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日本から5,000kmあまり離れた南
国・シンガポールは、日中の気温が
25℃ を超える常夏の国だ。自由貿
易港を控えるシンガポールは、発展
を続けるアセアン諸国の中で
も、人口560万人の小国なが
ら、日本人居住者は3万5,000
人を数える。

日本の流通業の進出も早か
ったが、立地の変化などで撤
退を余儀なくされたところも
ある。今回訪問した「明治屋
シンガポール店（以下、明治
屋）」は、元々は大
丸の店舗だったと
ころを 15年前に
譲り受けた。

髙島屋や伊勢丹
があり、シンガポ
ールの中心部にな
ったオーチャード
通りからは直線で
数 km離れた、繁
華街で知られるク
ラークキーに近い。
紀伊國屋書店やユ
ニクロなどが入る
リャンコート・シ
ョッピングセンタ
ーの地下1階だ。
東京の六本木、麻
布や新宿・歌舞伎
町の中間にある感
じだ。

スロープで下り

ると、フードコートの奥に 1,200坪
の食品フロアが広がる。2017年9月
末、営業を続けながら、天井から床、
冷蔵庫まで入れ替えるなど、2年が
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「本物の日本の食文化を伝える」
改装で、さらに評価が上がった売場
明治屋シンガポール店
シンガポール・リャンコート

地下鉄の新駅が開業し、駅前立地になったリャンコ
ートSC

ここは「日本の殿堂」と思って来店する人が多い

お客さんの評価が高いだけに、売場の管理は万全だ

大丸の店舗を受け継いだ、15年の歴史がある店舗
高級スーパーとして、商圏はシンガポール中に
店舗売上の1割を占める宅配サービスが人気

冷蔵物流技術の進歩で、新鮮な日本の果物の比率も高まる

買った商品は温度帯ごとに分け、配送される
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かりの大改装を終えたば
かりだ。明治屋シンガポ
ールの名越秀二・常務に
話を聞いた。

最初は店長 1人で 140
人ものローカルスタッフ
をまとめていたので、
中々うまくいかなかった。

「日本の小売業らしい店
舗に変えよう」と8年前
に赴任、日本人スタッフ
も 5人に増やし態勢を整
えた。
「安心・安全で、おいし

い本物の日本の食文化を
きちんと伝える」ため①
品質、②サービス、③店
舗全体の雰囲気が揃って、
初めて明治屋の評価につ
ながると考えている。

丸みを帯び、お客も見やすく多段
で提供できる精肉のケースを導入し
た。「安いケースでいいじゃないか」

という現地法人側の意見もあったが、
200万円ぐらい高いものに入れ替え
ると、部門の売上は2割以上伸びた。
「ここに来れば、日本のおいしいも

のがある」と商圏はシンガポール中
に広がる。富裕層や日本人から評価
を受けていたが、今回の改装で、そ
の評価はさらに高まった。

明治屋シンガポール店
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対面のショーケースにはこだわった。和牛はA5クラスのみ扱う

改装の効果が表れ、売り上げもアップした鮮魚売場 「明治屋で買えば間違いない」と刺身や寿司を買う人が多い

「日本の家庭の味」を打ち出したデリカ売場 お弁当のおかずや、アイスクリームなど冷凍の需要は様々
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日本の駐在員の主婦
の間で特に評判なのが
宅配サービスだ。車の
価格が日本の倍もする
シンガポールでは、バ
スや地下鉄で来店して
も、「暑いし、家まで持
って帰るのが大変」と
いうのが、小さな子ど
もを抱える人の共通し
た悩みだったが、これ
で解決した。
「弁当やアイスクリ

ーム以外、何でも配達
します」という「スト
アデリバリーサービ
ス」。12時までに申し
込めば、13時以降に8
台のバンでシンガポー
ル中に配達してもらえ
る。15時まで受け付
けるので、夕食時にも
間に合う。
「常温、冷蔵、冷凍」

の3温度帯ともOK。会
員になれば、70シンガ
ポールドル（日本円で約
6,000円）以上買えば配

達無料。会員外でも200ドル（同
1万7,000円）で配達が可能だ。
多い日で90件の利用があり、店
舗売上の1割を占める。

買上単価が日本の倍の 4,500
円もある明治屋。高級スーパー

としての地位は不動だが、採用面で
は課題も多い。

大丸から受け継いだ日本の流通業
の教育を受けたスタッフが高齢化し、
新たなシンガポール人を雇おうとし
たが、現地では流通業は人気がない

SJNEW STOREREPORT
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1,200坪ある食品フロア。ゆったり買物できるのも人気の
秘密だ

パンはどこも競争が激しいが、入口付近の一等地で奮闘
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ので、採用には苦労して
いる。政府が外国人労働
者を規制していることも
原因だ。

中国系マレー人が多い
従業員の半数は家賃が安
いマレーシアの国境近く
に住み、2時間近くかけ
て通勤してくる。真面目
でよく働くので、助かっ
ている。

新鮮な日本の野菜や果
物を揃えるには、空輸に
頼らざるを得ないが、今
後は、葉物を眠らせて運
ぶ CAコンテナなどに輸
送手段を切り替えるよう、
研究を続けているところ
だ。
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明治屋シンガポール店

