
  

 
２０１４年７月３日 

マックスバリュ西日本株式会社 
	 
	 

ザ・ビッグ篠山店オープン!!	 
～兵庫県内２店舗目～	 

	 

マックスバリュ西日本株式会社（本社：広島県広島市 ／ 代表取締役社長：加栗	 章男）は、 
２０１４年７月１０日（木）に『ザ・ビッグ篠山店』（兵庫県篠山市）をオープンいたしますのでご案

内申し上げます。	 

	 

当店は、兵庫県中東部に位置する篠山市内、県道７７号線沿いに、当社のディスカウント業態

であるザ・ビッグとして出店いたします。兵庫県内では、２０１２年のザ・ビッグエクストラ氷

上店に続きこの度の篠山店が２店舗目、ザ・ビッグ店舗全体では３８店舗目の出店となります。	 

	 

ザ・ビッグ業態は、当社が２０年以上に渡り培ってきたスーパーマーケット事業のノウハウを活か

し、食料品を中心に日用雑貨や生活必需品、使用頻度の高い商品などにおいて、お買い得な価格を実

現した総合ディスカウントストアです。「買えば買うほど安さがわかります」をコンセプトとして、徹

底的に価格にこだわった商品を、安全・安心を添えて豊富に品揃えしております。	 

 

当店は、「地域で一番家計にやさしいお店」として、食料品を始め洗剤などの生活雑貨品、インナー

などの実用衣料品など、地域の皆さまが毎日の生活に必要な商品を幅広く、お買い得価格で品揃えし

てまいります。陳列においても、“幅”と“高さ”をとり大量に展開することで、見やすく分かりやす

い迫力・魅力のある売場を目指してまいります。また、地元の新鮮な野菜、舞鶴漁港から直送する生

鮮魚、但馬牛など、地元で支持の高い商品もご提供してまいります。更に、価値・味にこだわった出

来たての丼物やお惣菜、単身世帯向けにご飯からおかずまで１食分がセットになった冷凍食品のトップバリ

ュレディミールや、調理時間を短縮したいといったニーズへの対応としては加熱するだけで夕食のメインと

なる「簡単・便利」な商品を豊富に品揃えしてまいります。３６５日欲しい商品を欲しい数だけ驚きの価格で

提供する、衣食住揃った総合ディスカウントストアとして、お客さまに満足していただける店づくりを目指し

てまいります。	 

  

毎月第２日曜日には、売場の表示価格より５％ＯＦＦにてお買い求めいただける「ザ・ビッグデー」や、２０

日、３０日実施の「お客さま感謝デー」、毎週水･木曜日開催の「８５円均一祭」など、お客さまにお買い得な

企画を実施してまいります。 

 

当店は、従業員が働きやすい職場作りを行うと共に、店内作業の効率化、省力化什器の導入による商品

補充回数の軽減化など、コストパフォーマンスを向上させることにより、継続的な低価格実現を達成してま

いります。 

 
【店舗概要】 

店 名：	 	 ザ・ビッグ篠山（ささやま）店	 

所 在 地：	 〒６６９－２３４５	 	 

兵庫県篠山市東岡屋字桑ノ木ノ坪１４１番地	 

NEWS	 RELEASE  



電 話：	 ０７９－５５４－１６００	 

Ｆ Ａ Ｘ：	 ０７９－５５２－２６２０	 

開 店 日 時：	 ２０１４年７月１０日（木）ＡＭ７時オープン	 

営 業 時 間：	 ７：００～２１：００	 

休 業 日：	 年中無休	 

建 物 構 造：	 鉄骨造り平屋建て	 

駐 車 台 数：	 ４０８台	 	 

テ ナ ン ト：	 ９店	 

店 長：	 反橋	 真一（ソリハシ	 シンイチ）	 

従 業 員 数：	 総計	 １２５名 
【正社員１７名、フレックス社員（パートタイマー）１０８名を含む】	 	 

規 模：	 敷地面積	 ２４，３６０㎡、商業施設面積	 ５，８７９．８８㎡、	 	 

直営売場面積	 ５，２９１．２５㎡（ｲﾝﾃﾅﾝﾄ	 ３１３．９２㎡）	 

商 圏：	 人口	 約４１,０００人、世帯	 約１４,０００世帯（車約２０分）	 

	 

