2011 年 2 月 15 日
H2O リテイリンググループ
株式会社阪急阪神百貨店

報道関係各位

阪急大井町ガーデンがいよいよ街開き

阪急百貨店 大井食品館 3 月 16 日（水）オープン
～パワーアップして 3 年ぶりに帰ってきます～
新しくより快適になった、日本最大級のシングルルーム 1,100 室、全室 5,500 円のビジネスホテル、
『アワーズイン阪急』が、スパやテニス・ゴルフスクールなど魅力的な施設と一緒に、3 月 14 日（月）にオープ
ンします。
同時に、地域の皆様に永年愛されてきた『阪急百貨店 大井食品館』がストアコンセプトも新たに 3 月 16
日（水）にオープンします。

■ストアコンセプト

『おいしくてたのしい 毎日の食卓』
ストアコンセプトは、活気あふれる“マルシェ（仏語で「市場」の意）”。ライブ感
あふれる生鮮品、素材にこだわったできたて惣菜、人気スイーツなどの魅力的
な商品と、時間帯別のさまざまなお客様のニーズに対応した提案で、地域のお
客様の日々の食生活になくてはならない 地元御用達の“デパ地下”専門館を
目指します。

■お客様像
●大井食品館ファン客
開業当初から店の成長を支えてくださった地元のお客様。そして 2008 年 3 月の閉館以降も、中元・
歳暮などのご利用で引き続きご愛顧くださっているファンのお客様。
●新規顧客
近年の再開発にともなって大井町へ転居された単身世帯やニューファミリー層の若い世代
＜商圏＞ [半径] 1.5km [人口] 19.0 万人 [世帯数] 9.8 万世帯
●ＪＲ大井町駅････乗降者数 約 18 万人/日（2008 年統計）
●東急大井町駅････乗降者数 約 12 万人/日（2008 年統計）
●りんかい線大井町駅････乗降者数 約 6 万人/日（2007 年統計）

■店舗概要
店舗名称
所在地
営業面積
営業時間
初年度売上高目標
店長
電話番号（代表）

阪急百貨店 大井食品館
東京都品川区大井 1 丁目 50 番 5 号
2,153 ㎡
（平日）10：00～22：00 （土曜）10：00～20：00 （日祝）10：00～19：00
65 億円
伊庭 和也 （いてい かずや）
03-3778-5111

■利便性の高い営業時間とお買い物サポート

都市生活者に『平日は 22 時まで営業』
平日は 22 時まで営業（土・日・祝日、一部売場を除く）。お仕事帰りのお客様にも、お惣菜・お弁当など、サ
ッと買える商品を充実させ、お客様の満足度を高めてまいります。

ライフスタイルに合わせ『時間帯に応じた商品提供』
地元のお客様をはじめ、主婦、ビジネスパーソン、一人暮らしの方々まで・・・阪急百貨店 大井食品館は、
お客様のライフスタイルに合わせたタイムテーブルでお得な商品プランを提供し、売場を展開します。
鮮魚なら、午前中は丸物で、お昼や夕方は切り身で、会社帰りのお客様のご来店が多い夜は寿司・刺身セ
ットなどで。また、子育て世帯のお客様が多い時間帯には、3～5 人前の商品を提案し、一人暮らしのお客様
が多い時間帯には、少量の惣菜の品揃えを強化するなど、サイズ面でも工夫します。
（時間帯別商品提供の例）
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テル顧客に

朝一番のこだわ
り商品。おいしい
お肉、お魚や、
朝得市限定品な
ど、2 人前の分
量が豊富に。
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コイン弁当、ボリ
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カット野菜、塩ふり・パン粉付鮮
魚や精肉など、半加工品が充
実。また、素材にこだわり、春野
菜のサラダ、五穀米と野菜のヘ
ルシー弁当など、店長おすすめ
の高付加価値商品を提案しま
す。

焼くだけ、炒めるだけ
の簡単メニュー、個食
おかずを、男性はボリ
ューム重視、女性は小
さめの分量で展開。ビ
ッグ、 スモールサイズ
充実。

シニア顧客に『お買い物サポートサービス』
ご年配のお客様、お身体の不自由なお客様に、フロアアシスタントがお買い物をサ
ポートします。専任のスタッフがお客様とご一緒に売場を回り、お買い物をお手伝い。
お買い上げいただいた商品の袋詰めをし、最寄りの駅・バス停までお荷物をお運びし
ます。

■お買い物をさらに便利に。
●『大井食品館ポイントカード』
お買い上げ金額 200 円ごとに 1 ポイントが貯まるポイントカードを発行します。もちろん、入会
金、年会費は無料。お買い上げ当日の次のお買い物からすぐに、1 ポイント＝1 円としてご利用
いただけます。E メールアドレスを登録いただいたお客様には、お得な情報を発信します。3 月 9
日（水）より、店舗前に特設カウンターを設置し、事前受付を開始します。

