
「マルエツ 板橋南町店」オープンのお知らせ

２０２２年９月８日（木）、東京都板橋区に「マルエツ 板橋南町店」をオープンいたしますので、その概要に

ついてご案内いたします。

お客さまに“しあわせいかつ。”をお届けするマルエツは、安全でおいしい商品の提供を通じて、健康で

豊かな食生活に貢献することを目指しています。

長きに渡り、多くのお客さまにご愛顧をいただいておりました「池袋店」の閉店から２年６ヵ月、装いも新たに

お客さまのニーズやマーケットの環境変化に対応し、デジタル化への取り組みやリアル店舗ならではの

強みを活かした、お客さまの困りごとを解決するお店として、「板橋南町店」が誕生いたします。「鮮度」

「商品との出会い」「ストレスゼロ」「繋がり」といった４つの価値をご提供することにより、お客さまが笑顔に

なれる、また、サステナブルな社会の実現に貢献でき、地域に親しまれるお店づくりを目指します。
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お客さまの困りごとを解決する、新しいお買い物体験の実現を目指します

１.店舗名称 マルエツ 板橋南町店（いたばしみなみちょう）店

２.オープン日時 ２０２２年９月８日（木） 午前９：００オープン

３.住所 東京都板橋区南町２１番１号

４.電話番号 ０３-３９７２-３６７０

５.売場面積 １,３１９㎡（３９９坪）

６.建物構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造／地上２階地下１階建

７.店長名 後藤 寿史（ごとう ひさし）

８.従業員数 ８６名（８時間換算）

９.年商目標 ２１．２億円

１０.営業時間 ９：００～２３：００

１１.取扱品目 青果・精肉・鮮魚・惣菜・ベーカリー・日配食品・一般食品・日用雑貨

１２.駐車場 ２２６台（共用）

１３.駐輪場 ５４５台（共用）

１４.テナント ドラッグストア「どらっぐぱぱす」、クリーニング「きょくとう」

店舗概要

２０２２年９月１日

※掲載の写真はイメージです
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「高鮮度」・「出来たて」にこだわった、当社にしかない魅力的な商品との出会い

【産地直送商品と生鮮素材を活用した出来たてのお惣菜】

【贅沢で美味しい、価値ある商品】

鮮魚では、豊洲市場より直送した
新鮮で豊富な生魚を、お造りや
鮮魚寿司「魚悦」で販売いたし
ます。鮮魚寿司「魚悦」では、国産
生本鮪・生サーモンなどを使用
した色鮮やかな「ケーキ寿司」、
「カップ寿司」を品揃えいたします。
また、二枚おろしや三枚おろし
などの調理加工も喜んで承ります。

鮮魚や精肉で販売している
生鮮素材を活用し、出来たて
のお惣菜をご提供いたします。
豊洲市場直送の生魚の
塩焼きや、店内パン粉付け
した「生アジフライ」、旬の
野菜の天ぷらなど、種類
豊富な品揃えで販売いたし
ます。

精肉では、豊富な品揃えで
地域No.１の焼肉売場を展開
いたします。
また、自家製飼料にこだわる
千葉県旭市イワイ牧場で成育
された、キメ細かい肉質と上品
な甘みが特徴の雌牛限定当社
オリジナル「優夢牛」や、天然
ハーブを添加した飼料で
育った沖縄特産「美ら島あぐー
豚」を品揃えいたします。

惣菜では、店内で生地を伸ばし、
専用窯で焼き上げた人気の
『窯焼ピッツァ』を、ハーフサイズ
やスイーツピッツァまで種類
豊富に展開いたします。
また、カレー４種類と、「ジャスミン
ライス」、「ナン」等からお好みで
組み合わせいただける「選べる
カレー」を販売いたします。

「野菜と一緒に食べる４種の肉
寿司盛合せ」や「寿司ぱふぇ」
（ローストビーフ＆生ハム）など、
見た目も楽しめる海鮮だけで
ない寿司メニューのほか、当社
自慢のおはぎで使用している
あんこを使った「炙り団子」、
青果の焼き芋を使用した
「焼き芋カスタードブリュレ」
等を販売いたします。

