
  

２０１４年９月２日	 

マックスバリュ西日本株式会社	 

スーパー2 店舗 5 日に開店！！	 

～祇園・高取にマックスバリュ開店～	 
	 

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９月５日（金）に『マックスバリュ祇園（ぎおん）店』（広島県広島市）『マックスバリュ高取（た

かとり）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、マックスバリュ２店舗の同時オープンにより、広島市内に１５店舗目（マックスバリュ８

店舗、マックスバリュエクスプレス４店舗、ザ・ビッグ３店舗）の出店となります。	 

	 

開店いたします安佐南区は、８月２０日未明に発生した記録的な集中豪雨により大きな被害をもた

らしました。	 

このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞いを申し上げますとともに、１日も

早い復興を心よりお祈り申し上げます。	 

イオン㈱では、８月２６日（火）から9月7日（日）まで、全国のイオングループ約2,300店舗に

て「緊急復興支援募金活動」を実施しており、このたび開店いたします「祇園店」・「高取店」でも同

様に募金活動を実施いたします。被害を受けられた皆さまが1日も早く平常の生活に戻られることを

願い、皆さまからお寄せいただいた募金額とほぼ同額を一般財団法人イオンワンパーセントクラブが

上乗せし復興に役立てていただきます。	 

	 

※一般財団法人ワンパーセントクラブについて	 

一般財団法人イオンワンパーセントクラブは、1989年にグループの主要企業各社が税引き前利益の１％を拠出し、社会貢献活動に取り

組むことを目的に設立されました。「環境保全」「国際的な文化・人材交流、人材育成」「地域の文化・社会の振興」を柱に、国内外で活動

しています。	 

＜祇園店＞	 

【店舗概要】 

店 名： 	 マックスバリュ祇園（ぎおん）店	 

所 在 地：	 〒７３１－０１３８	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 広島県広島市安佐南区祇園４丁目５３番１号 
電 話：	 ０８２－８５０－０５５０	 

Ｆ Ａ Ｘ：	 ０８２－８７１－１１２８	 

開 店 日 時：	 ２０１４年９月５日（金）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：	 鉄骨平屋建て	 

駐 車 台 数：	 ７７台	 

店 長：	 渕上	 耕一郎（フチガミ	 コウイチロウ）	 

従 業 員 数：	 総計	 １０９名 
【正社員８名、フレックス社員（パートタイマー）１０１名を含む】	 	 

規 模：	 敷地面積	 	 5,775	 ㎡	 、	 延床面積	 	 	 1536.49	 ㎡、	 

直営売場面積	 1507.95	 ㎡	 、テナント売場面積	 28.54	 ㎡	 	 

商 圏：	 約１３，０００世帯	 人口約３０，０００人	 	 （車５分）	 
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当店は、祇園エリアを中心とした南北からの来店がしやすい市道長束八木線に面しており、ＪＲ可

部線「下祇園駅」からは徒歩１０分、マンションや戸建てが多い住宅地に立地しています。	 

車５分圏内に約１３，０００世帯を有しており、近隣には工場や事業所、大学があるため単身世帯

が多く、また山の上にある春日野は今後人口増加が見込める地域です。	 

	 

【店舗周辺地図】 

	 

【出典：ＹＡＨＯＯ	 地図】	 

＜高取店＞	 

【店舗概要】 

 

店 名： 	 マックスバリュ高取（たかとり）店	 

所 在 地：	 〒７３１－０１４４	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 広島県広島市安佐南区高取北３丁目１６番１８号 
電 話：	 ０８２－８３２－７８１０	 

Ｆ Ａ Ｘ：	 ０８２－８７８－１７１１	 

開 店 日 時：	 ２０１４年９月５日（金）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：	 鉄骨平屋建て	 

駐 車 台 数：	 ８２台	 

店 長：	 山本	 昂樹（ヤマモト	 タカキ）	 

従 業 員 数：	 総計	 ９３名 
【正社員８名、フレックス社員（パートタイマー）８５名を含む】	 	 

規 模：	 敷地面積	 	 5,913	 ㎡	 	 

直営売場面積	 	 1179.37㎡	 	 	 

商 圏：	 約２５，０００世帯	 人口約５８，０００人	 	 （車５分）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