●60 インチ 4 面のビジョンで情報発信
店舗入口の大型ビジョンでは、今日のお買い物情報、催事情報、食の安心安全への
取り組みなどの情報を発信します。

■阪急百貨店 大井食品館の見どころトピックス
モ
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おいしくて、たのしい毎日を。阪急百貨店 大井食品館がパワーアップして帰ってまいりました。あの人気
スイーツブランドから、肉屋さん・魚屋さん・八百屋さんの自慢の惣菜まで。充実のラインアップで、大井
食品館ファンのお客様だけでなく、主婦、ＯＬ、サラリーマンまで、幅広いニーズにお応えいたします。

●フードブティック

フードブティック

洋ブティック

●マルシェ

●あの人気の洋菓子ショップが大井町に登場

フレッシュ・マルシェ

フレッシュ・マルシェ
●ライブ感あふれる鮮魚売場

JR 大井町駅側

従来顧客からの支持が高かった、
丸物と直送鮮魚の品揃えが豊富
な“魚屋さん” 『魚の北辰』が登
場します。お魚アドバイザーが調
理法をご提案し、レシピも配布。
お客様のご要望にお応えする厨房を備え、週末にはマグロの解体
ショーを行うなどライブ感があふれます。

『㈱モン シュシュ』の堂島ロール、『アンリ・シャルパンティエ』の生洋菓子など
全国的にも話題のブランドが登場。特に大井食品館では、堂島ロールを毎
日 500 本確保、お仕事帰りのお客様に 20 時からも販売を開始するなど、「22
時まで営業」のメリットを実感いただけます。「毎日のティータイムに多彩なス
イーツを」をキーワードに、自慢の味をお手軽にお楽しみいただけるよう、お
求めやすいケーキを幅広くご用意しました。
また、店頭に情報端末を設置。大井食品館では販売していない、うめだ本
店の人気ブランド菓子ショップのお取り寄せサービスを提供します。

●鮮度高く、サイズも充実、青果売場
近隣の日本有数の規模を誇る
卸売市場『大田市場』にある
『澤光青果』が出店。目利きが
仕入れた旬の鮮度の高い野菜・
果物が揃います。知識豊富な
スタッフが、調理法や旬のおいしい
素材についてアドバイス。シニア顧客向け少量サイズでの販売や、
お仕事帰りのお客様にカット野菜の販売も行います。

●精肉売場では、黒毛和牛も、おいしくて値ごろ感ある国産牛も
デパ地下ならではの品質にこだわった、銘柄黒毛和牛、鹿児島県産黒
豚の品揃えを充実させ、バリエーション豊かに、おいしくて値ごろ感の
ある国産牛も販売する『肉処 かつヰ』。鶏肉の専門店『鳥芳』も登場し
ます。夕方からは、お客様の調理の手間を省くため、お選びいただい
たお肉にパン粉をつけてお渡しするサービスも提供します。

●日配・グロッサリー売場は、買いやすさと専門性を
セルフ販売スタイルで、全国のこだわり食材や、パスタ・オイルなど希
少な輸入食品が充実。もちろん、価格面で買いやすさを重視した商品
も。専門店では、少量からお買い求めいただける、量り売りの漬物・日
本茶・コーヒーや、ナチュラルチーズショップをご用意しました。

●リカー売場はテーブルワインが充実
ホテルご宿泊のお客様や、若い世代のお
客様に、お求めやすいテーブルワインが
充実。もちろん、ワインと地酒をテイスティ
ングして選べるイベントも毎週開催します。

デリ・マルシェ

『㈱モン シュシュ』

和ブティック
デリ・マルシェ

●選べるおいしさ、焼きたて 100 円パン
隣接のビジネスホテル『アワーズイン阪
急』厨房で焼き上げた、焼きたての惣菜
パン、菓子パン、食事パンなどすべて 105
円（税込み）のオリジナルパンショップが、
阪急百貨店 大井食品館にも登場。

●和菓子も人気ショップが充実

●惣菜売場は、素材のプロが作る出来立てが豊富に
フレッシュ・マルシェの魚屋さん、八百屋さん、肉屋さんなど素材のプロたちがつくる焼魚・煮魚、サラダ、
コロッケ・トンカツといった値ごろ感のある『出来立て惣菜コーナー』は、オープンスタイルの厨房も備えた
ライブ感あふれる充実の品揃え。また、誰もが知っている『ＲＦ１』『なだ万厨房』『梅の花』などのデパ地下
ブランドに加えて、町のお惣菜屋さん『うお太』が登場。もちろん、すべてのコーナーで時間帯別の商品
展開を行います。

『叶匠壽庵』『鶴屋八幡』『蕪村庵』など全国で有名な和菓子ショップが登
場。また、手みやげに最適な日本の名店と、郷土の食文化を伝える全国銘
菓・銘品を 200 種類以上集めた『銘菓銘品 日本の味』を展開します。

●ランチから、お手軽な夕食まで、多彩な品揃えの米飯売場
ワンコインで買えるプレート弁当から、幕の内弁当まで多彩に揃う『銀座萌黄亭』、もちもちのおこわが数
多く並ぶ『米八』、うめ、わさびなど、色々なご飯を用いた鰻重も時間限定で買える『日本一』まで、ランチ
ニーズに幅広くお応えします。