店舗名 明治屋シンガポール店
所在地 シンガポール リバーバレーロード177 リャンコートSC地下１階
電話番号 +65‐6339‐1111
改装日 2017年9月29日（金）
建物構造 地下2階、地上13階建て（店舗は地下1階）
売場面積 1,200坪
駐車場 660台
店長名 籠島知則氏
従業員数 130人
営業時間 10：00～22：00
休業日数 年間2日（旧正月、今年は2月16、17日の2日間）
年商目標 55億円
商圏人口 シンガポール国内（人口560万人、日本人在住者3.5万人）
店舗特性 複合商業施設内のSM核店舗
商圏特性 駅前商業立地
総店舗数 海外1店舗
交通 MRTダウンタウン線フォートキャニング駅前

■DATA 明治屋シンガポール店

「日本の調味料が何でも揃う」と現地の人にも重宝されている 日本人に最も支持を得ている納豆売場。豆腐も人気がある

ちょっとした生活雑貨やヘルス関連もよく揃う 「北海道庁」とのタイアップで生まれた「どさんこプラザ」

買上点数が多いので、いつも混雑しているチェックアウト 1階と地下1階にはフードコートが充実。昼時は満員の盛況だ

「自ら汗して現地
スタッフに分かっ
てもらわねば…」
と名越常務

日本酒などの銘
柄は豊富だが、
酒税が高いのが
左党の悩みだ
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沖縄の百貨店系スーパーマーケッ
トチェーン、リウボウストアは那覇
市内に5年ぶりの新店にして同社最
大規模の「古島マルシェ」を昨年7月
に開店し、好調に推移している。同
社は従来より「りうぼう」の店名で展
開しているが、5年前から、改装店
では百貨店系SMとしてのイメージ
を活かして「高級感ではなく上質感
のある良質店」をコンセプトに店名

を「RYUBOFOODMARKET（リウ
ボウフードマーケット）」に改称してい
た。さらに今回の新店では「洋風を
コンセプトに市場的なワクワク感を
だそう」と「古島マルシェ」にした。
新店は、那覇市の新都心から近く、
モノレール（ゆいレール）古島駅か
ら徒歩1分ほど。すぐそばには高校
野球で有名な興南高校がある住宅地。
古島団地跡地を大和ハウス工業が再

開発した2階建てNSCの1階にキー
テナントとして出店。2階にしまむ
らの他、飲食店、保育園などが入る。
周辺には300戸近い団地が隣接し、
戸建て住宅も広がり、足元商圏は厚
い。国道330号線に接し、高速西原
インター出入り口に近いことから沖縄
の中部、北部からの集客も期待できる。
そうした立地条件に加え、本土か
らの移住者とインバウンド客の増加
に対応し、新店では地場SMとして
地元商品をきっちり揃える一方で、
本土商品の品揃えや売場展開に注力
し、百貨店のギフトショップやお土
産品コーナーを充実させている。
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オープンキッチンの鮮魚売場。沖縄だけでなく、築地市場からも
仕入れ。本土からの移住者が増え、丸魚の調理承りも増えている

地元商品から上質品まで揃え、市場的な
ワクワク感のある良質店を目指す
リウボウストア古島マルシェ
沖縄県那覇市

種別立地階層業態駐車場売場面積
新店駅近1層SM271台483坪

鮮魚寿司など新MDに意欲的に取り組む提案型SM
移住者とインバウンド客を意識したMDを積極的に展開
レンタカーを借りて動くインバウンド客が立ち寄る店

アイランドで水産部門が鮮魚寿司を展開。生ネタを
使った握り寿司からお造り、海鮮丼まで提供
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売場面積は483坪で、全15店中最
大規模。生鮮、日配、惣菜の壁面沿
いの主通路は木目調の床で、グロサ
リーなどのフロア部は白系のセラミ
ック床と、はっきりと区分けされ分
かり易い。売場も青果、水産、精肉、
日配、惣菜など部門単位でゾーニン
グ、平台ないしラウンドケースの高
さ（1,350mm）を抑えているため、
各ゾーン全体が見通せ、まさに「市
場的な雰囲気」を醸し出している。
青果は平場を広くとり、壁面に16尺
ほどの2段冷ケースでカットフルー
ツを展開。店内に作業場を設け、専
任社員を1人付けて、同社としては初

めてフルーツジュレを店内製造する。
水産ではオープンキッチン方式で
近海魚を対面販売。同社ではフード
マーケット業態にしてから鮮魚を強
化していて、この方式を採用した店

では高い支持を得ているという。
「沖縄はマグロ文化で魚料理は少な
いが、本土からの移住者が増えたせ
いか、丸魚の調理依頼が多い」（宮平
隆志店長）と言い、赤マチ、ビタロ
ーなどカラフルな沖縄の魚を中心に
愛媛の真鯛などが並んでいる。
さらに鮮魚寿司をアイランドに作
業場を設けて展開。本マグロの握り
寿司から海鮮丼、青魚のお造りなど
まで揃える。こちらもフードマーケ
ット業態で始め、3店舗目だ。水産
売場はマネージャーを中心に4名の
社員とパートで回す。
精肉はグループ会社からのセンタ
ー供給だが、「チルド流通の生肉で
勝負し、評価されている」と言う。
最近では「アベル黒豚チョコ豚」を
県内で独占販売している。この豚は
チョコレート工場の原料カカオの余

リウボウストア古島マルシェ
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入口で丸くフロアを取ってゾーニングした
青果売場。農産物直売コーナーも

