人
人員別世帯比率
1人世帯 32.7%
2人世帯 28.5%
3人世帯 18.1%
4人世帯 14.1%
5人以上世帯 6.6%

平均世帯人員 2.89人
持ち家比率 71.1%
1戸建て比率 75.3%
共同住宅比率 20.2%

人口構成比
年少人口 17.7%
労働力人口 60.8%
老齢人口 21.6%
夜間人口比率 53.2%
昼間人口比率 46.8%
年齢別構成比
0歳～19歳 22.1%
20歳～29歳 9.1%
30歳～49歳 28.9%
50歳～69歳 24.6%
70歳以上 15.3%
2次（車10分圏内）12,487世帯34,626人
3次（車20分圏内）38,150世帯106,341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 IKOCCAエブリイ駅家店

ドレッシングの製造業者に直接売り込んでもらう試
みも

「お客さんと
のつながり」
に意欲を燃や
す田中店長

エブリイ初のピザ窯。時間限定の販売だ

カメラを向け、思わず「おいしそう！」と感じたショット



下北半島のむつ市に本部を置き、
青森県内で 30店舗のスーパーマー
ケットを展開するマエダ（本社青森
県むつ市、森原良三社長）。青森県
の中心、青森市でも積極的に出店し
ていて、この8月には市内7店舗目
となる「マエダストア富田店」を開
店、ドミナントを固めている。

新店は、旧青森工業高校野球部跡
地への出店。JR青森駅から車で 10
分ほど、住宅が密集するど真ん中に
あ る。商 圏 は 半 径 1km 内 に 約
8,300世帯と厚い。世帯人員は 2.4
人で、1人～2人世帯が6割を占め、
共同住宅が3割と多く、都会型の商
圏特性を示す地域だ。

店舗は1階建てで、売場面積300
坪。同じ300坪で9月に開店した田
子店が半径 1km内でわずか 100世
帯しか住んでいない過疎地への出店
だったのに比べるとマーケットの厚
さには雲泥の差がある。しかし、こ
ちらは近くに生協が2店あり、ユニ
バースもあるなど競合は激しい。

同社はチェーンストア
として標準化した店づく
りを行っており、売場の
レイアウトは同じ 300
坪型の最新店である田子
店とほぼ同じ。反時計回
りに青果、塩干、鮮魚、
惣菜、精肉、加工肉、冷
凍食品、飲料・日配で壁
面構成し、フロア部では
ゴンドラを中通路で区切
り、回遊性を良くしてい
る。

青果側の主通路には平
台を置かないで、奥まで
ストレートに見通せる。
青果のフロア部側の多段
ケースは果物売場。壁面
は野菜で、入口そばは特
売品で構成。300坪型の
場合は、こうした配置に
した方が回遊性が高まり、
果物の売上が伸びたそう
だ。平台を陳列する手間
も省け、省力化にもなっ
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青果、塩干側の主通路には平台は置かないで、両サイドの売場に寄り付きやすくした。300坪店はこうしたレイアウトに

地産地消コーナ
ーは床尺9尺で
展開。都市立地
で人気に

青森市内7店舗目の
住宅立地の300坪SM

高校グランド跡に出店したマエダストア富田店

マエダストア富田店
青森県青森市

多段陳列だけに
したら、動きが
よくなった果物
売場

①都市部の住宅地の真ん中に出店した300坪SM
②青森市内7店舗目でドミナントを形成し、自店と補完関係に
③パートの戦力化で社員3名体制が理想のオペレーション目指す

店のポイント



ている。
入口を入って左側には地場野

菜コーナーを設置しているが、
都市部のせいか、動きがよく、
売上構成比で 1％弱になってい
るという。

鮮魚は下北直送の近海魚や地
場魚の品揃え、個食の品揃えを
強化、惣菜では旬のネタを使っ
た寿司、天然だしを使った惣菜、
魚惣菜を強化、精肉では時短・簡便
商品、個食対応商品の品揃えの充実
に力を入れる。

オペレーションでは、精肉は
100％自社プロセスセンターからの
供給で、惣菜はポテトサラダ、おに
ぎりなどを自社 PCから製品供給を
受け、寿司のシャリ玉、トンカツな
どのパン粉付け原料などは PCから
供給を受けて店内で商品化する。