●弁当宅配サービスで、オフィスや学校のニーズにも対応
お弁当を 10,000 円以上お買い上げのお客様には宅配サービス（品川区、大田区、港区、世田谷区）も
実施します。オフィスでのＯＬ・ビジネスマンのランチニーズや、ＰＴＡなどの会合までご利用いただける、
便利なサービスです（事前予約要）。
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『アンリ・シャルパンティエ』

ト

阪急百貨店 大井食品館は、「モノ」の専門性に加え、“発見”、“体験”、“実感”といった
「コト」の楽しさがあふれる食品専門百貨店を目指します

●催事は、話題の物産展から、青空市場まで
店内では、阪急阪神百貨店で話題の北海道・九州物産展をはじめ、週替わりスイーツイベント、
店外の「のきした」スペースでは、日曜日開催の朝市、季節の植木市、陶器市、縁日など、
日々の暮らしに彩りを添える魅力的な催事を開催します。

『銘菓銘品 日本の味』

『蕪村庵』

●食の安心安全 『QUALITA（クオリタ）』

店頭で販売している商品の情報を公開しています。店頭に設置しているパソ
コンから、原材料、アレルギー原材料や添加物の有無、カロリーなどの情報
を入手できます。また、日本百貨店協会認定「百貨店食品アドバイザー」資
格の保有者が常駐し、「食の安心安全」をサポートします。

●毎日の暮らしにヒントを。グリーンルーム
パン教室、フラワーアレンジメント教室など、楽しい体験
ができるセミナーのほか、各種催しを開催します。

ビジネスホテル

「アワーズイン阪急」は、３月１４日（月）オープン！！
3 月 14 日（月）にリニューアルオープンする「アワーズイン阪急」は、客室数が 830 室から 1,100 室に規模
を拡大し、日本最大級のビジネスホテルとなります。価格は従来通り全室 5,500 円均一、20 年間の平均
稼働率 90％を維持するべくホテル設備を充実させる一方、併設の商業施設は、ホテルで快適にお過ご
しいただけるよう、利便性に優れるバラエティ豊かなショップを集めました。
●一人でも入りやすい美味しいお店
●服や靴の応急処置の修理が出来るお店
●新幹線のチケットを手配できるお店

●3/14（月）開業

●夜遅くまで必要なものが買えるお店
●出張先での疲れをとるスパやリフレクソロジー
など、いろんな“あったらいいのに・・・”にお応えします。

●3/16（水）開業

飲 食

その他
●阪急大井テニス＆ゴルフスクール
（営業時間 8:10～22:40）

6F

4階 【受付・ゴルフ】 ・ 6階 【テニス】
コートが2.5面あり空調完備の室内テニススクールと、パター、

テニススクール

4F

バンカー、ビデオ、冷房完備の本格的室内ゴルフスクール。

●おふろの王様 《スーパー銭湯》
（営業時間 9:00～24:00 最終受付23:00）

3階 【受付・岩盤浴・お食事処】 ・ 4階 【脱衣場・浴室・露天風呂】
超音波の泡で体の芯まで温める「絹の湯」や医療用としても
認められている「高濃度炭酸泉」など１３種類のお風呂と都内
最大級の岩盤浴（別料金）が時間制限無しで楽しめます。

3F
おふろの王様
●はなの舞 《海鮮居酒屋》
（営業時間 11:00～14:00／16:00～26:00）

●大戸屋 《定食専門店》
（営業時間 11:00～23:00）

2F

1F

●スターバックスコーヒー 《カフェ》
（営業時間 7:00～22:00）

※アワーズイン阪急にご宿泊の方は
優待価格でご利用いただけます。

●日本旅行 《トラベル》
●セガミドラッグ 《薬局》
●ボディファクトリー 《リフレクソロジー》
●幸栄舎 《クリーニング》
●ミシン工房 《服・靴の修理》
●ジュエルカフェ 《貴金属の買取》
●ほけんの専門店 《保険》
●キャンドゥ 《100円均一ショップ》
●ザ・リーヴ 《不動産》

<本件に関するお問い合わせ先>
〇エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 総務室広報担当
佐藤 岩崎 森本 平石
（各店舗 平日10:00～21:00／土曜10:00～20:00／日祝10:00～19:00）
〒530-8350
大阪市北区角田町
8
番
7
号
●日高屋 《ラーメン》
●三井住友銀行 《ATM》
TEL:06-6367-3181
FAX:06-6373-7853（営業時間 8:00～23:00）
（営業時間 11:00～26:00）
●洋麺屋五右衛門 《パスタ》
（営業時間 11:00～23:00）

●ファミリーマート 《コンビニ》
（24時間営業）

<本件に関するお問い合わせ先>
〇エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 総務室広報担当 佐藤 岩崎 森本 平石
〒530-8350 大阪市北区角田町 8 番 7 号
TEL:06-6367-3181 FAX:06-6373-7853
〇株式会社阪急阪神百貨店 阪急百貨店 大井食品館 伊庭 松井
〒140-0014 東京都品川区大井 1 丁目 50 番 5 号
TEL:03-3778-5111 FAX:03-3778-5100

