
  

 
２０１４年７月２４日	 

マックスバリュ西日本株式会社	 

	 

	 

マックスバリュＥｘ開店！！	 

～市内４店舗目のエクスプレス～	 
	 

	 

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３０日（水）に『マックスバリュエクスプレス庚午（こうご）店』（広島県広島市）をオープン

いたしますのでご案内申し上げます。	 

	 

この度の開店により、広島市内に１３店舗目（マックスバリュエクスプレス：以下マックスバリュ

Ｅｘ	 ４店、マックスバリュ６店、ザ・ビッグ３店舗）の出店となります。マックスバリュＥｘは当

社の主力である２，０００㎡型店舗の約半分の売場面積の小型スーパーマーケットです。広島市では

２０１０年４月に１号店となるマックスバリュＥｘ広島駅北口店をオープンし、舟入南店、草津南店

に次ぐ４店舗目の出店となります。	 

当店は、生活幹線道路である国道２号線に面しており、広島電鉄宮島線「高須駅」から徒歩５分と

交通の便が良く、また市内中心部より西３．２㎞に位置する住宅密集地域に立地しています。自転車

５分圏内に約１１，０００世帯を有しており、店舗東側には２０～３０代の単身世帯、西側はファミ

リーが多い地域です。	 

当店では「地域のお客さまが毎日行きたくなるお店」をコンセプトに、売場の随所にお買い得商品

を展開し、毎日のお買い物が楽しくなるお店を目指してまいります。	 

	 

	 

【店舗概要】 

店 名： 	 マックスバリュエクスプレス庚午（こうご）店	 

所 在 地：	 〒７３３－０８２１	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 広島県広島市西区庚午北一丁目２５番２０号 
電 話：	 ０８２－５０７－１１７０	 

Ｆ Ａ Ｘ：	 ０８２－５０７－０７５０	 

開 店 日 時：	 ２０１４年７月３０日（水）ＡＭ９時オープン	 

営 業 時 間：	 ７：００～２４：００	 

休 業 日：	 年中無休	 

建 物 構 造：	 鉄骨造り平屋建て	 

駐 車 台 数：	 ２８台	 

駐 輪 場：	 ６９台	 

店 長：	 宮本	 和裕（ミヤモト	 カズヒロ）	 

従 業 員 数：	 総計	 ８５名 
【正社員８名、フレックス社員（パートタイマー）７７名を含む】	 	 

規 模：	 敷地面積	 	 2,898.81	 ㎡	 、	 延床面積	 1378.67	 ㎡、	 

直営売場面積（商業施設面積）	 981.18	 ㎡	 	 

商 圏：	 人口	 約24,000人、世帯	 約11,000世帯（自転車約５分）〈主な商圏〉	 
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【当店の特徴】	 

１．簡便商品の豊富な品揃え	 

当店の商圏に多い単身世帯に向けては、ご飯からおかずまで１食分がセットになった「トップバ

リュ・レディミール」ワントレーシリーズやお弁当用冷凍食品、包丁要らずの炒め物用や煮物用の

カット野菜、フライパンで加熱するだけのハンバーグなど、調理時間が短縮できる簡単便利な商品

を各売場にて豊富に品揃えしてまいります。	 

	 	 	 

２．地元商品の豊富な品揃え	 

	 	 デイリー売場では、やまだ屋のもみじ饅頭など地元の和菓子、広島菜漬や山崎水産のかまぼこ・

練製品などを品揃えしてまいります。	 

	 	 加工食品売場では、ますや新庄みそや川中醤油の商品を品揃えしてまいります。また、小泉本店

の御幸を始め県内の地酒２０種類を品揃えしてまいります。	 

	 	 また店内製造の弁当には広島県産米を使用いたします。単身者や女性が買いやすい少量サイズの

お弁当を品揃えしてまいります。その他地元の食材を使用した惣菜を品揃えしてまいります。	 

	 	 	 

その他カウンター式のイートインコーナーを設置しており、お買い上げいただいた商品を店内で

お召し上がりいただけるとともに、イオンドリップにて淹れたてのコーヒーをお買い求めいただけ

ます。	 

	 

［快適にお買物いただく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」カードにてご支払いいただくと

５％ＯＦＦでお買物いただけます。 

・ご当地ＷＡＯＮ（広島県のご当地ＷＡＯＮは、Hiroshima 平和祈念ＷＡＯＮ、広島県・子育てイクちゃ

ん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。 

 

                

  Hiroshima 平和祈念ＷＡＯＮ            広島県・子育てイクちゃんＷＡＯＮ 

２０１３年度寄付実績  ８４万９，２５６円                     ７２万６，２７１円 

寄付団体   広島市原爆ドーム保存事業基金                   広島県 

 

 

 



  

 
【店舗周辺地図】 

	 

	 

	 

【県別、業態別店舗数]】	 	 	 	 （２０１４月７月３０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	 ６	 １	 ９	 ２８	 

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	 ３８	 ４	 ３８	 １７８	 

 
※広島県内のマックスバリュエクスプレス店舗（４店舗） 
庚午店、草津南店、舟入南店、広島駅北口店 
当社では、北条店（兵庫県）を含め全５店舗を展開。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上 

（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 
� 

 

【公共交通機関】 

・広島電鉄宮島線高須駅にて下

車。 

高須駅より宮島街道へ直進する

とサインポールが見えます。 

（高須駅より徒歩約５分） 

 

【車】 

・国道２号線を山口方面へ進

み、西広島バイパス入口を左

折。宮島街道を南へ進むとサイ

ンポールが見えます。 

 


