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京阪神を中心に「高質食品専門館」
を展開している阪急オアシスが4月
1日、JR大阪・梅田にオープンした
新業態店「キッチン＆マーケット」。
「買う・食べる・集まる」をキーワ

ードに食品スーパーとイートインス
ペースを合体させた本格的な都心部
の「グローサラント」1号店が話題
を呼んでいる。

ヨーロッパの街角で見掛けるマル

シェのように新鮮な生鮮食品を販売
する傍ら、併設されたダイニングス
ペースで、旬の食材を使った料理を
提供、お気に入りの食材や調味料も
購入することができる。食材の販売
と飲食が融合し、文字通り「都心部
の新オアシス」に姿を変えた。

各売場の構成は、レイアウト図や
別表の売場構成のように、7つに分
かれ、どこからでも行き来できる、

巧みな構成になっている。
売場全体をつないでいるのは⑦の

「ミート＆イートスクエア」だ。ここ
には、ビア樽の上にテーブルを乗せ
たテーブルやバーのカウンター席な
ど、100席以上がある。

ここで周囲の専門店からテイクア
ウトして来たり、冷蔵ケースから手
軽に惣菜などを買い込んで、手軽に
食事を済ませてることができる。ア
ルコールは朝・昼・夜の区別なく提
供されている。

挽きたてコーヒーや紅茶、ソフト
ドリンクもあり、ノンアルコール派
も同席していることになる。各売場
にあるレジで精算さえしておれば、
どの他エリアで買った商品でも、食
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ミート＆イートスクエア⑦

食品スーパーと飲食スペースを合体させた
「都心部の新オアシス」に
阪急オアシスキッチン＆マーケットルクア大阪店
大阪府大阪市北区

種別立地階層業態駐車場売場面積
新店駅近1層グローサラント660台440坪

7つのエリアに分かれた、巧みな売場構成
ヨーロッパのマルシェを思い起こす空間に
SNSの拡散で新規の来店客が増えている
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べることができる。
石畳風の床になった①から⑥まで

のエリアを回ってみよう。
①の「メルカ」は、イタリア食材

の販売をメインにしたエリアだ。本
格的な焼き窯があって、焼きたての
ピザが提供されている。生パスタも

阪急オアシスキッチン＆マーケットルクア大阪店
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キッチン＆マーケットの売場構成
主なジャンル名称No.
チョコレートタワー チョコファクトリー
ピザフォカッチャ ワイン リカー
クラフトビール＆カフェ ピザ＆パスタ
ワールドマーケット パスタラボ

Merca
（メルカ）①

スイーツマーケット フルーツジュース
スフォリアテッラ クレープ フルーツパーラ―

SWEETSATHOME
（スイーツアットホーム）②

魚と海鮮鮨酒場 マグロ解体即売 干物
石窯ハンバーグとステーキ MeatFesta
熟成牛肉 焼肉バーベキュー 精肉

FreshGarden
（フレッシュガーデン）③

鶏三昧 KATSU屋 TAMAGO DELI
SAKANA Onigiri本舗

DELIStation
（デリステーション）④

だし・調味料 日本酒・焼酎 量菓子
コーヒー お菓子

GourmetCorner
（グルメコーナー）⑤

クロワッサン プリンlaPetite~Boulangerie~
（ラ・プチブーランジェリー）⑥

イートイン ドリンクステーションMeet＆EatSquare
（ミート＆イートスクエア）⑦

ワインが飲める①

キッチン＆マーケット
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製麺機で作る本場仕込みの
ものだ。カフェ席では、イ
タリアンコーヒーが飲め、
生ハムやチーズとともにワ
インが楽しめるスタンディ
ングバルが併設されている。

②の「スイーツアットホ
ーム」は、旬の果物でつく
るフレッシュジュースが自
慢。クレープやパフェなど、
季節に応じたスイーツをテ
イクアウトできる他、奥に
あるフルーツパーラーで、
ゆっくりとくつろげる隠れ
家的なスペースも用意した。
駅直結のメリットを生かす
ため、家族やちょっとした
手土産需要にも応じている。

③の「フレッシュガーデ
ン」は、農水畜の生鮮3品が揃った。
人気はワンコインのサラダバーやナ
ッツの詰め放題だ。大阪では有名な

大起水産がテナントで入り、寿司職
人が握る寿司の他、1日5回、マグロ
の解体ショーを実施、新鮮な刺身を

提供している。石釜で焼くハンバー
グやステーキは、阪急オアシスお得
意の熟成肉を使っている。店内で購
入した野菜や肉を持ち込める BBQ
コーナーが穴場的な存在になってい
る。