一方、菓子、一般食品、雑貨は絞
り込んでいるが、こだわり品を差し
込んで質の幅は広げる。例えば、酒
ではスポット仕入れの銘酒をこだわ
りコーナーとして展開する。

住宅地の真ん中にあって、「冷蔵
庫替りに使ってもらえる店」をコン
セプトにしていて、生鮮食品、惣菜、
日配など消費頻度の高い商品の売上
構成比アップを狙っている。開店 1

か月の状況では、青果、デリカが共
に 13％、精肉、鮮魚がそれぞれ
12％前後で生鮮 4品で 50％を超え
ている。

来店客のピークは午後5時～7時
で夕方の勤め帰り客が多い。ただ、
客数、客単価ともに低く、このアッ
プが課題。住宅地の真ん中で認知度
がなかなか上がらないため。それで、
車で5分と近くにある同社ガーラモ

がんばれ！食品スーパー！ No.48
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塩鮭、魚卵などが良く動く塩干売場。独立した部門
として運営

青森県でよく見かける魚の糠漬け。保存性を高める

3段冷ケースで品揃えを確保する鮮魚売場

煮物などに使うホタテヒモ

100％PC供給の精肉売場



ール店と連動して、両店で手配りチ
ラシを平日毎日、レジで手渡しして
いる。各部門で1アイテムづつ出す
が、アイテムは本部で決めている。
ガーラモール店とは販促だけでなく、
精肉などの品薄時などに商品を移動
してもらうなども行っていて、補完
し合いながらの運営だ。

社員は社員 6名、パート 33名。
社員は店長、青果、鮮魚、惣菜、日
配グロサリー、チェッカーの6人だ
が、300坪店では店長、鮮魚、チェ
ッカーの3人が理想。森内店長は、
前の店ではパートを2年でチーフに
育てて、3名体制にした。同社では
「店長の仕事はパートの戦力化」とし

ており、「単品データをだれでも見
えるようになっているので、過去の

特売時の売価と売れた数
量のデータを見て、売る
場所を試して売ってみる、
そうした仮説・検証で発
注精度のアップに快感を
覚える人をリーダーに育
てる」（森内店長）という。

同社には現在 300坪
以下の店舗は全店の半分、
15店ほどあり、精肉の
PC化、惣菜の一部 PC
化、パートの戦力化など
で品揃えの充実とローコ
ストオペレーション化を
進めて、店舗拡大を図っ
ていく。
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八戸産真いかの握り寿司。いかの部位別に味を楽し
める。「食べ比べ」のシールも

デリカで提供する魚惣菜

従来なら酒売場だったコーナーをパンと乳製品の
朝食コーナーに

こちらも3段冷ケースで品揃えを確保するデリカ売場。300坪の制約をカバー
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マエダストア富田店

銘柄酒などこだわりの酒コーナーを定番展開。スポット仕入れのため変化が出て人気に

こだわり品は目立つ棚ラベルを付けてアピール。差
し込み式で展開

南部せんべいのコーナー

SKUを絞りフェイシングを広げる味噌売場。やはり
地元かねさ味噌が多い。グロサリーは絞り込んだ売
場が多い

東北名店ラーメンフェアを開催

店舗名 マエダストア富田店
所在地 青森県青森市富田1‐6‐17
電話番号 017‐761‐6010
開店日 2016年8月19日（金）
建物構造 地上１階建て
延床面積 1,464㎡
店舗面積 999㎡
駐車場 89台
店長 森内義則氏
従業員数 39名（社員6名、パート33名（実数））
営業時間 9：00～21：00
休業日数 年中無休
レジ台数 5台
年商目標 6億円
商圏 1km圏8,300世帯19,930人

1～2km圏16,100世帯37,360人
2～4km圏32,650世帯79,830人

世帯人員 2.40人
店舗特性 単独
商圏特性 住宅地
交通 JR青森駅から車で10分

商圏特性

1次（半径1km圏内）8,353世帯20,011人
人員別世帯比率
1人世帯 31.1%
2人世帯 29.2%
3人世帯 20.1%
4人世帯 13.4%
5人以上世帯 6.2%