青果では、近隣の練馬区や、
東久留米市で生産された
鮮度抜群のさまざまな地元
野菜、果実を販売いたします。
季節によって、江戸東京野菜
（八丈オクラ、寺島ナスなど）も
ご提供いたします。

※掲載の写真は全てイメージです
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【自信を持っておすすめするこだわりの商品や、話題商品・有名店の人気商品】

日配食品では、キムチの品揃え
を中心に、韓国食材コーナーを
展開いたします。また、人気の
キンパ、「太っちょマカロン」を
はじめとした冷凍食品も幅広く
品揃えいたします。
一般食品では、米マッコリや
チャミスルといった韓国酒の
品揃えを強化し、韓国系の菓子
も展開いたします。

マルエ ツが自信を持っ て
お客さまのために選び抜いた
「ｍａｒｕｅｔｓｕ３６５」。「毎日、
おトクを楽しもう！」をキャッチ
コピーに、食品から日用品まで
各売場で展開いたします。
お手頃な価格やこだわりの
品質でお客さまの生活を応援
いたします。

【ウェルネス（健康）やサステナブルの実現につながる商品】

青果では、 U.S.M.Holdingsの
自社工場で、完全に密閉された
環境下で生育を科学的に
コンロールしながら栽培された、
洗わずに食べられる「グリーン
グロワーズ」のレタスを販売
いたします。
野菜本来のおいしさや鮮度を
追求しながら、サステナブル
で安全・安心、栄養価が高い
未来志向のレタスです。

日配食品では、全国の有名
餃子や、有名チェーン店人気
メニューの冷凍食品を集合
展開いたします。
また、こだわりのお豆腐として、
相模屋の手作り豆腐「豆腐
工房おかべの郷」を当店
限定・数量限定で品揃え
いたします。

※掲載の写真は全てイメージです

惣菜では、野菜をふんだんに
使用したメニューや野菜料理
研究家、庄司いずみ先生監修
の大豆ミートのお弁当を展開
いたします。
ベーカリーでは、発芽玄米パン・
ベーグルのほか、発芽玄米と
黒米パンを使用したバーガーを
品揃えいたします。
一般食品では、栄養豊富で注目
の高いオートミールや健康茶の
品揃えを強化いたします。

おいしく食べながら、からだに
必要な栄養素を補ったり余分
にとりがちなモノを減らすことを
ご提案するため 、 「 も っ と
からだにイイコト！」をアイコン
とした売場を展開いたします。
たんぱく質やミネラル、減塩
などを色分けしたP OP等を
活用しご案内いたします。また、
乳成分不使用や小麦粉不使用
といった商品についてもPOPを
使い、分かりやすく表示いたし
ます。
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Ｓｃａｎ＆Ｇｏアプリによる会員制プログラムを導入いたします。年会費５,０００円のプライム会員になると、
さまざまな特典やお得なサービスがご利用いただけます。

※事前にＳｃａｎ＆Ｇｏアプリからの登録が必要です。
Ｓｃａｎ＆Ｇｏアプリは、レジレスでスマートな買い物体験をはじめ、各種デジタルサービスがご利用
いただける、Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈｏｌｄｉｎｇｓのスマートフォンアプリです。

マルエツプライム（会員制プログラム）初導入

■スマートフォン決済サービス「Ｓｃａｎ＆Ｇｏ （スキャンアンドゴー）」
お客さまご自身のスマートフォンで商品登録を行い、レジに並ばず、
スピーディーにお買い物ができるスマートフォン決済サービス
「Ｓｃａｎ＆Ｇｏ （スキャンアンドゴー）」を導入し、レジ待ち時間の解消
につなげてまいります。

※掲載の写真は全てイメージです
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■宅配商品受け取りロッカー
宅配商品の受け取りに便利な 「PUDOステーション」、
「Ａｍａｚｏｎ Ｈｕｂロッカー」を設置いたします。ネット
等で注文した商品などを指定したロッカーから
好きなタイミングで商品を受け取ることができます。
お買い物ついでにもご利用いただけます。

■「Uber Eats（ウーバーイーツ）」を利用した配達サービス

※掲載の写真は全てイメージです

■即時配達サービス
お店で取り扱う商品をご注文から最短３０分で
お客さまのご自宅までお届けする、Ｓｃａｎ＆Ｇｏ
アプリからご利用いただける即時配達サービスを
近日中に開始予定です。