店内に厨房を設けてカットフルーツを展開。店内製造の手作りジュレも始めた

沖縄県で独占販売する「アベル黒豚・チョコ豚」などを扱う精肉売場

オープンキッチンのデリ
カ。巻寿司を中心に寿
司も扱い、鉄板焼きも

本土からの移住者
を意識して焼き鳥
のばら売りに注力



がんばれ！食品スーパー！No.53

剰物を活用した飼料で育てた豚で、
「徐々に認知され売上が上がってい
る」。同社としては初めて、テレビ
CMを投入、全県を対象に販促をか
けている。同店では特に、高速イン
ター近くに立地する地の利を生かす。
デリカは惣菜バイキング、鉄板焼
きなどを展開、特に焼鳥のばら売り

に注力する。というのも本土からの
移住者が多いため。
宮平店長は同店で小学3年生を対
象に店舗見学会を開いた時、一言メ
ッセージの名前を見て、「明らかに
県外の名前が半分もあったことにび
っくりした」という。沖縄の人口増
の要因は出生率の高さと移住者と言
われているが、まさにそのようだ。
和日配でも「伊達巻は年末だけだっ
たが、定番でも売れるようになり、
以前は売れなかった日本そば、浅漬
け、水ナスなどの構成比が上がって
きている」という。
ただ、やはり売場のメインを占め
るのは沖縄の商品だ。特に豆腐は島

豆腐を中心にズラリ。中でも「温豆
腐」と言って、工場で出来立ての温
かい豆腐を半丁づつ、口の空いた専
用袋で販売する。3社の業者が1日
3便納品するが、お客が時間待ちで
来店し、すぐ売り切れるほど。
グロサリーは品揃えの幅が広い。
例えば、みそ売場では久米島味噌な
ど沖縄の味噌からNB、天地返し熟
成味噌などの上質品まで幅広く品揃
え。上質品ないしこだわり品は「リ
ウボウセレクト」として定番コーナ
ーで展開し、かなり多くのカテゴリ
ーで導入している。
店内で目立つのが「ご当地のうま
いもの」コーナー。通路内の専用コ

SJNEW STOREREPORT
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地元の豆腐専門
店のコーナー。
この他に9尺ほ
どで豆腐を展開

工場で作りたての
温かい豆腐を専用
袋に入れて持ち込
み、そのまま販売。
1日3便納品され、
時間を待って来店
する客が多い

洋日配とデリカの間で「チーズとワイン」

沖縄は缶詰文
化。特にシー
チキンは炒め
物に調味料と
して使用され
消費量が多い
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ーナーとゴンドラ内の2か所にある
が、専用コーナーはいわゆる土産品。
ただ、沖縄だけでなく、北海道のホ
ワイトチーズケーキなど本州のお土
産品も揃える。ゴンドラ内では宮城
県の特上まころんなど本州のお土産
品が9尺ほどの広いスペースに陳列
されている。
これはインバウンド客狙い。「中
国、台湾などの人にとって沖縄は『一
番近い日本』というイメージ。だか
らスマホで北海道の白い恋人はない
かと聞かれる」という。実際、最近
のインバウンド客はレンタカーを借
りて、個人でドライブすることが多
く、道路沿いのSMに立ち寄ること
が多くなったという。同店でも免税カ
ウンターを設けて対応しており、菓子
などの土産品や日用品が売れるという。
ギフトショップはリウボウ百貨店
のサテライトショップの位置づけ。
カタログも置き、贈答、内祝いなど
で利用されていて、本店までいかな
くて助かると支持されている。この
店でもギフトは扱っているが、こち

らは米やシーチキンが人気。沖縄は
缶詰文化で、チャンブルなど炒め料
理にシーチキンを混ぜることが普通
になっているという。

開店後3か月弱、水産、青果の構
成比が高く生鮮4品で50％を超え、
和日配が洋日配と連動させたことで、
和日配の売上が良くなったという。
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リウボウストア古島マルシェ

店舗名 古島マルシェ
所在地 沖縄県那覇市銘苅1-19-1
電話番号 098-866-8811
開店日 2017年7月19日（水）
建物構造 地上2階建
建物面積 3,874㎡（1,174坪）
延床面積 2,178㎡（660坪、直営）
売場面積 1,594㎡（483坪、直営）
駐車場 271台
店長 宮平隆志氏
従業員数 60名（社員12名、パート48名）,レジ（委託）除く
営業時間 9：00～24：00
休業日数 年中無休
レジ台数 9台（うち6台セミセルフ）
年商目標 14億円
商圏 500m圏内3,421世帯8,450人

1km圏内11,443世帯28,820人
世帯人員 2.47人
店舗特性 NSC
商圏特性 住宅地
総店舗数 15店
交通 ゆいレール 古島駅から徒歩1分

商圏特性

1次（半径1km圏内）11,185世帯27,931人
人員別世帯比率
1人世帯 34.1%
2人世帯 22.9%
3人世帯 18.1%
4人世帯 15.7%
5人以上世帯 9.2%
平均世帯人員 2.50人
持ち家比率 31.4%
1戸建て比率 20.3%
共同住宅比率 78.9%