【店舗構成】	 

	 店	 	 名	 業	 	 種	 階層	 	 営	 業	 時	 間	 開	 店	 日	 

１	 ザ・ビッグ篠山店	 
ディスカウント	 

スーパーマーケット	 
１階	 ７：００～２１：００	 ７月１０日	 

２	 
丹波ささやま	 

農業協同組合	 
ＡＴＭ	 １階 ７：００～２１：００	 ７月１０日 

３	 中兵庫信用金庫	 ＡＴＭ	 １階 ９：００～２１：００	 ７月１０日 

４	 
フラワーショップ	 

イシス	 
フラワーショップ	 １階 ９：００～１９：００	 ７月１０日 

５	 マルヒラクリーニング	 クリーニング	 １階 ９：３０～２０：３０	 ７月１０日 
６	 大阪屋	 たこ焼き、ラーメン	 １階 １０：００～２０：００	 ７月１０日 
① 	 あぐろ畑	 農園芸用品販売	 １階 ９：００～１９：００	 ７月１０日 
② 	 美容室アスカ	 美容院	 １階 ９：００～１９：００	 ７月１０日 
③ 	 証明写真	 証明写真	 １階 ７：００～２１：００	 ７月１０日 
④ 	 宝くじミムラ本店	 宝くじ販売	 １階 １０：００～１８：３０	 ７月１０日 
※	 現時点の予定となっておりますので、店名・オープン日等は変更になる場合がございます。 

	 

【当店の特徴】	 

・農産売場では、たまねぎやじゃがいもなど利用頻度の高い商品を中心に徹底的に価格にこだわる

とともに、鮮度を打ち出してまいります。また、地場野菜をエリア調達し、新鮮な野菜や旬の果物

をお買い得価格にて品揃えしてまいります。その他、個食に対応した炒め物用、煮物用などの包丁を使

わずに簡単に調理できるカット野菜を品揃えしてまいります。	 

	 

・水産売場では、舞鶴漁港より旬の生鮮魚を直送しご提供してまいります。また、生鮮魚を店内で

お造りに加工し、鮮度にこだわった「お刺身」をご提供してまいります。その他、買い置きに便利

な干物や冷凍魚などの品揃えを充実させてまいります。	 

	 

・畜産売場では、牛肉・豚肉・鶏肉を圧倒的な価格でご提供してまいります。その他ブランド肉で

ある『但馬牛』を品揃えしてまいります。また、調理の簡単なタレ付き、衣付き商品や、フライパ

ンで焼くだけの味付け肉やハンバーグなどの便利商材をお買い得価格にて品揃えしてまいります。	 

	 

・惣菜売場では、１９７円の得安弁当や店内で製造した２９７円のお弁当など、味・価値にこだわ

った商品を豊富に品揃えしてまいります。また、１個５７円のコロッケや９７円のフライなど、夕

食のもう一品として、おつまみやおやつとしてもご利用いただける商品を、お買い求めいただきや



  

すい均一価格にてご提供いたします。	 

	 

・日配売場では、京都福知山・嶋七のかまぼこをご提供してまいります。冷凍食品売場では、７７

円均一、１５７円均一を中心としたアイスクリーム、１２７円均一、１３７円均一を中心とした冷

凍食品を豊富に品揃えしてまいります。加工食品売場では、足立醸造の醤油・みそなどを、酒売場

では地場清酒（鳳鳴、秀月、奥丹波など）を展開してまいります。	 

	 

・非食品売場では、生活必需品を中心に普段の生活に欠かせない商品を豊富に品揃えしてまいり

ます。ファミリー層に向けては行楽用のアウトドア用品、お子様向けのスポーツ用品や文房具など、

また３世代世帯・シニア世帯を対象にシニアサポート商品や介護用品などを品揃えしてまいりま

す。 

 

【お買い得企画】 

 当店は、毎月第２日曜日を「ザ・ビッグデー」として、売場の表示価格より５％オフの企画や、イオン各

店２０日、３０日の「お客さま感謝デー」、毎月５日、１５日、２５日の「わくわくデー」、毎週水・木曜開催

の「８５円均一祭」など、お客さまにお買い得な企画を実施し、地域のお客さまに満足していただける

店づくりを目指してまいります。 

 

【環境保全・社会貢献活動の取り組み】 

マックスバリュ西日本株式会社では、人にやさしい・環境にやさしい店づくりを目指し、さまざまな環境保

全活動、社会貢献活動に取り組んでおります。 

 

□	  お買物袋持参運動の推進 

お客さまとともに行う省資源・ゴミ削減活動や地球温暖化の主たる要因であるＣＯ２の削減を目指し、お

持ち帰り専用のお買い物カゴ「マイバスケット」、お買い物エコバッグを販売し、レジ袋の削減を積極的

に推進してまいります。 

 

□ リサイクル資源の回収 

店頭において牛乳パック、アルミ缶、スチール缶、食品トレー、ペットボトルの回収ボックスを設置し、リ

サイクルの推進を図ります。 

 