■らくらくクマさん宅配便
店内でお買い上げいただいた商品を３時間以内に
ご自宅へ配達（有料）する宅配サービスです。
有効期限内にご指定回数をご利用いただける
お得な定額制のパスポートも販売しております。

■デジタルシェルフ
オードブル・お寿司などのごちそうメニューや季節の
果実、ギフトなどを、サービスカウンターにある専用
のタブレットでご注文いただける予約販売メニューを
ご用意し、新たなお買い物体験をご提供いたします。

多様なお買い物方法・受け取り方法から自分好みの方法が選択できる

■マルエツのネットスーパー（オンラインデリバリー）
お店で取り扱う商品をスマートフォンやパソコンから
ご注文いただき、ご自宅や配送エリア内のご指定の
場所で商品をお受け取りいただけるサービスです。
注文いただいた商品は指定の配送時間帯でお届け
いたします。

オンラインデリバリーでご注文いただいた商品は、
店内の「ピックアップルーム」や、駐車場に設置
の「ピックアップステーション」にて、車から降りず
にお支払い済みの商品をお持ち帰りいただけます。
仕事帰りやご希望の時間帯に便利にご利用
いただけます。

◇「ピックアップルーム」、「ピックアップステーション」

「ピックアップルーム」 「ピックアップステーション」

当店の取扱商品の中から約１ ,５００品目を、
「Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ」Ｗｅｂサイトや アプリからご注文
いただけます。ご注文後、平均３０分 （※）程度で
お客さまの元へお届けいたします。
（※）天候、その他の要因により、到着時間が変動する場合が

ございます。
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■フードドライブ活動
板橋区と連携し、地域社会の課題
解決や食品ロス削減に貢献する
「フードドライブ」活動を実施いたし
ます。当社オリジナルの食品寄付
ボックスを設置し、お客さまから
お預かりした食料品を、フード
バンク団体を通じて、支援が必要な
ご家庭などに寄付いたします。

■シェアリングサービス
地域の移動手段の一助として、
店舗出入口付近に、「ＬＵＵＰ」
のシェアリング電動キック
ボードと、「ダイチャリ」のシェア
サイクル電動アシスト自転車を
設置いたします。

※掲載の写真は全てイメージです

当店は、東京メトロ有楽町線および副都心線「要町駅」から北東７００mに

あります。店舗前には山手通り、北側には川越街道が東西に通り、南側

には要町通りが東西に通っています。店舗周辺は、戸建住宅・マンション

が混在した住宅地で、ほぼ平坦な地形となっています。
＜商圏特性（７００m）＞

人口：４０,６５７人 世帯数：２６,３２６世帯

世帯伸長率：１００.７％（２２/２１年対比） 世帯当り平均人員：１.５４人

世帯人員比率：板橋区と比較して、単身世帯が６４.７％と１３.４％高く、２人以上世帯が

低い地域となっています。

年齢別人口構成比：板橋区と比較して、１５歳～４４歳が４９.８％と９.１％高く、それ以外

の年齢は低い地域となっています。

■当社の地域別店舗数状況（２０２２年９月８日予定）

地域 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 茨城県 栃木県 合計

店舗数 １４９ ５４ ５０ ４９ １ １ ３０４

東京メトロ有楽町線・副都心線「要町駅」
３番出口から徒歩約８分

商圏概要

地域との繋がりやサステナブルな社会の実現に向けた取り組み

■お問い合わせ先 経営管理部（広報） 都築・會田・古澤 （電話 ０３-３５９０-００１６） 以上

■電気自動車用急速充電スタンド設置
お客さま用駐車場に、お買い物中にもご利用
いただける電気自動車の急速充電スタンド２台
（有料）を設置いたします。

■ペットボトルキャップから生まれた買い物カゴ導入
マルエツで店頭回収したペットボトルキャップの
再生原料を約３０％使用した買い物カゴを導入し、
プラスチックとＣＯ₂の削減に貢献いたします。

■ふれあいコーナー
地域との繋がりを創出する場と
して、地域活動や交流の場と
してご利用いただけるふれあい
コーナーを設置いたします。また、
お一人 さまで も く つ ろいで
いただける、イートインコーナー、
テラス席をご用意しています。