人口構成比
年少人口 20.0%
労働力人口 66.8%
老齢人口 13.3%
夜間人口比率 47.1%
昼間人口比率 52.9%
年齢別構成比
0歳～19歳 25.3%
20歳～29歳 11.7%
30歳～49歳 33.7%
50歳～69歳 19.6%
70歳以上 9.7%
2次（半径2km圏内）51,124世帯124,090人
3次（半径3km圏内）98,347世帯240,019人
特性 都心に近くニューファミリー性が強い

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA リウボウストア 古島マルシェ

リウボウ百貨店のサテライト「ギフトショップ」

21席のイートイン。オーガニックコーヒーが人気で
1日120杯出る

セミセルフレジを導入。沖縄は袋詰めサービスが当
たり前になっていて、導入には神経を使ったという
がスムーズに行ったという

宮平 隆志 店長

NSCの核店舗の古島マルシェ

こだわりの上質品は「リウボウセレクト」として展開

日本全国から集めた菓子を「ご当地のうまいもの」とし
てコーナー展開。別に箱入り品は専用コーナーを設置
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長崎県を中心にスーパーマーケッ
トを44店（他にFC店3店）を展開
している県下最大SMチェーンのエ

レナ（本社長崎県佐世保市、中村浩
社長）は昨年12月に、長崎市葉山に
「エレナ葉山店」を開店している。売
場面積約400坪の同社最新標準店舗
だ。

新店は長崎市中心部に繋がる浦上
街道沿い、5階建て商業ビル「S＆
B葉山ショッピングプラザ」の1階、
テナント撤退跡に入った。同ビルは
古くて、1階には以前、トイザらス
が入っていて、その後ヒマラヤが入
り、今回そのヒマラヤの撤退跡にマ

ツモトキヨシと共に出店したもの。
同じ街道沿い 100mほど離れて西友
がある。西友の前には路線バスが多
く留まるバス停があり、GMSとして古
くから地元民の支持を集めている。

そのためか、葉山ショッピングプ
ラザは苦戦を強いられていたようだ
が、今回エレナが入り、馬場家具、
マツモトキヨシ、ダイソー、メガネ
本舗などとのテナント構成になり、
日常性の強いSCに変身した。

JR長崎本線の道ノ尾駅も近くに
あり、道路沿いに商業ゾーンが形成
されていて、中高層マンションも目
に付く住宅地。半径 1km 圏で約
9,000世帯が住み、労働力人口比率
が比較的高く、ベッドタウンとして
の色彩の強いエリア。
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間口を広く取り、青果、ベーカリー、惣菜で始まる主通路

ゆっくり買い物ができる、
普段使いに適した店づくり
エレナ葉山店
長崎県長崎市

S＆B葉山ショッピングプラザ

生産者直売の「農家の直売所」

種別立地階層業態駐車場売場面積
撤退跡商業地1層SM200台399坪

商業ビル1階のスポーツ店跡に出店
専門厨房を設け鮮魚と精肉部門の生鮮デリカに取り組む
中高層マンションの多いロードサイド商業集積地に立地
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エレナの新店は1フロアをマツモ
トキヨシと分けているためか、三角
形の変形フロアだが、青果で始まる
主通路を広く取り、内装もきちんと

デザインされ、オシャレな雰囲気。
入口そばにはイートインコーナーを
設置、ベーカリー、惣菜売場に隣接、

グローサラント的なレイアウトだ。
青果では生産者直売コーナーを設

置。鮮魚はオープンキッチンで、平

エレナ葉山店
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氷を敷いて魚を丸で陳列し切身に捌いて提供し人気の鮮魚売場

色柄トレーを使いカラフルに陳列する刺身コーナー

鮮魚部門が運営する寿司売場、寿司だけでなく刺
身の盛合せも

ベーコン、竜田揚げ、カツ、缶詰など鯨づくしのコ
ーナー

ムニエル、塩焼、バター焼などで提案する鮭コーナー

鮮魚と精肉部門で製造する魚惣菜・肉惣菜コーナー

牛肉は長崎和牛を中心に販売 焼くだけ、レンジアップだけの味付け肉をコーナー展開
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冷ケースには氷敷で、
ブリ、鰹、マグロ、ヤ
スなどを丸で並べ、時
間をみて切身に捌いて
いく。ブリの頭も一緒
に並べられていて、目
を引く。真アジ、鯛な
ど魚種も豊富で、同社
が魚に強いというのが
伺われる。海に囲まれ
た長崎県ならではの
SMの強みを発揮する。

寿司は鮮魚部門が担
当。握り寿司、巻寿司、ちらし寿司
などだけでなく刺身の盛合せも行い、
予約注文も受ける。

精肉は長崎和牛、鹿児島黒豚（黒
の匠）、西海豚、カナダ産こだわりポ
ーク（麦富士）、ニュージーランド産

カンタベリービーフなど
を中心に展開。味噌漬け、
パン粉付けカツ、スパイ
スチキンなど味付肉を

「イージークッキング」と
してコーナー化。さらに
冷凍のロールキャベツ、
ハンバーグなどを「お肉
屋さんが選んだ冷凍おか
ずのバイキングコーナ
ー」として6尺ほどの平

ケースで展開、人気のコーナーだ。
同社の場合、惣菜はテナントだが、

最近、鮮魚、精肉部門でのデリカ化
に取り組んでいる。同店ではバック
ヤード内に「揚げ焼き厨房」を設け、
鮮魚と精肉の共通作業場としてフラ
イヤーなどを設備している。「料理
をしない人が増えてきており、生鮮
も素材だけで売れる時代ではなくな
ってきている。それで生鮮の素材を
活かしてクオリティの高い惣菜を提