④は「デリステーション」だ。だ
しにこだわった唐揚げやだし巻き卵。
焼魚の他、おにぎりや弁当が並ぶ。
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ランチ需要に期待④

ギフトフルーツにも② ワンコインのサラダバー②

魚と海鮮鮨酒場③

ハンバーグ＆ステーキ③ バーベキューを予約③

こだわりの惣菜④

生ハムをスライス① 自家製パスタ①
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基本的にはランチ需要を意識した構
成になっている。

⑤の「グルメコーナー」。缶詰やお
酒に合うつまみ類が多い。通常の
SMのように、輸入食品を並べるだ
けでなく、日本各地の名産品を集め
た。

⑥の「ラ・プチ～ブーランジェリ
ー～」では、店内の工房で焼き立て
パンを提供する。阪急ベーカリーか
ら商品を入れているが、通常の 100
円パンより素材にこだわり、グレー
ドを上げている。

地下2階という立地のハンデを押
しのけて、朝から晩まで連日満員の

「キッチン＆マーケット」だが、「あ
くまで、都心部の店舗だからこそ」

（同社広報）という。他では、なかな
か成り立たないと分析。ただ、こう
したイートイン合体店舗は時流でも
あるので、形を変えてチャレンジす

る。
インスタ映えす

るスポットが多く、
SNSの拡散で新
規の来店客が増え
ている。低い単価
で長時間滞在する
客が多いので、席
を確保するのが一
苦労だ。個々に課
題も見えてきたが、

業界内の関心も高く、視察組は引き
も切らない。
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阪急オアシスキッチン＆マーケットルクア大阪店

店舗名 キッチン＆マーケットルクア大阪店
所在地 大阪府大阪市北区梅田3‐1‐3
電話番号 06‐6454‐8116
開店日 2018年4月1日（日）
建物構造 鉄骨造地上10階建てビルの地下2階
売場面積 1,455㎡（440坪）
駐車場 660台（ビル契約駐車場）
店長名 朝山 貞良氏
従業員数 133人（社員23人 パート・アルバイト110人 頭数）
営業時間 10：00～23：00
休業日数 1日（元日）
年商目標 25億円
レジ台数 28台
レストスペース 440席
店舗特性 複合商業施設内の食品核店舗
商圏特性 都心・駅前ターミナル
総店舗数 1店舗
交通 ＪＲ大阪駅直結、地下2階

■DATA 阪急オアシス キッチン＆マーケットルクア大阪店

諸国のうまいもの⑤ 日本酒も取り揃え⑤

グレードアップしたベーカリー⑥

昼前から飲んでます

商圏特性（2015年現在）
1次（5km圏内）580,386世帯1,074,772人

人員別世帯比率
1人世帯 54.0%
2人世帯 23.2%
3人世帯 12.1%
4人世帯 7.9%
5人以上世帯 2.8%
平均世帯人員 1.85人
持ち家比率 42.5%
1戸建て比率 18.8%
共同住宅比率 79.4%

人口構成比
年少人口 10.4%
労働力人口 67.5%
老齢人口 22.1%
夜間人口比率 32.0%
昼間人口比率 68.0%
年齢別構成比
0歳～19歳 14.1%
20歳～29歳 13.6%
30歳～49歳 32.9%
50歳～69歳 23.8%
70歳以上 15.5%
2次（10km圏内）1,698,735世帯3,426,248人
3次（20km圏内）3,871,316世帯8,529,686人
特性 大都市中心、吸引型

技研商事インターナショナル株式会社「MarketAnalyzerTM」で作成
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香港の中心部から地下鉄
（MTR）西鐵線に乗ると、30
分足らずで郊外の元朗駅に到
着する。改札口を出て、ショ
ッピングセンターへの通路を
歩くと「一田（YATA）」の
表示が掛かっているので、す
ぐに分かる。

2,000㎡ ある元朗店のレイ

アウトは横長だ。当初は通路幅が狭
くなるという心配があったが、うま
く仕上がった。一番先に目に入るの
は、海外からの輸入品。アメリカの
ウィスキーやワインが陳列してあっ
た。週替わりで、次週は日本からの
商品が並ぶ。左側にはケーキのシャ
トレーゼ、さらに奥には「糧友パン
工房」がテナントで入っている。売
場正面の顔は青果売場だ。有機野菜
や果物が所狭しと並んでいる。