平均世帯人員 2.40人
持ち家比率 61.9%
1戸建て比率 67.7%
共同住宅比率 29.9%

人口構成比
年少人口 12.5%
労働力人口 62.9%
老齢人口 24.6%
夜間人口比率 54.4%
昼間人口比率 45.6%
年齢別構成比
0歳～19歳 16.8%
20歳～29歳 8.9%
30歳～49歳 26.5%
50歳～69歳 29.6%
70歳以上 18.2%
2次（半径2km圏内）24,611世帯57,838人
3次(半径4km圏内）56,854世帯136,701人
特性 都心で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 マエダストア富田店
地元のねぶた漬。こうした地元商品を強化



ウオロクは 9月 10日（土）、「ウ
オロク馬越店」を新潟市中央区にオ
ープン。これまでのところ売上は計

画比 15％増で推移している。好調
の要因は、広範囲から集客できてい
ることと同社は分析する。

廃業した堀川醸造の醤油工場跡地
を開発。土地、建物は賃貸で、建築
協力金や内装工事費などでウオロク
は3.5億円を投資した。

同社の最近の新店は 600坪の売
場が主流だが、馬越店は都心部とい
うこともあり 450坪タイプとなっ
た。通常のウオロクの店に比べ、即
食系の商品を3割増やしており、レ
ンジアップ商品も同社最大の品揃え
で展開。ウオロクとして 38店、ウ

オマサ1店（売場
100坪）の合計39
店を新潟県内で営
業している。

店舗前の西側に
は現在も拡張工事
中の国道 7号線

（栗の木バイパス）
が走り、東側には
上越新幹線と信越
本線の線路が通っ
て高架道路となり、
東西は大きな道路
と線路に挟まれた
閉鎖商圏となって
いる。

西側の笹口・鐙
（あぶみ）エリアに
はイオンやウオロ
クの SM、東側の
中山エリアには清
水フードセンター
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梨や桃、リンゴなど旬の果物が並ぶ。奥はオープンキッチンの鮮魚売場

新潟県産の茸やレンコンを販売する

都心部の買物難民地帯で、
平日は少量目を中心に展開

廃業した堀川醸造の跡地に売場450坪のＳＭを開発

ウオロク馬越店
新潟県新潟市中央区

地元・新潟の新鮮な野菜をコーナー化

①売場→即食系を充実した450坪。インストアーベーカリーに併設して22席のイートインコーナーを配置
②商品→平日は惣菜や精肉で少量品を揃え、週末は大容量品も販売。ワインとナチュラルチーズを関連陳列
③立地→東側は鉄道、西側は大きな道路に挟まれた都市部の閉鎖商圏。北側は高齢化の進む旧・中心市街地

店のポイント



やキューピットといったSMが営業
しているが、これまで馬越地区には
スーパーがなかった。

加えて馬越の北側の沼垂（ぬった
り）地区では高齢化が進み、南側の
紫竹地区ではマンションに少人数世
帯が多く住んでおり、都市部の買物
難民地帯と言えた。特に車の免許を
持っていない高齢者には待ち望まれ
ていた店だったとウオロク側は話し

ている。
高齢者が多く、2人世帯などの少

人数世帯が多い地域特性に合わせ、
惣菜や精肉は小分けした少量から中
パックを中心に平日は販売し、週末
は大容量品も品揃えする。日配は和
風を中心に地場商品を展開し、野沢
商店の漬物や古泉蒲鉾の練物と地域
で馴染みのある商品も販売する。

もともと鮮魚から出発した同社の

水産売場は壁面をオープンキッチン
化すると同時に、平台で新鮮な魚介
類を数多く陳列。青果では地場野菜
コーナーを常設し、旬の果物を展開
する。

売場出入口は店舗正面の左右に 2
ヵ所設置。右側から入ると、生花・
青果から壁面沿いに、鮮魚、精肉、
卵、チルド飲料、惣菜・寿司、イン
ストアベーカリーのボーレ、イート

がんばれ！食品スーパー！ No.48
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魚六のマグロなど鮮魚は自信を持って提供