SJNEW STOREREPORT
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テナントが運営する惣菜。100g138円（本体）でバイキング

精肉部門がアメリカンドッグ、ロールキャベツなどを販売する「冷凍おかずのバイキング」
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供したい」（中村剛士エレナ執行役員
営業企画部長）と、アジの南蛮漬け、
西海豚を使ったとんかつなどを魚惣
菜、肉惣菜として販売する。ただ、
まだ、定番化して製造販売する段階
にはなく、今後、いかに計画的に製
造販売できるようになるかが課題と
いう。すでに寿司は鮮魚部門で行い、
定着しているのでそのノウハウを生
かしていきたいところ。

グロサリーなどは、特にこだわり
品が目立つわけでもなく一般的な品
揃え。同社でも「特に高質を狙うの
ではなく、普段、毎日来てもらい、

ゆっくり買い物してもらえる、普段
使いに適した店にしたい」というの
がコンセプト。そのため、生鮮の鮮
度、清潔感、接客、サービスを重視
している。

商業ビルの駐車場は200台あるが、
入口が分かりにくい、看板が見えに
くいなどの難点があって、認知度を
上げるのが課題。毎週月曜日の全品
10％引き、火曜日・木曜日のポイン
ト倍付けなどの販促で集客を図るが、
価格だけではない品質・サービスを
しっかり提供することで、粘り強く、
地域に浸透していく方針だ。
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エレナ葉山店

店舗名 エレナ葉山店
ＳＣ名 S&B葉山ショッピングプラザ
所在地 長崎県長崎市葉山1-28-15
電話番号 095-801-3636
開店日 2017年12月1日（金）
建物構造 地上5階建て（エレナ1階）
延床面積 1,780㎡
店舗面積 1,315㎡
駐車場 200台
従業員数 59名（社員9名ｍパート50名（実数））（惣菜除く）
営業時間 9：00～22：00
休業日数 年間1日
レジ台数 5台（うちセミセルフ4台）
年商目標 12億円
店舗特性 ロードサイド商業ビル内
商圏特性 商業地・住宅地
総店舗数 44店
交通 ＪＲ長崎本線道ノ尾駅から徒歩5分

商圏特性

1次（半径１km圏）9,027世帯21,850人
人員別世帯比率
1人世帯 30.9%
2人世帯 31.7%
3人世帯 18.9%
4人世帯 13.7%
5人以上世帯 4.8%
平均世帯人員 2.42人
持ち家比率 56.9%
1戸建て比率 46.1%
共同住宅比率 51.2%

人口構成比
年少人口 12.3%
労働力人口 63.4%
老齢人口 24.4%
夜間人口比率 53.4%
昼間人口比率 46.6%
年齢別構成比
0歳～19歳 17.4%
20歳～29歳 8.8%
30歳～49歳 25.3%
50歳～69歳 30.6%
70歳以上 17.9%
2次（半径2km圏）25,308世帯60,760人
3次（半径3km圏）50,006世帯116,936人
特性 社宅居住性の強いエリア

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA エレナ葉山店

エレナが販売する100円パン

ベーカリー、惣菜売場の近くに設置したイートイン

冷凍食品は蓋付平型と多段リーチインの冷ケース
で省エネと品揃えアップを図る

地元有明海産の佐賀のりを値頃価格で販売

エレナオリジナ
ルの「お魚万能
調味料」

登録機2台に精
算機3台のパタ
ーンのセミセル
フレジ。通常レ
ジも併用して導
入を進める

マツモトキヨシと共に出店したエレナ葉山店
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新潟県を本拠にするリージョナル
チェーン、原信は「豊かさ、楽しさ、
便利さの提供」をコンセプトとする
提案型スーパーマーケットを展開し
ているが、昨年11月3日（金）、そ
の最新標準店として新潟市西蒲区に
「原信巻店」を開店した。

新潟平野の田園地帯を走る JR越
後線の巻駅から徒歩 15分ほどの幹
線道路沿いに立地。旧巻町が町村合

併で新潟市に組み込まれた地域で周
辺には高校、病院、図書館、警察署
などがある市街地。

約 8,000坪の敷地に同店の他、ケ
ーズデンキ、イエローハット、なん
じゃ村（百均）、幸楽苑などが出店し
た NSCで、原信が農地跡をデベロ
ッパーとして開発した。

原信の店舗は売場面積655坪で延
床面積も908坪と広く、ゆったりと

した店づくり。メインの出入口側の
主通路は青果、インストアベーカリ
ー、惣菜、水産などで構成するが、
カットサラダ、魚惣菜、ミートデリ、
寿司など生鮮素材部門でのデリカ商
品を集合させて惣菜と共にデリカゾ
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青果と惣菜、寿司などとのダブルコンコース方式で
賑わいを醸し出す。壁面は奥までガラス張りのフル
オープンキッチン