ハム・ソーセージ、シーフードと
続くラインをのぞいているうちに、
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床はフローリングでロフト感覚の店内

「買い物して、食べて楽しめる」。
フードコート一体型の食品スーパー
一田（YATA）元朗店
中国・香港

頭上の巨大なビジョンが鮮明な画像で、CMを流している

中に作業台を備えた青果物のコーナーは、店の核
になっている

何度見ても飽きない夜景――日本人に人気のある香港の観光スポットは
「九龍と香港島」周辺に集中しているが、中国本土に面した新界地区に目を
移すと、郊外の新住民の姿が見えてくる。
西北部の地下鉄・元朗駅に隣接した「YOHOMALLΙ」。店舗の周辺は30
階建てにもなる高層マンションが林立し、ニュータウンや別荘が広がっている。
2017年10月5日にオープンした一田（YATA）元朗店。日本の商品を

数多く取り揃えたその新店を取材した。
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一番奥のホットフード
のコーナーまで行き着
いた。その前には、20
席ほどのイートインコ
ーナーがあり、午前11
時前というのに、複数
のテーブルが埋まって
いた。週末には、満席
状態が続く人気スポッ

一田（YATA）元朗店
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色とりどりのフレッ
シュ・スムージーは、
セットでも販売

売上好調の「鹿児島和牛」。100ｇ1,500円の値が付いていた

「どんな野菜が売れて
いるか」青果の責任者
と話す黄CEO（左）

「日本のものを広げたい」と京野菜のコーナーを設置している 世界中から集められた「生ガキ市場」は、変わらぬ人気だ

人気の寿司コーナー。日本と変わらない品揃えが受けているフランスやスペイン産の輸入ハムとチーズのコーナー
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トだ。「買い物して、
食べて楽しめる」食
品スーパーと一体化
させた売場づくりを
目指している。

YATAの各店で
おなじみのベビー用
品はゴンドラ2本で、
コンパクトにまとめ
ている。グロサリー
の売場表示は「中国
語、英語、日本語」
の3カ国語で、日本
語がアクセントにな
っている。目立つ日
本製品の比率は6割
に及ぶ。

元朗は新界・西北
地区の中心部に位置
する。ライトレール

SJNEW STOREREPORT
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店内にある自販機。イートインでの飲み物が、ここで買える 日本からの輸入缶詰類。品揃えは日本のスーパー顔負けだ

健康を考える人に、ビネガーとオリーブオイルの量り売り リーチインケースの中の冷凍食品も、日本産品が多かった

ホットフードの前にあるイートイン。何でも手軽に飲食できる
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やバスの便も良く、
緑に囲まれた郊外地
は、小さな子どもを
育てる若いファミリ
ー層が住む。富裕層
も多く、土日はこぞ
って買い物に訪れる。
元朗店は映画館が隣
接しており、映画を
見る前と後の両方で
来店する人が多く、
売上に貢献している。

CEOに就任以来、
積極的に出店を続け
る黄思麗氏は「社長
が何をしたいという
より、毎年変わるお
客さんが何を求めて
いるか」との声に応
える。店のスタイル
や雰囲気を変え、出
店や改装に生かして
いる。

日本と同様、香港
も「人手不足」だ。60
人ばかりいる正社員
を確保するのも一苦
労している。失業率
が 3％と低く、若い
人がサービス業を好
まないのが原因だ。
HPで求人する一方
で、セルフレジ導入
などを本格的に検討
する時期が来ている。

現在、同じ新界地区にある旗艦店
で、百貨店業態で出店している「沙
田店」の大型移転改装プロジェクト
が進行中だ。出店から 10年が経過
したショッピングセンター2、3階に
ある店舗をそっくり1、2階に移転す
る。年内にも開店の運びだ。
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一田（YATA）元朗店

「焼き立てパン」は、九州で名の知れた製パン業者だ

シャトレーゼは香港でも大人気

「お客さんの求めに応えられるよう頑張りたい」
と話す黄思麗CEO
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「感じ良い暮らし」をテーマに無印
良品を展開する良品計画が大阪南部
の80万人都市・堺市に3月20日、
従来の生活グッズとファッションの
売場を拡大し、初の食の大型専門売
場を併設した“新業態店”を開店し、
2カ月が経過した。
大阪を南北に結ぶ地下鉄御堂筋
線・北花田駅の頭上にあるイオンモ
ール堺北花田。核店舗だった阪急百