当店は、広島市の北西部に位置し、市内８区の中で最も人口が多い安佐南区に出店いたします。当

店は広島市街へ繋がる主要道路に面しており、アストラムライン「高取駅」から徒歩５分と交通の便

も良く、また店舗の後背地には新興住宅があります。車５分圏内には約２５，０００世帯を有してお

ります。	 

【公共交通機関】 

・ＪＲ広島駅からＪＲ可

部線に乗り下祗園駅で下

車。下祗園駅から踏切が

右手に見える交差点まで

南下し、踏切を超えて直

進するとサインポールが

見えます。 

【車】 

・山陽自動車道広島ＩＣ

を降り、祇園新道中筋１

丁目交差点を右折。中洲

１丁目を左折し、国道183
号線に入る。広島市方面

に南下し西原１丁目交差

点を右折。山本南交差点

を右折し、直進するとサ

インポールが見えます。 



  

	 

【店舗周辺地図】 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【出典：ＹＡＨＯＯ	 地図】	 

	 

	 

	 

【2 店舗の特徴】	 

	 

１．簡便商品の品揃え	 

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	 

	 	 加工食品売場では、地元メーカーである川中醤油の醤油や、ますや新庄みそ、小泉本店の御幸を

始め県内の地酒を品揃えしてまいります。	 

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。	 

	 

また、畜産売場では、「こだわりの広島の幸」として広島県産応援登録制度（※１）にて登録され

た「瀬戸内	 六穀豚」と「ひろしまハーブ鶏」を当社で初めて取扱いを開始いたします。	 

	 

	 

※１＜広島県産応援登録制度＞	 

広島県ではバイヤーや飲食店の方など食のプロに

ご協力いただき、「味」「育て方」「ストーリー性」な

どの観点から商品を審査。合格した商品を「こだわ

りの広島の幸」として認定し、皆様の食卓にのぼる

よう、取扱店舗の拡大やＰＲ活動など全力で応援し

ていきます！	 

	 

	 

	 

【公共交通機関】 

・ＪＲ広島駅からＪＲ山陽

本線に乗り大町駅で下

車後、アストラムラインに

乗り換え、広域公園方面

高取駅で下車すると、右

手にサインポールが見

えます。 

【車】 

・車では、山陽自動車道

広島ＩＣを降りて国道５４

号線に入る。中筋１丁目

交差点を右折し、県道３

８号線に入る。アストラム

ライン高取駅を通過し、

約１５０ｍ先を右折。 



＜瀬戸内	 六穀豚＞	 

	 

肉の旨み・豚の甘みを作り出す 6種類の穀物（とうもろ

こし・マイロ・米・大麦・小麦・大豆）を中心とした飼

料を与え、母豚から一貫した生産を行うことで安定した

品質を実現。	 豚肉の甘み・香りが高いことが特長の商

品。 

＜ひろしまハーブ鶏＞	 

広島県内農場・処理工場で生産しています。ハーブ（オレガ

ノエキス（しそ科））・生菌剤（枯草菌）の専用飼料にて飼

育することで鶏独特のクセ（鶏臭）が少なく、食べ易くした

商品。	 

３．イオンドリップ＋イートイン設置	 

	 

イートインコーナーでは、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（挽きたてコーヒー）の味にこだわった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 



  

	 

【県別、業態別店舗数]】	 	 	 	 	 （２０１４月９月５日時点）	 	 	 

	 

	 

SSM	 SM	 CSM	 BIG	 合計	 

兵庫県	 54	 

	 

27	 

	 

3	 

	 

2	 

	 

86	 

	 
岡山県	 3	 

	 

	 	 8	 

	 

11	 

	 
広島県	 13	 

 
7	 

	 

1	 

	 

9	 

	 

30	 

	 
山口県	 22	 

	 

3	 

	 

	 11	 

	 

36	 

	 
愛媛県	 4	 

	 

1	 

	 

	 1	 

	 

6	 

	 
香川県	 2	 

	 

	 	 4	 

	 

6	 

	 
徳島県	 	 	 	 3	 

	 

3	 

	 
合計	 98	 

	 

38	 

	 

４	 38	 

	 

178	 

	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（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 
� 
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