
 

 

２０１９年５月２８日 

報道機関各位 

 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

 

エイチ・ツー・オー リテイリンググループの株式会社アズナスは、２０１９年５月２８日、阪急

阪神ホールディングスグループの株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神との間で、同社が展開

するコンビニエンスストアおよび駅売店事業（以下、アズナス事業という）を譲り受けることで合意

し、同日付けで吸収分割契約書を締結しました。なお、効力発生日は２０１９年８月１日の予定です。 

 

 

1. 本事業承継の目的 

当社では、アズナス事業の店舗が、阪急・阪神沿線を中心とした顧客との重要な接点になると考

え、これら拠点を活用して顧客の利便性を高めることが、当社グループの中長期的な成長に資す

るものと判断しました。 

 

2. 承継対象事業の概要（２０１９年５月２８日現在・別添の店舗一覧参照） 

コンビニエンスストア事業（ブランド名称：アズナス、アズナスエクスプレス）全５３店舗 

駅売店事業（ブランド名称：アズナスエクスプレス・ビー）           全４７店舗 

 

3. 当事会社の概要 

 分割会社 承継会社 

会社名 株式会社エキ・リテール・サー

ビス阪急阪神 

株式会社アズナス 

本店所在地 大阪市北区芝田１－１６－１ 大阪市北区角田町８番７号 

設立 １９７６年８月２４日 ２０１９年４月１８日 

資本金 １０百万円 １０百万円 

出資％ 阪急電鉄株式会社５０％ 

阪神電気鉄道株式会社５０％ 

エイチ・ツー・オー リテイリ

ング株式会社１００％ 

代表者 青木 眞治 佐桑 勇 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報室：TEL：06－6367－3181 
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 承継対象店舗一覧  

 

■承継対象店舗（コンビニエンスストア事業） 
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店舗名 駅名 場所 

アズナス梅田３階店 

阪急梅田 

阪急梅田駅３階改札外 

アズナス梅田２階店 阪急梅田駅２階中央改札内 

アズナス茶屋町口店 阪急梅田駅茶屋町口改札外 

アズナス阪急三番街Ｂ１店 阪急三番街南館地下１階 

アズナス梅田阪急ビル店 梅田阪急ビルオフィスタワー１５階 

アズナスエクスプレス阪急三番街店 阪急三番街南館２階（ＪＲ連絡通路） 

アズナスエクスプレス阪急三番街Ｂ４店 阪急三番街従業員休憩所内 

アズナス十三店 十三 十三駅２・３号線ホーム 

アズナス園田店 園田 園田駅改札外 

アズナス塚口店 塚口 塚口駅梅田行ホーム 

アズナスエクスプレス武庫之荘店 武庫之荘 武庫之荘駅南改札内外 

アズナス西宮北口店 

西宮北口 

西宮北口駅今津線宝塚行ホーム 

アズナスエクスプレス西宮北口店 西宮北口駅北改札外 

アズナスエクスプレス阪急西宮ガーデンズ店 阪急西宮ガーデンズ従業員休憩所内 

アズナスエクスプレス岡本店 岡本 岡本駅梅田行ホーム 

アズナス六甲店 六甲 六甲阪急ビル２階（六甲駅改札外） 

アズナス王子公園店 王子公園 王子公園駅東改札外 

アズナス伊丹店 伊丹 阪急伊丹リータ３階 

アズナスエクスプレス仁川店 仁川 仁川駅改札内 

アズナス逆瀬川店 逆瀬川 逆瀬川駅改札外 

アズナスエクスプレス三国店 三国 三国駅改札外 

アズナス曽根店 曽根 曽根駅改札外 

アズナス岡町店 岡町 ティオ阪急岡町２階 

アズナス豊中店 豊中 豊中阪急ビル２階（豊中駅南改札外） 

アズナスエクスプレス蛍池店 蛍池 蛍池駅改札外 

アズナス石橋店 石橋 石橋駅梅田行ホーム 

アズナスエクスプレス池田店 池田 池田駅改札内外 

アズナス川西能勢口店 
川西 

能勢口 

川西能勢口駅西改札内 

アズナスエクスプレス川西能勢口東口店 川西能勢口駅東改札外 

アズナスエクスプレス川西能勢口西口店 川西能勢口駅西改札外 

アズナスエクスプレス山本店 山本 山本駅改札外 

アズナスエクスプレス宝塚店 宝塚 宝塚駅改札外 

アズナス箕面店 箕面 箕面駅改札外 

アズナス上新庄店 上新庄 上新庄北ショップス（上新庄駅北改札外） 

アズナス南茨木店 南茨木 南茨木駅改札外 
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承継対象店舗（コンビニエンスストア事業） 