貨店が2017年7月末で撤退、同モー
ル内に2010年に出店していた無印
良品が阪急の売場跡に従来の10倍
以上の面積で増床オープンしたもの
だ。
青果売場を併設するのは昨年7月、
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生鮮食品が買えて、食べる場所も
備えた“初挑戦”満載の売場が好評
無印良品 イオンモール堺北花田
大阪府堺市北区

モールに新たな空気を吹き込んだ「無印良品」の入口

種別立地階層業態駐車場売場面積
増床店駅前1層非食品+食品2,800台1,306坪

従来の10倍以上の面積で増床オープン
温もりのある木を冷蔵ケースなど什器に多用
賑やかで対話が生まれやすい売場にする工夫

「お客さんとの会話」が生まれる鮮魚の対面コーナー

海鮮丼コーナー

丸魚をダイナミックに対面販売する鮮魚売場
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無印良品有楽町で実験済みだが、今
回は新たに鮮魚、精肉、惣菜にイン
ストアベーカリーをプラスし、無印
良品では世界最大規模店となった。
イオンに通じる1階西側の無印良
品。向かって左側が雑貨や服飾関係
の売場で、真ん中に48席のフードコ

ートがあり、その右側が全体の半分、
2,000㎡を占める「食のゾーン」にな
っている。食品比率が低い同社にと
って“初挑戦”が満載の売場だ。
配管がむき出しの天井、コンクリ
ートを打ちっ放しにした床が広がる
が、温もりのある木を冷蔵ケースな

無印良品イオンモール堺北花田
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惣菜コーナーに置かれたかまど。効果的な演出だ

生産者と直接開発した、宮崎県産の黒毛和牛などを対面で

対面で売り込む精肉売場

壁面をオープンキッチンにした惣菜売場

広すぎず、狭すぎず。居心地がいい48席のフードコート
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どの什器を囲うのに多用し、無機質
な空間を和らげている。「木目調の
カバー」ではなく「杉の板」で覆う
ことで高級感を醸し出し、天井・床
のつなぎの役目を果たさせている。
扱う生鮮食品は「産地直送」を基
本とし、朝採れ野菜や、精肉、漁港
から直送の鮮魚を販売する。店内で
販売する食品は、中央のフードコー
トで食べることができる。欧米発祥
の「グローサラント」の“無印版”だ。
入口付近には、1,300円でビュッ
フェ料理が味わえる「Cafe＆Meal
MUJI（カフェ＆ミールムジ）」もあ
る。90分の時間制限付きだが、おし
ゃべりができる食空間として、連日、
大賑わいだ。
食に関しては近年、生産者と販売
者の距離が離れていて、コミュニケ
ーションがなかった。これを縮め、
かつての市場や商店街のように、賑
やかで対話が生まれやすい売場にす

るため、無印が執った戦略は、売場
に従業員を多く配置することだった。
有人レジは4台。セルフは12台と数

を逆転させ、その分売場に人を割く
ことにした。
地場の丸魚を扱う鮮魚売場では、
パートの女性が売場で接客。魚をさ
ばく専門職の人に、お客の要望を率
直に伝えている。とっつきやすいの
で、自然に会話が生まれている。食
材に無駄が出ないように、惣菜で加
工する試みも始めた。
海外で多店舗展開している無印良
品ならではの「新規の取り組み」。取

SJNEW STOREREPORT
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鋼板部分をすべて杉板で囲った冷蔵ケースで、温
もりを伝える

ベーカリーは初めての挑戦だが、無印らしい演出ツールが見もの

行列が絶えず、女性客に好評な「Cafe＆ Meal
MUJI」
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材後、記者も出来たて弁当を買って、
フードコートで食べた。スーパーの

イートインに付き物の「気恥ずかし
さやみじめさ」を感じることはなか

った。周りの雰囲気づくりが大事だ
と改めて思った。
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無印良品イオンモール堺北花田

店舗名 無印良品イオンモール堺北花田
所在地 大阪府堺市北区東浅香山町4‐1‐12
電話番号 072‐252‐2444
改装開店日 2018年3月20日（火）
建物構造 鉄骨造 6階建て（立体駐車場を含む） 無印は1階
売場面積 1,189坪（無印）、カフェ117坪
駐車場 2,800台
店長 三品正洋氏
従業員数 300人（コンセ人員を含む）
営業時間 10：00～21：00
休業日数 年中無休
店舗特性 モール内の専門核店舗
商圏特性 中核都市、駅前店舗
総店舗数 876店（国内419店、海外457店 2018年2月末時点）
交通 地下鉄御堂筋線北花田駅2号出口すぐ

