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      NEWS RELEASE   
                        2017 年 10 月 16 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～ 

10 月 27 日（金）「マックスバリュ新発寒店」オープン 
 

マックスバリュ北海道株式会社は、2017 年 10 月 27 日（金）午前９時、札幌市手稲区

に「マックスバリュ新発寒店」をオープンいたしますので、ご案内申し上げます。 

当店は、追分通と新発寒通に面し、ＪＲ発寒駅から直線距離約 800ｍに位置した住宅

街の一角に開店するショッピングセンター内に出店いたします。 

このたびの新規出店は、７月のマックスバリュ北 40 条店に続き、本年度２店舗目の出

店となり、これにより当社総店舗数は 90 店舗になります。 

お店の特徴としては、手早くお料理ができるよう簡便性の高い商品、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いたします。 

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

してまいります。 

 

【店舗外観】 
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【店舗概要】 

 

店 名 マックスバリュ新発寒店 

所 在 地 〒006－0802 

 札幌市手稲区新発寒２条１丁目１－３ 

電  話 011－668－3670 

開 店 日 2017 年 10 月 27 日（金） 

営業時間 ８:00～21：45  ※10/27（金）は午前９時オープン 

店 長 梅藤 晃由 

従業員数 110 名 

建物構造 鉄骨造 

店舗面積 2,159 ㎡  

駐車台数 433 台（ショッピングセンター全体） 

 

 

 

【売場の特徴】 

 

○農産売場 

 

果物コーナーでは、旬の果実を種類豊富に品揃え

いたします。一例といたしまして、種なしで食べや

すい「庄内柿」、味とおいしさにこだわった「紀ノ川

柿」、また、糖度と酸味のバランスがよい和歌山県産

「ゆら早生みかん」など旬の時期に合わせ品揃えを

増やしてご提供いたします。他にも、定番のパイナ

ップル、旬の柿や梨を食べやすくカットし、カップ

に入れたカットフルーツも種類豊富にご用意いたし

ます。 

野菜コーナーでは、オーガニック有機（野菜）コ

ーナーを導入し、人と自然に優しく栽培されたにん

じん、たまねぎ、小松菜を全国各地の生産者さまよ

りお届けいたします。 

 

 

 

 

 

※画像は売場イメージです。
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○水産売場 

  水産コーナーでは、毎日、新鮮なお魚を取り揃

えてまいります。お客さまのご要望により三枚お

ろしや背びらきなどの調理も行いますので、お気

軽にお声がけください。 

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の他、定番のサーモン

やほたて、旬のさんまやするめいかなどをお刺身

盛合せにし、豊富に取り揃えいたします。 

  また、フライパンや電子レンジで仕上げていた

だくだけでできる焼き魚や煮魚など調理が簡単・

便利な魚惣菜を集めたフィッシュデリコーナーを

設置いたします。 

 

 

 

 

 

 ○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 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)」や、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など幅広い品揃えでお

客さまのご要望にお応えいたします。 

  調理が簡単・便利な商品を集めたミートデリコー

ナーではフライパンで焼くだけの生ハンバーグや油

で揚げるだけのフライ商品など種類豊富に品揃えい

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。
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○惣菜売場 

  揚げ物、焼き物コーナーでは、定番のコロッケ、

フライ、天ぷら、グリル焼きなどおひとつより選

べるお惣菜を種類豊富に品揃えいたします。また、

週替わりで串揚げや練り天などを加え、充実した

種類からお惣菜をお選びいただけます。 

お寿司のコーナーでは、産地や旬のネタにこだ

わったにぎり寿司や海鮮重、お弁当のコーナーで

は種類が充実した洋風メニュー弁当に加え、おこ

わ米八監修のおこわを使用した「手作りおこわい

なり」、これから寒くなる季節にうれしい「スープ

バー」とともに、Cake&cafe collet（コレット）

のマフィンも品揃えいたします。 

サラダのコーナーでは、海老を乗せたサラダや、

厚切りベーコンを乗せたサラダ、おつまみにもな

るローストビーフサラダなどサラダを種類豊富に

取り揃えいたします。 

 

 

 

○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。一例

といたしまして、朝食には小麦本来の味をいかし

た当社オリジナル食パンの「常食宣言」、昼食には

焼きたてのポークウインナーパンや、焼きそばを

はさんだコッペサンド、また、おやつにはサクッ

と食感のクッキー生地を使用した手作りシューク

リームや季節の果物を使用したパイを取り揃えい

たします。 

ピザのコーナーでは、店内で伸ばした生地を使

用し、マルゲリータピザやプルコギピザをピザ専

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～りと焼きあげた本格ピザです。 

 

 

 

 

※画像は売場イメージです。

※画像は売場イメージです。
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○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、さばの塩焼きや煮物など

すぐ食べられる小分け個包装の商品をコーナー化

し、簡単・便利な商品を充実いたします。 

佃煮の売場では神戸の佃煮専門店「お菜佃煮 

誠味屋本店」の佃煮を取り揃えいたします。 

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。 

和菓子売場では和菓子で有名な札幌新倉屋の

「北海 中」や「くるみ餅」の他、甘酒を使用し

た「甘酒フィナンシェ」や、あんがたっぷり入っ

た「ビッグどらやき」を品揃えいたします。 

 

 

 

○加工食品売場 

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やロカボ

食品、減塩食品、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

さま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、

こだわりの吟醸酒、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を取り揃え

るとともに、ワインに合うチーズもご用意いたし

ます。また、ビールテイストやチューハイテイス

トのノンアルコール飲料も種類豊富に品揃えい

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。
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○医薬品売場 

「登録販売者」による一般医薬品「第二類、第

三類」の販売を行うとともに、イオンのブランド

「ハピコム」商品やドリンクゼリー、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。 

 

 

 

○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（北洋銀行、イオン銀行）、自動証明写真機 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。

※画像は売場イメージです。
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【当日宅配便】 

  当日宅配便は、店内でお買い上げされた商品をお買い上げ当日、ご自宅まで宅配す

るサービスです。（要冷蔵・冷凍食品、割れ物、可燃物等、配送除外品がございます。） 

 店内お買い上げ金額、税込 2,500 円以上の方は 200 円、税込 2,500 円未満の方は 300

円の宅配料金をいただきます。ただし、満 65 歳以上の方、身障者の方、妊婦の方、小学

生以下のお子さまをお連れの方は無料でお届けいたします。 

※受付時間・宅配エリア等詳細はサービスカウンター・レジ係員におたずねください。 

 

 

【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」などのご当地ＷＡ

ＯＮが複数ございます。 

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ポイントがた

まります。たまったポイントはその場でご利用が可

能で、１ポイント＝１円としてお買い物にお使いい

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、たまったポイントを利用するためには会員登

録が必要です。 

 

 

 

【ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード】 

【ＷＡＯＮカード】 
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【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、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１日、２日、３日は、はじめの市 

  毎月１日、２日、３日は、食料品も日用品もお値打ち価格でご提供いたします。ま

た、税込 2,500 円以上お買い上げの全てのお客さま対象に、当日宅配便の料金が無料

になります。（一部対象商品を除く） 

 
 
○毎月 12 日は、ハイパーフードデー 
  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 
  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 
  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。 
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【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）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照明を使用し、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」では、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専用ボックスへ投函していただくことで、お買い

上げレシート合計金額の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。 
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【店舗周辺地図】 

ＪＲ函館本線発寒駅より徒歩約 13 分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