□ 再生ペットボトルを使用した制服、白衣を使用 

従業員が着用する制服（ジャンバー、エプロン）及び白衣は、すべてペットボトルを再生してつくった

ポリエステルを素材に使用したエコマーク認定品です。 

 

□	 従業員による地域清掃の実施 

   良き企業市民として地域の皆様と共に環境保全に取り組んでいき、毎月１１日を「いい日・いい街・イオ

ン・デー」とし、近隣の公共施設を中心とした清掃を、継続して実施してまいります。 

 

□	 幸せの黄色いレシートキャンペーン 

毎月１１日のイオン・デーに、お客さまのレシートを応援したい地域のボランティア団体の投函ＢＯＸへ

入れていただくと、お買い上げ金額合計の１％相当の品物を寄贈するキャンペーンを実施してまいり

ます。    

 

［快適にお買物できるための取り組みの一例］ 

◆	 電子マネーのご利用 

・お買物の精算が簡単に行なえる電子マネー「WAON」（ワオン）がご利用いただけます。イオンの電

子マネー「WAON」は、お買い上げ金額２００円のご利用ごとに WAON ポイント１点を付与し、１００ポ

イント単位で１００円相当のお買物が出来るようにポイント交換ができます。 



・毎月５日、１５日、２５日の「わくわくデー」では、WAON ポイントが２倍になるお得な企画をご用意いた

しております。 

・５５歳以上のお客さまを対象とした「Ｇ・Ｇワオンカード」のご利用では、毎月１５日を「Ｇ・Ｇ感謝デー」

として５％の割引をおこなっております。 

・毎月２０日、３０日はお客さま感謝デーとして、電子マネー「ＷＡＯＮ」カードにてお支払いいただくと

５％ＯＦＦでお買物いただけます。 

・ご当地ＷＡＯＮ（兵庫県のご当地ＷＡＯＮは、姫路城ＷＡＯＮ、兵庫コウノトリＷＡＯＮの２種類）にて

お支払いただくと、お買い上げ金額の０．１％が提携自治体や団体に寄付されます。 

        
               姫路城ＷＡＯＮ                 兵庫コウノトリＷＡＯＮ 

２０１３年度寄付実績  １８９万３５３６円                    ６３万５２７５円 

寄付団体           姫路市                 財団法人ひょうご環境創造協会 

 

◆	 イオン銀行AＴＭの設置 

店舗営業時間内はいつでもご利用いただける、イオン銀行の ATM を設置いたしております。 

 

◆	 身障者専用駐車場 

店舗駐車場に、ご高齢の方、ハンディキャップをお持ちの方のために身障者用駐車場を設けておりま

す。 

 

◆	 ご意見承りボックス 

店舗内に、お客さまの声を店舗運営に活かしていけるように、お客さまのご意見やご要望などを承るご

意見箱を用意してあります。 

 
【店舗周辺地図】 

	 
	 

	 

	 

	 

 

【交通】 

・ＪＲ福知山線を篠山口駅にて下

車。 

神姫バスにて東岡屋にて下車。

徒歩約５分。 

 

【車】 

・舞鶴若狭自動車道「道南篠山

口 IC」を降り、網掛交差点を左

折、県道36号線へ。西吹交差点

を右折し、東岡屋交差点を右折

するとサインポールが見えま

す。 



  

【県別、業態別店舗数]】	 	 	 	 （２０１４月７月１０日時点）	 	 	 

	 

	 

SSM	 SM	 CSM	 BIG	 合計	 

兵庫県	 ５４	 ２８	 ３	 ２	 ８７	 

岡山県	 ３	 	 	 ８	 １１	 

広島県	 １２	 ５	 １	 ９	 ２７	 

山口県	 ２２	 ３	 	 １１	 ３６	 

愛媛県	 ５	 １	 	 １	 ７	 

香川県	 ２	 	 	 ４	 ６	 

徳島県	 	 	 	 ３	 ３	 

合計	 ９８	 ３７	 ４	 ３８	 １７７	 

 
※兵庫県内のザ・ビッグ店舗（２店舗） 
	 篠山店（篠山市）、氷上店（丹波市） 

 

（注） 
ＳＳＭ＝ｽｰﾊﾟｰｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ	  
（ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ売場面積2,000㎡規模） 

Ｓ	 Ｍ＝ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ	 	 	 	  
（ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ，ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｴｸｽﾌﾟﾚｽ，	  
売場面積1,000㎡規模） 

ＣＳＭ＝ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 
（ｳｴﾙﾏｰﾄ	 売場面積500㎡規模） 

ＢＩＧ＝ｻﾞ･ﾋﾞｯｸ業態 
� 

 