■DATA 無印良品イオンモール堺北花田

「きょうの素材」を使った試食コーナー。ここでも対話が生まれる

商圏特性（2015年現在）
1次（車10分圏）103,856世帯230,613人

人員別世帯比率
1人世帯 38.5%
2人世帯 28.4%
3人世帯 16.2%
4人世帯 12.3%
5人以上世帯 4.6%
平均世帯人員 2.22人
持ち家比率 44.5%
1戸建て比率 31.7%
共同住宅比率 63.5%

人口構成比
年少人口 12.3%
労働力人口 60.8%
老齢人口 26.8%
夜間人口比率 56.0%
昼間人口比率 44.0%
年齢別構成比
0歳～19歳 16.2%
20歳～29歳 10.2%
30歳～49歳 27.2%
50歳～69歳 24.1%
70歳以上 22.3%
2次（車20分圏）425,073世帯939,286人
3次（車30分圏）896,696世帯1,948,635人
特性 都市型・ニューファミリー性

技研商事インターナショナル株式会社「MarketAnalyzerTM」で作成

対話優先の売場のため、セミセルフレジは12台も
揃えた

「リアル店舗の価値を上
げる取り組みを」と話す
松枝展弘コミュニティマ
ネージャー

食品自主検査をフードコート内で実施

「質の良さで好評。毎日
来られるお客様も」と三
品正洋店長

お客様用一時預かり冷蔵ロッカー
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東京23区の面積と同じくらいの
大きさの国土に、560万人が住む南
国・シンガポール。中心街のオーチ

ャードロードの地下1～2階にディ
スカウント大手のドン・キホーテが
東南アジア1号店を出店した。
同社のグループで海外事業持株会
社である「パンパシフィックインタ
ーナショナルホールディングス」が
2017年12月1日にオープンさせた
もので「DONDONDONKIオーチ
ャードセントラル店」が正式名だ。
MRT（地下鉄）サマセット駅に直
結しているが、これまで「用事がな
ければ通らない」ようなウナギの寝
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人の流れをも変えた出店
「価格破壊」で長年の商習慣を打ち破る
DONDONDONKIオーチャードセントラル店
シンガポール・オーチャードロード

これまで人が通らない目抜き通り地下への出店だった

競合店を意識して、半額程度で売られているリンゴ

コンテナは、鮮度を保つ特殊なものを使っている

「お店の力さえあれば、基本的に人は呼べる」と出店
日本の食材が高くて手が出せなかった層をとらえる
「必ず受ける」と焼き芋を“驚安価格”で提供

リンゴジュースのラベルを確かめるカップル

入った途端、「日本の香り」が満載の青果売場
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床のような立地で、テナントが入っ
ては撤退を繰り返していた。賃料は
路面店の1/3程度。「お店の力さえ
あれば、基本的に人は呼べる」と敢
えて出店した。
開店してからは、「日本の商品は
いいけど、どうせ高いんでしょ！」
という予想を覆す安値で日本商品を
提供し、連日大賑いが続いている。
1駅隣のオーチャード駅の伊勢丹な
どからお客を奪い、中間にある髙島
屋は「人が増えた」と言われるほど。
人の流れを変えるインパクトを与え
ている。
地下2階は食品フロアだ。百貨店

DONDONDONKIオーチャードセントラル店
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1日50匹もさばくというサーモン。文字通り飛ぶように売れる

ドンキのテーマソングを口ずさみながら、買い物す
る人たち

「北海道産スイーツ」。特別人気のあるブランドだ

神戸牛なども揃えるが、高くなるだけなので、銘柄を絞ることに

日本人の味覚に合うよう、ローカルのメーカーと共
同開発
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系ストアの半額というリンゴやイチ
ゴ、ミカンといったフルーツ系が良
く売れている。「シンガポール人は
家で料理をしない」とされてきたが、
麺つゆやだしの素の調味料系も好調
だ。日本の食材が高くて手が出せな
かっただけだ。
予想外に売れたので、売場は欠品
しているところもある。輸送には日
本から3～4週間かかるので、在庫
コントロールが難しい。シンガポー
ル国内倉庫、物流費が思った以上に
高いということも、影響している。
POPなどは「わざと日本語を使い、
日本のドンキより日本ぽくした」と
シンガポール出店責任者である塙
真・取締役は言う。アメリカで10数
年の店舗経験があり「すべてを英語
表記にしたら、逆にフィットしなか

