
      NEWS RELEASE   
                        2017 年７月 18 日 

マックスバリュ北海道株式会社 
 

～毎日の暮らし、より便利に、より豊かに～ 

７月 28 日(金)「マックスバリュ北 40 条店」オープン 
 

マックスバリュ北海道株式会社は、2017 年７月 28 日（金）午前９時、札幌市東区に

「マックスバリュ北 40 条店」をオープンいたしますので、ご案内申し上げます。 

当店が出店する立地は、北区と東区の境界である創成川にほど近い市道幌北線（旧石

狩街道）に面し、札幌市営地下鉄麻生駅から直線距離約 650ｍに位置しております。 

このたびの札幌市内への出店は、2013 年以来４年ぶりとなり、これにより現在の店舗

総数は 91 店舗となります。 

お店の特徴としては、お客さまのライフスタイルに合わせ、ばら売りや少容量パック

などの使い切り商品を充実する他、手早くお料理ができるよう、簡便性の高い商品を豊

富に品揃えいたします。さらに、健康やアレルギーが気になる方に対応した商品や鮮度、

品質、美味しさにこだわった商品などお客さまのニーズに対応した商品を豊富に取り揃

えてまいります。 

当店は、明るい笑顔と挨拶があふれるお店づくりに従業員が一丸となって取り組み、

安全・安心な商品をお値打ち価格でご提供し、地域の皆さまに必要とされるお店を目指

します。 

 

【店舗外観】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【店舗概要】 

 

店 名 マックスバリュ北 40 条店 

所 在 地 〒007－0840 

 札幌市東区北 40 条東１丁目３－１ 

電  話 011－748－6600 

開 店 日 2017 年７月 28 日（金） 

営業時間 ８:00～21：45  ※７/28（金）は午前９時オープン 

店 長 磯村 博康 

従業員数 108 名 

建物構造 鉄骨造 

店舗面積 2,201 ㎡  

駐車台数 159 台 

 

 

 

【売場の特徴】 

 

○農産売場 

野菜コーナーでは、鮮度にこだわった「山内農

園の今朝採れレタス」を販売いたします。店舗近

郊の篠路地区で栽培したレタスを、早朝に収穫し、

店舗へ直送いたします。また、店舗近郊の石狩市 

澤田農園さまの“スイートキャロル・ルビートマ

ト”や、北海道産の“はるかエイトトマト”、ト

ップバリュ“めちゃあまトマト”など甘さにこだ

わったトマトの品揃えを充実いたします。 

果物コーナーでは、パイナップルや、旬のすいか、

メロンを使用した手軽で食べやすいカットフルーツ

を種類豊富に品揃えいたします。また、産地、品質

にこだわり、甘さを追求した、今が旬の「山梨県（Ｊ

Ａふえふき）産トップバリュ熟れっ子もも」を販売

いたします。 

 

 

 

 

 

※画像は売場イメージです。



○水産売場 

  お刺身のコーナーでは味にこだわった本まぐろ

中トロや赤身、調理に手がかからないまぐろスラ

イスやまぐろのたたきなど、まぐろの種類を豊富

に品揃えいたします。また、まぐろやサーモンを

中心としたお刺身盛りの１人前や、家族で楽しめ

る盛合せを販売いたします。 

  味付けがされていてフライパンで焼くだけの半

調理品、骨を気にせず食べられるように加工した

商品や、簡単手間いらずな切身魚を種類豊富に品

揃えいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ○畜産売場 

  牛肉コーナーでは、５等級に限定した『びらと

り和牛』、アメリカの格付けで最上級ランクの『プ

ライムビーフ』、一貫生産にこだわったアメリカ産

交雑牛の『和縁(わえん)牛(ぎゅう)』、一定期間を

穀物で肥育した『グレインフェッドラム』を品揃

えいたします。 

豚肉コーナーでは、かみふらの農場で一貫生産

されたこだわりの『かみふらの豊味豚』を取扱い

いたします。 

鶏肉コーナーでは、鮮度にこだわり、産地で加

工、パックした勇払産桜姫鶏の他、毎日の食卓に

欠かせないお買い得な商品まで、幅広い品揃えで

お客さまのご要望にお応えいたします。 

 

 

 

 

 

 

※画像は売場イメージです。

※画像は売場イメージです。



○惣菜売場 

  揚げ物、焼き物コーナーでは、お肉にこだわっ

た洋風ハンバーグやコロッケ、フライ、天ぷら、

グリル焼きなどおひとつより選べるお惣菜を充実

いたします。 

お寿司のコーナーでは産地や旬にこだわったに

ぎり寿司や昼食にぴったりな海鮮丼を品揃えいた

します。また、巻き寿司も種類豊富に品揃えし、

なかでも、「さばの高菜巻き」は国産原料にこだわ

り、りんご酢を使用することでまろやかな酸味に

仕上げた逸品です。ぜひご賞味ください。 

お弁当のコーナーでは、人気の「米八」監修お

こわ、鮭西京焼き・かに・かきなどの海の幸を使

用したお手頃な「お重」、北海道食品機能性表示制

度「ヘルシーＤｏ」認定「オリゴノール」入りド

レッシングを使用したお弁当など豊富に品揃えす

る他、食事のお供に「スープバー」も合わせてご

用意いたします。 

 