峰村醸造の越後味噌で味付けした鮭を販売している

新潟県新発田市の松塚漁港のクロダイを陳列

新潟の酒蔵の地酒を集めてコーナー化している 魚河岸惣菜と名付けて焼魚や煮魚を陳列 店内で調理した鉄板焼き、栄養バランス弁当を品揃え

越後もちぶた、イベリコ豚、黒毛和牛などを品揃えワインと加工肉、ナチュラルチーズを配置して関連
購買を誘う

ごま油風味の、こだわり天ぷらをバイキング販売



インできるカフェコーナーを配置。
22席のテーブル席とカウンター席
を設け、有料のセルフコーヒーマシ
ンや無料の給茶機、電子レンジ、水
道を設置している。

集中レジは通常の対面レジ 7台
（同社の牡丹山店と中野山店の 2店
では一部セミセルフレジを導入）の
他、インストアベーカリー専用レジ
1台を常設。左側の出入口付近にサ

ービスカウンターを配置し、洋菓子
や銘菓を販売する。

惣菜売場の前ではチルドで加工肉
とナチュラルチーズを置き、隣接し
てワインや地元新潟の地酒を中心と
した酒売場を配置して、食シーンを
提案する。

インストアベーカリーの前では
NBパンや和菓子、チルド飲料、チ
ルドデザートを陳列。隣接してアイ

スと冷凍食品売場を配置。集中レジ
前には飲料、製菓材料、菓子、日用
雑貨品を陳列。中通路を挟んで、嗜
好品や調味料、食油、即席麺、乾物、
粉、米、餅などを揃える。

初年度の年商目標は15億円とし、
次年度以降は 16億 5,000万円を目
指す。同社としては目標数値の 5％
増～ 15％減の 20％のレンジを見込
んでいる。初年度は客単価1,600円、
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インストアベーカリーのボーレ。左隣はイートインコーナーとなっている

インストアベーカリーのサイドカウンターにはセル
フコーヒーマシンや給茶機を常設

新潟県産のカステラや焼ドーナ
ツ、村上の洋菓子をコーナー化

エンド展開されている「柿の種」



1日の客数2,575人の日商412万円
を想定している。

商品別の売上構成比は野菜11％、
果実4％、寿司を含む鮮魚12％、精
肉 11％、惣菜8.5％、インストアベ
ーカリー2％、洋日配11％、和日配
7.5％、酒8％、日用雑貨2.5％、加
工食品22.5％と見込んでいる。

競合店は清水フードセンター中山
店、キューピット中山店、イオン笹
口店など。
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リーチイン多段とオープン平台で陳列されている
冷凍食品売場

手前からアイス、洋日配と続き、奥は惣菜売場

店名 ウオロク馬越店
所在地 新潟県新潟市中央区本馬越2‐2‐17
電話番号 025‐240‐6511
開店日 2016年９月10日（土）
建物構造 鉄骨造平屋建て
敷地面積 6,509㎡
延床面積 2,315㎡
売場面積 1,498㎡
駐車場 102台
駐輪場 50台
店長 栗山健一氏
従業員数 112人（正社員17人、パート総数95人）
営業時間 9：00～24：00
休業日数 1日（元旦）
年商予定 15億円（初年度）、16億5,000万円（2年目以降）
投資額 3億5,000万円
商圏 1km圏内1万1,000世帯2万2,000人／2km圏内1万7,000世帯3万4,000人
世帯人員 2.00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 開発中の栗ノ木バイパス沿い。都市部の住宅地
交通 ＪＲ新潟駅南口から車で３分

商圏特性

1次（徒歩5分圏）1,058世帯2,355人
人員別世帯比率
1人世帯 34.8%
2人世帯 30.7%
3人世帯 18.0%
4人世帯 12.8%
5人以上世帯 3.8%
平均世帯人員 2.23人
持ち家比率 54.9%
1戸建て比率 43.8%
共同住宅比率 54.6%

人口構成比
年少人口 10.6%
労働力人口 61.5%
老齢人口 27.9%
夜間人口比率 59.0%
昼間人口比率 41.0%
年齢別構成比
0～19歳 15.0%
20～29歳 9.1%
30～49歳 27.8%
50～69歳 28.5%
70歳以上 19.6%
2次（自転車５分圏）6,423世帯14,744人
3次（車５分圏）24,671世帯59,409人
特性 公団居住性

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA ウオロク馬越店

サービスカウンターで洋菓子や銘菓も販売している

売場出入口に
置かれた毛
布。寒いと感
じた客が自由
に借りられる

風除室のイン
フォメーショ
ンボードに掲
げられたポス
ター



首都圏と京阪神に絞って
事業展開するダイエーはこ
のほど、東京・町田市に都
市型スーパーマーケットの
新店「ダイエー町田店」を
開店した。

ダイエーは都市型SMに
ついて、前期、20店を改装
し、平均110％の伸びを示
し好調なことから、今期は
35店舗の改装と 5店舗の
新店を計画。町田店は今期
初の新店となった。