SJNEW STOREREPORT
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シンガポール人のハートをキャッチした「焼き芋」

新潟産の「コシヒカリ」など、銘柄米も半額で提供

大量陳列。お客の反応を見て、ディスプレイを変えていく

日本語主体で、英語をサブに使ったPOPが多い
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った」ことが参考になった。
酒税が高いシンガポールで超高級

ウイスキーを扱い、コスメ用品やパー
ティグッズで若い人の感性をつかむ。
価格破壊を伴った人気店の登場は、
同国の流通業界にも衝撃を与えた。
「ハーモニープライス（どこで買っ
ても同じ値段）」を打ち破ったからだ。
市場調査の段階で「違和感を覚えた」
という長年の商習慣。「現地で守ら
ないと仕入れが出来なくなる」とい
う声もあるが、「これを壊さないと
ダメ」と独自輸入に力を入れる。

DONKIの名を短期間にシン
ガポール中に知らしめたのには、
ある商品の存在があった。それ
は「焼き芋」だ。これまで、百
貨店系の店舗で100g単位の量
を7～8シンガポールドル（日本
円で約570円）で売っていたの
を1本2ドル（日本円で170円）
の“驚安価格”で販売した。朝
から1日14回焼き上げる。惣菜横で、
甘さが際立つ茨城産の「紅はるか」
を買い求める50人ばかりの行列が
できる。生鮮の統括責任者である檜
山健一氏が「必ず受ける」と踏んだ
秘策が大ブレークした。
人の流れが変わったことで、
DONKIに隣接して出店している東

急ハンズの売上が「倍増した」との
話もある。
アジアは「ドン・キホーテ」のよ
うな「ワクワク、ドキドキ商法」に
親和性のある国ばかりだ。シンガポ
ールでは、今年6月半ばにも2号店
を、タイのバンコクでも11月に出店
する予定だ。
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店舗名 DONDONDONKIオーチャードセントラル店
所在地 シンガポール オーチャードロード181
電話番号 +65-6834-4311
開店日 2017年12月1日（金）
建物構造 地下2階、地上12階建て （店舗は地下1～2階）
売場面積 420坪（うち食品240坪）
営業責任者 塙真氏
従業員数 160人
営業時間 24時間営業
休業日数 年中無休
店舗特性 複合商業施設内出店
商圏特性 市街地中心部
総店舗数 403店（2018年1月9日時点）
交通 MRT（地下鉄）南北線 サマセット駅直結

■DATA DONDONDONKIオーチャードセントラル店

様々なボトルが天井まで届く、お酒の陳列

「飲んで、酔って、ドンキです」と、ドンキBarを開設 日本に行った人も多く、菓子売場はいつも混み合っている

商品を見つけるごとに、歓声が上がっていた

他にはない「甘い焼き芋」の仕掛け人、檜山氏

「こんなことが出来るんですね」と泣いて喜ぶ人も
いたと塙氏

DONDONDONKIオーチャードセントラル店
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ベイシアは次世代型のチャレン
ジ店となる Newスーパーセンタ
ー1号店を3月23日（金）、千葉
県勝浦市にオープンした。

同社は関東を中心に全139店を
営業しているが、うちスーパーセ
ンターは 47店展開。今回の新店
はベイシア始まって以来の革新的
なスーパーセンターとなり、今年
6月にオープンする群馬県の前橋

小島田店や羽生店など埼玉県の3店
の新店（いずれもスーパーセンター
業態ではない）にも新機能であるベ
ーカリー＆カフェを導入する予定だ。
「ベイシアスーパーセンター勝浦
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「HanaCafe」を初導入。青果売場前で花売場とインストアベーカリーにカフェ機能を加えた