 

 

○インストアベーカリー売場 

  店内で調理した焼きたてのパンを税込価格 108

円の均一価格で種類豊富に品揃えいたします。朝

食・昼食はもちろん、おやつや小腹が空いたとき

などにぜひお買い求めください。また、フランス

パンにドライフルーツを練り込んだ「カンパーニ

ュ」やしっとりフワフワな食感に焼き上げた「パ

ウンドケーキ」などマックスバリュ北 40 条店でし

か味わえないオリジナル商品もご用意しておりま

す 

ピザの品揃えにもこだわり、店内で伸ばした生

地をピザ専用オーブンで焼き上げます。生地はも

っちり、チーズがとろ～りと焼きあがった本格ピ

ザをおくつろぎコーナーでどうぞお召し上がりく

ださい。 

 

 

※画像は売場イメージです。

※画像は売場イメージです。

※画像は売場イメージです。



○日配売場 

機能性ヨーグルト、低カロリー・低脂肪な商品、

特定保健用食品などの健康に配慮した商品や、ニ

ーズの高まっているスムージ―、フレッシュデザ

ートを種類豊富に品揃えいたします。また、サラ

ダチキンやハンバーグ、さばの塩焼きなどすぐ食

べられる小分け個包装の商品を品揃えし、簡単・

便利なコーナーの充実も図ります。 

冷凍食品の売場では、おかずがセットになった

ワントレータイプの商品やお弁当のおかずに便利

な商品を豊富に品揃えし、お値打ち価格でご提供

いたします。 

 

 

 

 

○加工食品売場 

毎日の生活に欠かせない商品を中心にお値打ち

価格でご提供する「安い値！」商品の他、アレル

ギーが気になる方に安心な商品や、健康志向にお

応えする特定保健用食品の飲料、お客さまが購入

の際に気にされる添加物や原材料に配慮した商品

「トップバリュ フリーフロム」のお菓子など幅広

い品揃えでお客様のご要望にお応えいたします。 

お酒のコーナーでは、缶チューハイやビール、

ノンアルコール飲料の他、こだわりのクラフトビ

ールや吟醸酒、さらに、お買得なワインから、ソ

ムリエが厳選した高品質なワインもご用意いた

します。 

 

 

 

○医薬品売場 

「登録販売者」による一般医薬品「第二類、第

三類」の販売も行うとともに、イオンのブランド

「ハピコム」商品やドリンクゼリーや青汁などの

健康食品も取り揃え、皆さまの健康づくりをお手

伝いいたします。 

※画像は売場イメージです。

※画像は売場イメージです。

※画像は売場イメージです。



○おくつろぎスペース 

お買い物後のひと休みや、ご購入いただいた商品

を召し上がっていただける他、無料のお飲み物や無

料Ｗｉ-Ｆｉもご利用いただけます。お買い物後のひ

と休みにごゆっくりとおくつろぎくださいませ。ま

た、食育活動の一環として各種イベントも計画して

おります。都度、ご案内いたしますのでどうぞご参

加くださいませ。 

 

【テナント一覧】 

○店内テナント 

テナント名 業態 営業時間 

クリーニングエース クリーニング店 ９：00 ～ 20：00 

 

【サービスのご案内】 

ＡＴＭ（イオン銀行）、自動証明写真機 

 

【電子マネー「ＷＡＯＮ」のご案内】 

  ＷＡＯＮは、お買い物の度にポイントがたまる

おトクな電子マネーです。お買上げ金額 200 円（税

込）のご利用ごとに１ＷＡＯＮポイント（１円相

当）を付与し、貯まったＷＡＯＮポイントは、１

ポイント＝１円として、お買い物ができるＷＡＯ

Ｎ（電子マネー）に交換できます。 

  また、ＷＡＯＮには様々な種類があり、ご利用金額の一部が北海道遺産の保全活動

に活用される「ほっかいどう遺産ＷＡＯＮ」などもございます。 

ＷＡＯＮカードは１枚税込価格 300 円、年会費無料です。 

 

【ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカードのご案内】 

ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカードは、イオングループ

各店、ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ加盟店で現金やギフト

カード等でのお買い物時にカードをご提示いただく

と、税込価格 200 円ごとに１ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ

がたまります。たまったＰＯＩＮＴはその場でご利

用が可能で、１ポイント＝１円としてお支払いいた

だけます。ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカードは入会金、

年会費ともに無料です。 

尚、たまったＰＯＩＮＴを利用するためには会員登録が必要です。 

※画像はイメージです。

【ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード】 

【ＷＡＯＮカード】 



【恒例セールスのご案内】 

○毎週火曜日は火曜市！ 
毎週火曜日は、火曜市！均一商品をお値打ち価格でご提供する、週に一度の均一祭です。 

 
○毎月 12 日は、ハイパーフードデー（お買い上げいただいたすべてのお客さまが５％割引） 
  毎月 12 日は、お買い上げいただいたすべてのお客さまを対象にお買い物代金がレジに

て５％割引になります。（一部対象商品を除く） 
 
○毎月 20 日・30 日はお客さま感謝デー 
  毎月 20 日・30 日は、各種イオンマークのついたイオンカードとＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ

カードのご利用・ご提示（お預かり）、または電子マネーＷＡＯＮのお支払いでお買い物代

金が５％割引になります。（一部対象商品を除く） 
 
○毎月５日・15 日・25 日は、お客さまわくわくデー（ポイント２倍） 
  ＷＡＯＮでお買い物、又は現金やギフトカード等でのお買い物時にＷＡＯＮ ＰＯＩＮ

Ｔカードをご提示いただくと通常 200 円（税込）で１ポイント付与のところ、ＷＡＯＮポ

イントが２倍になります。（一部対象商品を除く） 
 
○毎月 15 日は、Ｇ・Ｇ感謝デー（55 歳以上のお客さま対象）（５％割引・ポイント２倍） 
  毎月 15 日は 55 歳以上のお客さまを対象に、イオンカードのクレジット払いでご請求時

５％割引、又は、Ｇ・ＧＷＡＯＮ、ゆうゆうＷＡＯＮカードでのお支払いで、レジにて５％

割引、さらに通常 200 円（税込）で１ポイント付与のところ、ＷＡＯＮポイントが２倍に 
なります。（一部対象商品を除く） 
 
○毎月５日は、くすりの日 
  毎月５日は、第二類、第三類医薬品がレジにて 10%割引でご購入いただけます。 
 

 

 

 

【環境保全・社会貢献活動の取り組み】 

○省エネルギーによるＣＯ2（二酸化炭素）の削減の取り組み 
  店舗正面看板や店内スポットライト、基本照明、店舗後方の照明にエネルギー効率に優

れたＬＥＤ電球を使用し、電力の削減に努めています。 
 
○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、リサイクルの促進を図ります。 



○買物袋持参運動の推進 
  当社では、2008 年より、食品レジ袋の無料配布中止の取り組みを開始し、買物袋持参運

動を推進しております。レジ袋無料配布の中止に伴うレジ袋収益金は、店舗が所在する地

方自治体や地域の市民団体の皆さまなどに寄付させていただき、環境保全活動や地域貢献

活動などの取り組みに役立てていただくことを、イオングループ共通の取り組みとして推

進いたしております。 
  お客さまには上記の取り組みをご理解頂きますとともに、ご協力をお願い申し上げます。 
  なおレジ袋ご希望のお客さまには、Ｌサイズ１枚３円とＬＬサイズ１枚５円で販売いた

しております。 
 
○従業員による地域清掃の実施 
  当社は、毎月 11 日を「イオン・デー」として、清掃活動を実施しております。店舗敷

地内だけではなく、周辺の道路も含めたゴミ拾い等を行い、地域の皆さまと一緒にクリー

ンな地域を目指します。 
 
○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、レジ精算時にお渡ししている黄色いレシートを、地

域のボランティア団体名等が書かれた店内に設置している専用ボックスへ投函していただ

くと、投函していただいたレシートのお買上げ合計金額の 1％に相当する品物をボランテ

ィア団体等へ寄贈させていただきます。 
 

○「イオンふるさとの森づくり」植樹祭 

「イオンふるさとの森づくり」は、イオンのお店が地域に根ざし、緑あふれる憩いの場

となるようにとの想いからお客さまとイオンの従業員が一緒に行っている植樹活動です。

1991 年の植樹スタートからかぞえてイオンが国内外で実施した植樹の本数は、2017 年 2

月末現在で累計 1,144 万 1,925 本となっております。今後も累計植樹本数 2,000 万本を

目指して、当店におきましても７月 16 日（日）に地域の皆さまとともに、ライラック、ガ

マズミ、マユミ、タニウツギ、ノリウツギ、ユキヤナギ、アジサイ、 

クロミノウグイスカグラ（ハスカップ）の苗木８種類、約 550 本を植樹いたしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



【店舗周辺地図】 

札幌市営地下鉄麻生駅より徒歩約 12 分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