全５３店舗（２０１９年５月２８日現在） 

■承継対象店舗（駅売店事業） 
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店舗名 駅名 場所 

アズナス茨木店 
茨木市 

ロサヴィアいばらき Cent.１階 

アズナスエクスプレス茨木市店 茨木市駅南改札外 

アズナスエクスプレス高槻市店 高槻市 高槻市駅改札外 

アズナスエクスプレス東向日店 東向日 東向日駅西改札外 

アズナスエクスプレス桂店 桂 桂駅改札外 

アズナスエクスプレス四条大宮店 大宮 大宮駅東改札外 

アズナスエクスプレス南千里店 南千里 南千里駅改札外 

アズナス山田店 山田 山田駅改札外１階 

アズナスエクスプレス千里中央店 千里中央 千里中央駅中央改札外 

アズナス阪神西梅田店 阪神梅田 阪神梅田駅西出口第３改札外 

アズナス千船店 千船 千船駅改札外 

アズナス尼崎店 尼崎 尼崎駅西改札外 

アズナス甲子園東口店 
甲子園 

甲子園駅東改札外 

アズナス甲子園西口店 甲子園駅西改札外 

アズナスエクスプレス魚崎店 魚崎 魚崎駅改札外 

アズナス阪神御影店 阪神御影 阪神御影駅改札外 

アズナスエクスプレス阪神三宮東口店 阪神神戸三宮 阪神神戸三宮駅東改札外 

アズナスエクスプレス鳴尾浜店  ＧＬＰ鳴尾浜内 

店舗名 駅名 場所 

アズナスエクスプレス・ビー梅田２号店 

阪急梅田 

阪急梅田駅３階改札内東 

アズナスエクスプレス・ビー梅田５号店 阪急梅田駅３階改札内西 

アズナスエクスプレス・ビー梅田７号店 阪急梅田駅２階中央改札内東 

アズナスエクスプレス・ビー梅田１０号店 阪急梅田駅２階中央改札外西 

アズナスエクスプレス・ビー梅田１１号店 阪急梅田駅２階中央改札内西 

アズナスエクスプレス・ビー梅田１８号店 阪急梅田駅３階改札内中央 

アズナスエクスプレス・ビー十三１号店 
十三 

十三駅東改札外 

アズナスエクスプレス・ビー十三２号店 十三駅１号線ホーム 

アズナスエクスプレス・ビー園田２号店 園田 園田駅改札外１階（南出口側） 

アズナスエクスプレス・ビー西宮北口５号店 
西宮北口 

西宮北口駅梅田行ホーム 

アズナスエクスプレス・ビー西宮北口８号店 西宮北口駅改札内 

アズナスエクスプレス・ビー三宮１号店 阪急神戸三宮 阪急神戸三宮駅東改札外 

アズナスエクスプレス・ビー豊中２号店 豊中 豊中駅改札内 

アズナスエクスプレス・ビー淡路１号店 淡路 淡路駅京都方地下道内 

アズナスエクスプレス・ビー上新庄３号店 上新庄 上新庄駅南改札外 
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承継対象店舗（駅売店事業） 

   全４７店舗（２０１９年５月２８日現在） 
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店舗名 駅名 場所 

アズナスエクスプレス・ビー摂津市１号店 摂津市 摂津市駅東改札外 

アズナスエクスプレス・ビー茨木市３号店 茨木市 茨木市駅北改札外 

アズナスエクスプレス・ビー長岡天神１号店 長岡天神 長岡天神駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー洛西口１号店 洛西口 洛西口駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー西院２号店 西院 西院駅梅田行ホーム 

アズナスエクスプレス・ビー烏丸１号店 
烏丸 

烏丸駅西改札外 

アズナスエクスプレス・ビー烏丸３号店 烏丸駅ホーム 

アズナスエクスプレス・ビー河原町１号店 
河原町 

河原町駅中央改札外 

アズナスエクスプレス・ビー河原町３号店 河原町駅ホーム 

アズナスエクスプレス・ビー北千里２号店 北千里 北千里駅改札内 

アズナスエクスプレス・ビー嵐山１号店 嵐山 嵐山駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー梅田中店 
阪神梅田 

阪神梅田駅東改札外 

アズナスエクスプレス・ビー梅田ＤＭ前店 阪神梅田駅西改札外 

アズナスエクスプレス・ビー野田店 野田 野田駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー姫島店 姫島 姫島駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー杭瀬店 杭瀬 杭瀬駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー尼崎店 
尼崎 

尼崎駅西改札内外 

アズナスエクスプレス・ビー尼崎なんば線店 尼崎駅大阪難波方面行ホーム 

アズナスエクスプレス・ビー武庫川下り店 
武庫川 

武庫川駅本線下りホーム改札外 

アズナスエクスプレス・ビー武庫川西店 武庫川駅武庫川線改札外 

アズナスエクスプレス・ビー今津店 阪神今津 阪神今津駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー西宮上り店 西宮 西宮駅上りホーム 

アズナスエクスプレス・ビー芦屋下り店 芦屋 芦屋駅下りホーム 

アズナスエクスプレス・ビー大石店 大石 大石駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビースクラ三宮店 阪神神戸三宮 ＳＣＲＡ三宮構内 

アズナスエクスプレス・ビー元町西店 元町 元町駅西改札外 

アズナスエクスプレス・ビードーム前店 ドーム前 ドーム前駅改札外 

アズナスエクスプレス・ビー西九条店 西九条 西九条駅西改札外 

アズナスエクスプレス・ビー千里中央３号店 千里中央 千里中央駅ホーム北 

アズナスエクスプレス・ビー桃山台１号店 桃山台 桃山台駅南改札外 

アズナスエクスプレス・ビー緑地公園１号店 緑地公園 緑地公園駅南改札外 

アズナスエクスプレス・ビー江坂１号店 江坂 江坂駅南改札内 