次世代型チャレンジ店となる
Newスーパーセンター1号店
ベイシア スーパーセンター勝浦店
千葉県勝浦市

勝浦店の外観。白を基調とした新しいファサードを採用

2階の「HanaCafe」はカフェスペースとキッズエリ
ア、テラスがある

種別立地階層業態駐車場売場面積
新店観光地1層カフェ併設のSuC240台1,486坪

花とカットフルーツ併設のベーカリー＆カフェ導入
デリカと生鮮を一体化し強化。肉と魚惣菜をコーナー化
業務用の大容量品を揃えながら、惣菜は少量品が中心

2階の「HanaCafe」のカウンターからガラス越しに
1階の売場が見渡せる
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店」では、ベイシアとして初めてベ
ーカリー＆カフェ「HanaCafe」を導
入した。全品を個包装としたインス
トアベーカリーに、飲料やデザート
も販売する。毎日11時半～14時半
までは日替わりのランチプレートも
税込580円で提供する。専用レジは
2台常設し、カウンターの横にはカ
ットフルーツもコーナー化。
「HanaCafe」の最大の特徴はカフ
ェ機能だが、併設してインストアベ
ーカリーと花売場を持ってくること
で、来店客が寛げる空間を演出する。
1階に20席のテーブル席を常設する

と同時に、2階にも68席の
イートインコーナーを配置。
2階はキッズコーナーとカ
フェスペースにテラスを設
けている。イートインコー
ナーに隣接してトイレも 1
階と2階に配置している。
「HanaCafe」はペチュニ
アの花をシンボルとしてデ
ザインに使用。2階のキッ
ズコーナーのドアにはチョ
ークで子供が落書きできる
黒板風にしている。1階の

レジカウンターで注文できるメニュ
ーはホットコーヒー100円、アイス

コーヒー150円、スムージーやフレ
ッシュジュース、ジェラートが各
200円、デトックスウォーターやス
ープ各種が100円、クレープ250～
450円。ポテトがシングル180円（全
て税込）。

衣食住フルラインでワンフロアの
売場に揃えた業態がスーパーセンタ
ーだが、ベイシアの勝浦店では玩具
売場と大型の住居関連品売場は削除
している。衣料品は2017年9月にオ
ープンした小山店に次いで2店目と
なるカジュアルウェア専門店

「everywear（エブリウェア）」を240
坪で展開し、SPA商品をコーディネ

ベイシアスーパーセンター勝浦店

18

青果と鮮魚売場内には冷凍野菜と冷凍シーフードを
コーナー化する

インストアベーカリーの商品は全て個包装。隣接し
て花売場を配置する

右側はカットフルーツ。左はジェラートにスムージ
ー、サンドイッチを提供

揚物バイキングコーナー。前も後側も扉式とし、後側
では従業員が商品を補充する

精肉部門が製造したミートデリカを惣菜売場内でコー
ナー化

「お魚屋さんの彩味旬菜」と名付けられた魚弁当。奥は寿司を陳列している

198円、298円の激安弁当も販売 勝浦港で水揚げされた丸魚も提供する

バックヤードに常設した干物製造機
で作られたオリジナルの干物
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イト提案しながら陳列する。
非食品は医薬品専用レジを常設し

たドラッグと化粧品、日用雑貨、キ
ッチン用品、ペット用品、文具を 1
ヵ所に集めて陳列。その前に8台常
設した集中レジを配置し、個包装化
したインストアベーカリーから食品
全般、衣料品から住居関連品まで 1
ヵ所で精算できる仕組み。

勝浦店は生活必需品をEDLPで販
売するベイシアの根本政策に加えて、
ショッピングの楽しさ・食べる楽し

さ・健康への気遣いといった、
地域のお客のニーズを深堀した、
新しいコンテンツを導入してい
る。

同社・橋本浩英社長はオープ
ン当日に勝浦店について「新し
いベイシアのスタートラインに
立った。来店頻度を上げていく
試みを実施し、進化させながら
チャレンジを続けていく」と強
調。「8,000～1万㎡のスーパー
センターではなく 5,000㎡ のコ
ンパクトサイズでも充分に勝負

できることを立証していきたい」と
語る。オープン前の3月20日～22日
までプレオープンしたが、3日間の
状況は好調で、「同じお客様が1日に
何度も来店していただいた」という。

惣菜売場は外房エリア最大級の面
積で展開し、「スーパーデリカテッ
セン」と位置付ける。精肉部門や鮮
魚部門の従業員が考案して製造した
ミートデリカや魚デリカをコーナー
化する（ベイシア初導入）。魚惣菜用
のスチームコンベクションオーブン