新店は横浜線に沿って小
田急線町田駅前から延びる
原町田の商店街の端に位置。
横浜線の町田駅北口から徒
歩 3分ほど。以前、ダイエ
ーグルメシティ町田店とし
て営業していたところで、
高層マンションに建て替り、
その1・2階に新たに入店し
たもの。グルメシティは
1969年に地下 1階地上 5
階の商業ビルの地下1階地
上 1階にオープンし 44年
間営業、2013年 3月に閉
店していた。3年 4か月ぶ
りの開業だ。

店舗は売場面積 391坪
（1,290㎡）で、地上 1・2
階が売場。駅前の大通りと
商店街に挟まれた立地で、

がんばれ！食品スーパー！No.48

SJNEW STOREREPORT

17

100g170円（本体）の量り売りバイキング。揚げ物のバラ売りと共に、開閉式蓋付で陳列。衛生面に配慮

左：畜産部門が製
造するさつま姫牛
弁当と水産部門製
造のうなぎ蒲焼重
などを惣菜売場で
展開。人気商品に
なった

右：地域一番の中
食を目指す2階の
惣菜売場

駅近の2層、スクラップ＆ビルドの
都市型SMの新店

マンションに建て替わって1・2階で開店した
ダイエー町田店

ダイエー町田店
東京都町田市

左：通常は120円
と150円（惣菜パ
ン）の均一価格で
提供するインスト
アべーカリー

右：2階の惣菜・ベ
ーカリー売場の近
くにイートインを、
ペデストリアンの
出入口近くに設置

① 駅近立地で、長年営業してきたSMが3年強ぶりにS＆B
②1階が生鮮3品の素材提供フロア、2階が惣菜、ベーカリーの即食ゾーン
③PC化比率高め、インストア加工とのバランスを追求

店のポイント



大通りの途中からペデストリアンデ
ッキで店舗の2階につながる。残念
ながら、駅からは直結していないが、
1階だけでなく 2階からも出入りで
きて便利。

その2階は「食べに行きたい」を
コンセプトに惣菜、ベーカリー、デ
ザート、洋日配、冷凍食品、菓子な
どの即食性・簡便性の高い商品と酒
で構成。イートインコーナーも2階
出入り口付近に設置、ぺデストリア
ンの通りからも入り易くしている。

1階は「料理したい」をコンセプ
トに青果、鮮魚、精肉の生鮮素材と
和日配、調味料などで構成。レジは
各階に設置。
「駅前にバスターミナル、市営駐

輪場などがあって、通勤・通学客の
多い立地。1㎞ 圏に2万世帯、3万
9,000人もいる肥沃なマーケット。

育児と仕事に忙しい30～40歳代の
ファミリーと20歳代の単身が多く、
この層をメインターゲットにし、毎
日の暮らしが便利で快適になる商品
やサービスを提供していく」（松尾拓
治店長）店づくりを目指す。

1階では生鮮の売場を広く取り、
青果では JAとタイアップして地元
の町田野菜約15品目をコーナー化、
鮮魚では主通路内にオープンキッチ
ンを設置して産直魚を対面販売、冷
凍干物もこのコーナーで訴求する。

精肉は同社オリジナルのさつま姫
牛を霜降、ステーキ用、1人前焼肉
用など約15のSKU展開で売込む。

2階は「地域一番の中食を目指す」
（松尾店長）と、デリカ、ベーカリー
に4分の1ほどのスペースを割いて
いる。セルフ量り売りバイキングの
「D’sセレクション」は壁面沿いに

100g170円（本体）で開閉式の透
明蓋を付けて展開、インストアベー
カリーは約 35品目を揃え、120円
と150円（惣菜パン）の2価格帯の
均一価格（オープン時は 100円と
150円）で提供、集中精算方式を採
る。そのそばにイートインコーナー
を設置、挽き立てのコーヒーとカフ
ェオレを提供する。