「健康」軸にサラダ、減塩だし、
魚惣菜をカテゴライズして注力
原信巻店
新潟県新潟市西蒲区

サラダパックには「365×3」のシールを貼付

ラウンドケース丸ごとサラダコーナー。「365×3サラ
ダライフ」のキャッチで毎日朝昼晩のサラダ摂取を提案

種別立地階層業態駐車場売場面積
新店住宅地1層SM310台655坪

生鮮デリカと惣菜・ベーカリーを融合した売場づくり
8,000坪の自社開発NSCの核店舗
地域の風習、文化を尊重した店づくり



がんばれ！食品スーパー！ No.53

ーンを形成している。特に、壁面で
は入口から奥まで開口部の広いオー
プンキッチンでデリカ的商品を中心
に展開、作業場にも売場表示をデザ
インしレストラン的な雰囲気で活気
がある。

入口際では 52席あるイートイン
を設置、コーヒーだけでなく、ベー
カリーで製造する焼きたてピザもバ

イオーダーで提供する。
「魚菜屋（うおさいや）」は水産部
門が製造販売する焼魚、魚フライな
どの魚惣菜で、惣菜部門の揚物など
と同じコーナーで販売する。「魚を
召し上がって頂くことでより健康に
なってほしい」（原和彦アクシアルリ
テイリング社長）という狙い。「魚を
食べたいが、作るのが面倒、骨があ
って面倒、片付けも面倒、臭いが嫌、
というお客様に対して、我々が捌い
たりすることで、普段使いしてもら
おうと始めたが、非常に好評」と言
い、2年前から始め、現在12店舗に
なっている。

同社では水産以外でも、青果部門
でのカットフルーツ、カットサラダ、

原信巻店
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店内で 100％カットしたレタスやキャベツをフレッ
シュサラダとして販売。店内カットの野菜を電解水に
浸してシャキシャキ感を維持

水産部門が店内で製造する焼魚、煮魚、フライなどの魚惣菜を「魚菜屋」として、惣菜売場で展開

鉄板焼きコー
ナー。地元巻町
のソウルフード
「カリーナ」も
販売。焼きそば
にカレーミート
ソースをかけ
たもの

インストアベーカリ
ーに隣接してイート
インを設置。バイオ
ーダーで焼きたてピ
ザを提供する

左：店内で焼き上げ
るロテサリーチキン
コーナー。隣はミート
デリ

右：巻町にちなんで
「豚肉の巻き巻きス
テーキ」を商品化。巻
寿司など「巻き」に絡
めた商品が多い
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精肉部門でのミート
デリなどデリカ化を
進めているが、「加
工調理のコストを値
入に反映するよう、
生鮮部門の値入の考
え方を変えた」とし、
水産部門も「仕入れ、
加工のあり方などマ
ネジメントを全面的
に見直した結果、1
昨度から黒字化し
た」という。

原信では、店舗ご
とに地域の風習、文
化、歴史を重視した
地域密着の店づくり
を行っているが、同
店でも砂山順二店長
が開店半年前に着任
し、習わし、文化な
どを勉強。墓参りな
どで使われている
「鯛車」を店頭に飾っ
たり、地元商工会製
の「めで鯛サー」（サイ
ダー）や、地元で人気の
「カリーナ」などを販売す
る。さらに「巻町」にち
なんで、巻寿司、ロール
ケーキなど「巻」がらみ
商品をオリジナルで工夫
して商品化している。

少子高齢化の中、同社
では最近、「『お客様によ
り健康でいて頂きたい』
という願いからサラダ、
だし香る、魚菜屋に特に
力を入れている」。

サラダは「365×

SJNEW STOREREPORT
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塩分を抑えてもおいしい出汁「だし香る」を開発しカツ重、惣菜などに使用

村上牛をメインに売り込む精肉売場

炙りたこ、炙りびんちょう鮪、鰹たたきなどを「炙り
屋」のコーナー名で展開

新潟の地魚を品数豊富に揃えて展開

バックヤードも売場並みにデザインした水産部門の寿司、刺身コーナー
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3サラダライフ」のキャッチコピー
で毎日朝昼晩、サラダのある生活を
提案。ラウンドケース全体でサラダ
関連商品を展開。特にレタスやキャ
ベツなどは 100％店内カットでフレ
ッシュッさをアピール。
「だし香る」は「塩分を抑えながら

もおいしくなるよう、出汁で味を調
え、うまみを引き出すよう商品開
発」したもので、カツ重、いなり寿
司など惣菜分野で開発を始め、一昨
年秋からは納豆、浅漬に拡大してい
る。その「おいしさは数値的にも検
証されている」という。

原信は袋詰めするレジサービスが
有名だが、同店でも買い物カートそ
のものがカゴになりチェッカー台に
そのまま入れることができ、袋詰め
してくれる。一方で「弁当と飲料だ
けを買ってすぐ帰りたいお客様が沢
山買われたお客様の後ろでレジを待
つのは苦痛。それで選択肢を広げス

ピーディに会計できるようにしよ
う」と、通常レジに加え、4レーン
のフルセルフレジを導入している。
4ないし 6レーンの 2パターンで原
信ナルスの 50店弱の店舗に導入し
ている。

健康に加え「豊かさ、楽しさ、便利
さ」を提供しようという思いが伝わ
ってくる店舗。「このスタイルをい
かに使い勝手の良いものにするため、
日々努力をしたい」という姿勢が競
合との一番の差別化になりそうだ。
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原信巻店