や干物製造機も作業場に設置。
サラダやカットフルーツも充実し、

洋から和惣菜まで幅広く品揃えし、
家族人数の少ない地域特性を踏まえ
て食べ切りの少量のデリカを数多く
ラインアップする。

鮮魚は勝浦港で水揚げされた地場
の魚を地元の卸業者と提携すること
で店頭に陳列しながら、千葉や東京
の市場で仕入れた鮮魚も取り扱う。

野菜や果物は千葉県内の市場を中
心に仕入れ、作地面積の少ない勝浦
市で多彩な青果の供給を目指す。各
地のブランド米の他、いすみ市産の
米も扱う。精肉は群馬県前橋市のベ
イシアのプロセスセンターで加工し
たアウトパック精肉を直送。前橋プ
ロセスセンターからの供給率は当初
7割を見込んでいる。

食 品 の 取 扱 品 目 数 は 1万
1,060SKU。内訳は青果 460、鮮魚
272、精肉398、惣菜160、グロサリ
ー7,680、デイリー2,090。食品のPB
は1,100。衣料品は992アイテム、住
居関連品は3,249SKU。天井高は6m、

SJNEW STOREREPORT
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行楽地でホテルや民宿が多いため、大容量の業務用食品
を数多く揃えている
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主通路は 3mとし、主なゴンドラは
170cmと低くして、売場全体を見渡
せ、開放感を出している。

酒も含めたグロサリーやデイリー
品は従業員の補充作業を軽減するた
め一品大量陳列を実施し、バックヤ
ードの在庫を少なくした。勝浦市は
海水浴を中心に年間110万人の観光
客があり、ホテルや民宿も数多く存
在しており、ベイシアの新店ではチ
ルド惣菜や冷凍食品、調味料で業務
用の大容量品もコーナー展開する。

競合店はフードプラザハヤシ勝浦
店とヤックスドラッグ勝浦店のみ。
ベイシアの店は勝浦店から車で約
30分移動した所に2店あり、両店の
中間点に勝浦店は位置する。北に
17kmの距離にベイシアスーパーセ

ンターいすみ大原店（2010年7月オ
ープン・年商目標25億円・建物の投
資額9億円）、南に25㎞離れてベイ
シアスーパーセンター鴨川店（2003

年12月オープン）が営業。「3店とも
同じ売上を見込んでいる」（橋本社
長）。勝浦店の初期投資額は通常店
の1.5倍と同社。
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ベイシアスーパーセンター勝浦店

店舗名 ベイシアスーパーセンター勝浦店
所在地 千葉県勝浦市新官字長畑1392
電話番号 0470‐73‐8100
オープン日 2018年3月23日（金）
建物構造 鉄骨造２階建て
敷地面積 1万5,131㎡
営業面積 4,912㎡、うち食品売場2,525㎡
駐車場 240台
駐輪場 130台
店長 櫻井洋平氏
従業員数 98人（うち正社員12人、パート44人、アルバイト42人）
営業時間 9：00～20：00
休業日数 1日（元旦）
年商目標 25億円
レジ台数 14台で、うち集中レジが8台
総店舗数 139店
商圏人口 5km圏内8,828世帯・1万8,219人
世帯人員 2.06人
店舗特性 全て直営のスーパーセンターで、テナントはない
商圏特性 海が近い山間部にあり、ホテルや民宿が多い
交通 ＪＲ外房線勝浦駅から徒歩20分

■DATA ベイシアスーパーセンター勝浦店

アイスが売れる立地であり、品揃えを強化している

ゴンドラの高さを170cmと低くしている。飲料は下
段をケース売りに

従来のベイシアより低いゴンドラを採用しているた
め、開放感がある

通常の集中レジは8台。今後はセミセルフレジを導
入する予定

女性に支持されているガウチョパンツ。コーディネ
イトを提案する

商圏特性（2015年現在）
1次（車5分圏）2,676世帯4,856人

人員別世帯比率
1人世帯 45.2%
2人世帯 29.7%
3人世帯 12.0%
4人世帯 7.2%
5人以上世帯 5.9%
平均世帯人員 1.81人
持ち家比率 68.3%
1戸建て比率 67.2%
共同住宅比率 31.9%

人口構成比
年少人口 7.3%
労働力人口 53.4%
老齢人口 39.3%
夜間人口比率 47.9%
昼間人口比率 52.1%
年齢別構成比
0～19歳 13.8%
20～29歳 11.3%
30～49歳 16.9%
50～69歳 28.8%
70歳以上 28.9%
2次（車10分圏）3,988世帯7,889人
3次（車15分圏）6,697世帯13,788人
特性 高齢の単身者が多い。観光地

商圏特性はMarketAnalyzer(技研商事インターナショナル）より作成