扱いアイテム数は生鮮 4品が各
300、デイリー・グロサリー7,100、
日配800で、計9,100。

同社では都市型SMの新改装店に
畜産部門のさつま姫牛を使った弁当
や水産部門のうなぎを使った弁当な
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1階は生鮮3品の素材を中心に揃え、「料理したい」がコンセプト

左：JAグループと連
携して地元の町田野
菜をコーナー化

右：カット野菜、ミニ
トマトバイキング、
カットフルーツなど
簡便野菜をズラリ壁
面で展開

右：長いもとろ
ろ、大根おろし
なども揃えた薬
味野菜コーナー

右：料理のタイ
プを冷旨系、中
間系、温旨系に
分けてそれぞれ
に合う日本酒を
棚段ごとに色分
けして提案

上：ナチュラル
チーズとワイン
をクロスMDす
るチーズライフ



どを惣菜部門の売
場で販売するなど
新しい MDを導
入。「改装店の売
上を 10％伸ばす
大きな要因になっ
ているが、反面、
人時がかかり過ぎ
て、荒利と人件費
のバランスをとるのが課題になって
きている」（貴田朗ダイエー取締役執
行役員関東事業本部長）と言い、子
会社のプロセスセンター会社、アル
ティフーズからの商品供給を増やし
ている。

さつま姫牛弁当も将来的にはアル
ティフーズに移管する意向で、すで
にこの6月から握り寿司3アイテム
は実施し、大パックの準備も進めて
おり、タコのぶつ切はすべて PC化
している。店ではその分、販売に集
中して生産性を上げる。

5月現在でのPC化率は青果95％、
精肉 72％、鮮魚 40％で、今期中に
精肉は牛以外で進め 90％にし、鮮
魚は60％にまで持っていく意向だ。

横浜線の駅直近には東急ストア、
小田急線の駅そばには西友があり、

駅前に3店が競合することになる。
やや離れた同店が駅客を引き付けら
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主通路内に設置した鮮魚のサークル。近海魚、生寿司などを提供

冷凍干物と冷凍漬魚をコーナー化

刺身、タコぶつ切、サーモンなど壁面鮮魚のパック
商品はほとんど PCのアルティフーズから供給



れるか注目される。年商は 17億円
で旧店の5億円増を見込む。
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精肉はオリジナルブランドのさつま姫牛を多SKU展開

さつま王豚などオリジナルブランドが並ぶ精肉。肉
のダイエーの存在感

店舗名 ダイエー町田店
所在地 東京都町田市原町田3‐2‐8
電話番号 042‐721‐1041
開店日 2016年7月21日（木）
建物構造 高層マンション（1・2階店舗）
売場面積 1,290㎡（391坪）
駐車場 提携駐車場4か所1,000台
駐輪場 36台
店長 松尾拓治氏
従業員数 75名（社員11名、パート64名）
営業時間 7：00～25：00
休業日数 年中無休
年商目標 17億円
商圏人口 半径1km内 約2万世帯3万9,000人
世帯人員 1.95人
店舗特性 マンション下、単独店
商圏特性 住宅地、商店街
交通 ＪＲ横浜線町田駅北口から徒歩3分、小田急線 町田駅中央口より徒歩5分

商圏特性

1次（半径1km圏内）19,288世帯37,661人
人員別世帯比率
1人世帯 50.2%
2人世帯 22.7%
3人世帯 13.8%
4人世帯 10.4%
5人以上世帯 2.9%

平均世帯人員 1.95人
持ち家比率 47.7%
1戸建て比率 23.5%
共同住宅比率 75.2%

人口構成比
年少人口 10.9%
労働力人口 71.2%
老齢人口 17.9%
夜間人口比率 40.3%
昼間人口比率 59.7%
年齢別構成比
0歳～19歳 15.5%
20歳～29歳 15.5%
30歳～49歳 33.5%
50歳～69歳 23.0%
70歳以上 12.5%
2次（半径1.5km圏内）40,815世帯83,175人
3次（半径2km圏内）66,403世帯140,162人
特性 郊外で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 ダイエー町田店

まちだ名産品のコーナー。地域商品を強化

記者説明する貴田朗取締役執行役員関東事業本部
本部長（左）と松尾拓治店長

町田駅前の大通り沿いのぺデストリアンデッキがダ
イエーの2階につながっている

豆腐唐揚げ、山
形だし、ゆばチ
ップスコンソメ
などユニークな
商品が並ぶ和日
配
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