店舗名 原信巻店
所在地 新潟県新潟市西蒲区赤鏥342‐1
電話番号 0256‐72‐7666
開店日 2017年11月3日（金）
建物構造 地上1階建て
敷地面積 26,395㎡
延床面積 2,998㎡
店舗面積 2,161㎡
駐車場 310台
店長 砂山順二氏
営業時間 9：00～24：00
休業日数 年中無休
年商見込 17億円
店舗特性 NSC
商圏特性 住宅地
総店舗数 64店（アクシアルグループは129店）
交通 JR越後線巻駅より徒歩15分

商圏特性

1次（半径1km圏内）1,739世帯5,080人
人員別世帯比率
1人世帯 26.5%
2人世帯 25.9%
3人世帯 19.3%
4人世帯 16.0%
5人以上世帯 12.3%
平均世帯人員 2.92人
持ち家比率 76.9%
1戸建て比率 80.8%
共同住宅比率 18.2%

人口構成比
年少人口 11.5%
労働力人口 57.5%
老齢人口 31.0%
夜間人口比率 447.0%
昼間人口比率 55.3%
年齢別構成比
0歳～19歳 15.4%
20歳～29歳 8.4%
30歳～49歳 23.6%
50歳～69歳 28.0%
70歳以上 24.6%
2次（半径3km圏内）6,782世帯20,766人
3次（半径5km圏内）12,170世帯39,044人
特性 大家族の多いルーラルエリア

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA 原信巻店

カゴなしで利
用できるカー
トがレジ台に
差し込め、袋
詰めサービス
もしてくれる
チェックアウト

巻町の鯛車と
砂山順二店長

ケーズデンキなどとNSCを形成する原信巻店

納豆にも「だし香る」を使用して商品開発。浅漬けも

酒どころ新潟の清酒がズラリ並ぶ日本酒売場

開閉式平オープンとリーチン冷ケースで省エネ
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九州全県で店舗展開するマックス
バリュ九州（本社福岡市、佐々木勉
社長）は、ライフスタイル提案型SM、
都市型エクスプレス、ザ・ビッグの3

業態の確立を目指しているが、昨年
5月、ライフスタイル提案型 SMの
新店として、長崎県長与町に「マッ
クスバリュ長与中央店」を開店し、
堅調に推移している。

新店はイオンタウンが長与町榎の
鼻土地区画整理事業整備地区に開発
した「イオンタウン長与」の核店舗
として出店したもの。イオンタウン
は約1万坪の敷地にエディオン、ダ
イソー、地元の浜屋百貨店（サテラ
イト）などの物販と、クリニック、

英語学校などのサービス関連を含め
34店舗が出店、大型の NSCを形成
している。

長与町は長崎市から車で 20分の
ベッドタウン。県全体では人口が減
少しているが、珍しく人口が増えて
いるエリアで、同 SCが立地する北
陽台ニュータウンはまだ開発が進み
つつあって、人口増が見込まれてい
る。40歳代の子育て世代がボリュ
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青果主通路の内側を壁にしてワンウェイのレイア
ウトでコーナーへの立ち寄り率を高める

地元食材を重用した地域密着の
ライフスタイル提案型SM
マックスバリュ長与中央店
長崎県西彼杵郡長与町

地元農産物、たまごなどの「じげもん市場」

店内加工を基本にしているカットフルーツ

NSCの核店舗、マックスバリュ長与中央店

種別立地階層業態駐車場売場面積
新設ニュータウン1層SM413台610坪

エディオン、ダイソーなどが出店する大型NSCの核店舗
ワンウェイで要所に専門コーナーを配して立ち寄り率を高める
魚惣菜、カットフルーツなど生鮮デリカに本格的に取り組む
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ームゾーンになっていて、保育園、
幼稚園から小中高、大学まですべて
揃っている文教の町でもある。

SCはJR長崎線高田駅から歩いて
10分ほど、小高い丘を切り開いたよ
うな高台にあって、周辺の街が見渡
せる。形態はオープンモールで、平
面中央部が400台規模の駐車場。

マックスバリュの店舗は売場面積
610坪の 1フロア。コの字型の主通
路を広く取り、平台ないし平冷ケー
スを多く配置。青果側主通路とグロ
サリーのフロア部との境を壁で仕切
り、出入り口を一か所にしたワンウ
ェイコントロール方式のレイアウト。
「各コーナーを専門店的な空間に

してお客様に集中してもらい立ち寄
り率を高めるため」（益田雄治マック
スバリュ九州執行役員西九州事業部
長）と言い、カットフルーツ、鮮魚
対面、魚惣菜、豊州牛対面、リカー
など専門コーナーを散りばめる。

全体的な店づくりについて、益田
執行役員は「味、鮮度、素材にこだ
わった商品をワンランク上のサービ
ス、品揃えで提供するライフスタイ
ル提案型スーパーマーケットをコン

セプトに、地域の嗜好を重視した地
域密着の品揃えと同時に新しい発見、
提案を行って多様なニーズに応えら
れるような店にしたい」と説明。

その実現のため、鮮魚、精肉でイ
ンストア加工の比率を高めている。

精肉では8尺ほどの対面売場を設
け、和牛をインストア加工で販売す
る。交雑種の豊州牛をメインで展開。
同じ長与町内にあって、高い支持を
集めているマックスバリュ長与店も
昨年 9月 14日にライフスタイル型

SMにリニューアルしているが、長
与店でも精肉のインストア加工比率
を以前の4割から7割に引き上げて
いる。牛の他、豚肉、鶏肉でも地元
長崎産を中心に扱い、長崎産ジビエ
や牛肉ホルモンも強化している。

鮮魚もフルオープンキッチンのイ
ンストア加工中心で、海に囲まれた
長崎で水揚げされた生魚を中心に扱
い、鮮魚寿司も運営している。地元
の魚を使っているため、ネタの魚種
は豊富で、人気があると言い、最近

マックスバリュ長与中央店
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水産部門で製造する、きびなご塩焼などが並ぶ魚惣菜

対面で丸魚の調
理承りに力を入
れる鮮魚売場

水産部門が展開
する鮮魚寿司。
生ネタ使用で人
気に

マックスバリュ九州指定の生産者が育てた「豊州牛」をインストア加工で販売

長崎県産のジビ
エのコーナー

長崎で人気の明
治屋の加工肉を
コーナーで展開
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の改装店でも実施し、鮮魚寿司の店
舗数は増えている。

さらに、水産部門では焼魚、煮魚
の魚惣菜に本格的に取り組んでいる。
バックヤードに機械を入れて水産部
門で仕入れた魚を使用して製造、専
用平台にきびなご塩
焼、エビ塩焼、いわ
し煮付などを並べる。
「地元の旬の魚の焼
物などを提供でき、
お客様からも食べた
ことのなかった魚を
食べてみて美味しか
ったという声はよく
聞きます」（池田大マ
ックスバリュ長与中
央店店長）と言い、
素材の購入にも繋が
っているようだ。益
田執行役員も「地元
の魚を焼いたり煮た
りして提供するのは
画期的。その美味し
さはさらに認知され
てくると思う。当日
仕入れ品を製造する
のを原則にし、価格
は値頃を抑えるよう
にしています」と話
している。
さらに青果部門で

はカットフルーツに注
力、基 本 的 に は
100％インストア加工
で行い、専門コーナ
ーを設置して展開す
る。ただ、そこに掛か
る人時増をカバーす
るため、その他の青
果物でのアウトパック
比率を上げている。

デリカではおかず
バイキングを広いス
ペースで展開、ここ
でも地元長崎の食材
で作ったおかずの品

揃えを増やしている。さらに、長崎
発祥のトルコライスやレモンステーキ
重などを販売、地元色を強めている。

マックスバリュ九州ではチーム運
営に力を入れているが、この店では、
「採用時からパート社員に1人2～3

役できるようにお願いし、部門では
なく、業務に人を付けるようにして
います。生鮮の方が品出しするとか、
フロアの方も空いている時間に他の
業務を積極的にしてもらうようにし
ています」（池田店長）と言い、時給

SJNEW STOREREPORT
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は水産とサービスデリ以外は同じに
して、組織的にも動かしやすくして
いる。

近くにある長与店は開業18年で、
全社中売上ベスト 10に入るドル箱
店。戸建て住宅に囲まれ、所得水準
の高い商圏にある。中央店開店後は
自社競合で一時、売上が減少したが、
改装後は右肩上りに転じている。長
与エリアはそれまで、商業流出エリ
アだったが、イオンタウンで商業集
積度が上がったこととマックバリュ
が2店に増えたことで流出を食い止
め、シェアを高める狙いだ。
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マックスバリュ長与中央店

店舗名 マックスバリュ長与中央店
ＳＣ名 イオンタウン長与
所在地 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1‐1‐1
電話番号 095‐814‐5570
開店日 2017年５月27日（土）
建物構造 鉄骨造平屋建て
敷地面積 約33,000㎡（SC全体）
延床面積 約10,800㎡（SC全体）
総賃貸面積 約9,000㎡
店舗面積 2,015㎡
駐車場 413台
駐輪場 127台
店長 池田大氏
従業員数 106名（社員9名、パート97名(実数））、SC全体約380人
営業時間 9：00～23：00
休業日数 年中無休
レジ台数 6台（うち4台セミセルフ）
店舗特性 NSC内
商圏特性 ニュータウン
総店舗数 マックスバリュ九州154店、イオンタウン139SC
交通 ＪＲ長崎本線高田駅から徒歩10分

商圏特性

1次（半径1km圏内）4,584世帯12,436人
人員別世帯比率
1人世帯 18.1%
2人世帯 32.1%
3人世帯 22.8%
4人世帯 19.0%
5人以上世帯 8.0%
平均世帯人員 2.54人
持ち家比率 59.7%
1戸建て比率 54.9%
共同住宅比率 44.3%

人口構成比
年少人口 17.2%
労働力人口 64.7%
老齢人口 18.0%
夜間人口比率 50.9%
昼間人口比率 49.1%
年齢別構成比
0歳～19歳 22.6%
20歳～29歳 10.4%
30歳～49歳 28.4%
50歳～69歳 26.0%
70歳以上 12.6%
2次（半径2km圏内）14,290世帯39,258人
3次（半径3km圏内）26,186世帯70,114人
特性 社宅居住性の強いエリア

商圏特性は (r4b：技研商事インターナショナル）より作成

■DATA マックスバリュ長与中央店

オーガニック、グルテンフリーなどヘルス＆ウエル
ネスを強化するグロサリー

レジはセミセルフと通常レジの混合

エディオンなどが入り、413台のフロントパーキ
ングのイオンタウン長与

長崎の食材で作ったおかずを中心にしたバイキングコーナー

長崎発祥のトルコライス。同店オリジナル版

リカー売場も周りを囲ってコーナー化










