NEWS RELEASE
2018 年 10 月 31 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～
11 月９日（金）「マックスバリュ月寒西店」オープン
マックスバリュ北海道株式会社は、2018 年 11 月９日（金）午前９時、札幌市豊平区
に「マックスバリュ月寒西店」をオープンいたしますので、ご案内申し上げます。
当店は、毎日の暮らしに欠かせない商品を豊富に品揃えするとともに、鮮度や品質、
味にこだわった商品や手早く調理ができる商品を豊富に品揃えいたします。また、お魚
やお惣菜、焼きたてパンの製造の様子が見えるオープンキッチンで、安全・安心な商品
をご提供いたします。
設備につきましては、店舗２階に当社店舗で最大となる約 95 席のイートインスペース
「くつろぎひろば」を設けております。お買い物後、ご家族やお友達とのちょっとした
休憩はもちろん、お昼休みにランチタイムを楽しんでいただいたり、仕事帰りの夕食の
場としてもご利用いただけます。あわせて、お車でご来店の際は、地下駐車場を設けて
おりますので、雨の日でも濡れることなく乗降いただけます。
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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【店舗内イメージ】
１階デリカゾーンは吹抜けとなっており、天井が高く開放感があり、照明やデザイン
にもこだわった装飾で洗練された空間を演出いたします。

※画像はイメージです。

２階は、ご購入いただいた商品を召し上がっていただけるほか、お買い物後のひと休
みにごゆっくりおくつろぎいただけるイートインスペース「くつろぎひろば」を設けて
おります。
「くつろぎひろば」には椅子やソファを約 95 席設けるとともに、無料のお飲
み物や電子レンジ、フリーＷｉ-Ｆｉを完備し、居心地の良い空間をご提供いたします。
また、食育活動の一環として親子でご参加いただける各種イベントや料理教室なども計
画しております。開催の際は、都度、ご案内いたしますのでどうぞご参加くださいませ。

※画像はイメージです。
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【店舗概要】
店

名

所 在 地

マックスバリュ月寒西店
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通２丁目１番 15 号

電

話

011-859-2200

開 店 日

2018 年 11 月９日（金）

営業時間

９:00～21：45

店

竹口 宣敬

長

従業員数

95 名

建物構造

鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

店舗面積

1,692 ㎡（２階のイートインスペースを含めると 1,895 ㎡）

駐車台数

96 台

地下１階一部２階建て

【各売場の特徴】
○農産売場
果物コーナーでは、四季折々の商品を種類豊富に品揃え
いたします。一例といたしまして、りんご売場では、長野
県オリジナル品種の「シナノスイート」や「シナノゴール
ド」を品揃えいたします。長野県は栽培地の 80％が標高 500
ｍ以上で、昼夜の寒暖差が大きく、日照時間も多いため、
旨みをギュッと蓄えたりんごが育ちます。
野菜コーナーでは、調理の時間を短縮したいお客さまへ
のご提案として、フライパンでの加熱調理だけで主菜がで
きあがる調理キット「トップバリュ まるごと献立キット
CooKit（クッキット）」を品揃えいたします。「キーマカレ
ー」や「彩り野菜と鶏肉のカシューナッツ炒め」など 10 種
類取り揃えいたします。下ごしらえ０分で「いただきます」
まで最短 10 分です。時短バッチリ、失敗なし、作りたての
熱々をどうぞ食卓に。
あわせて「自分のため。家族のため。そして持続可能な
未来のために。オーガニックライフをもっと身近に。
」をコ
ンセプトに開発された「トップバリュ グリーンアイオーガ
ニック」の野菜や果物などの品揃えを行い、健康的な食生
活のご提案を行います。
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※画像はイメージです。

○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開きなど
の調理も行いますので、お気軽にお声がけください。
魚卵コーナでは、お買得な塩たらこや減塩たらこ、食感
にこだわったたらこなどを取り揃えいたします。
お刺身コーナーでは、定番のまぐろやサーモンのほか、
本まぐろの赤身や中トロなどのお刺身を種類豊富に品揃
えいたします。お刺身の盛り合わせは１人前の少量パック
から、ご家族で楽しめる盛り合わせまで、さまざまな量目
をご用意いたします。また、お刺身を調理している従業員
の手元まで見えるオープンキッチンで安全・安心な商品を
ご提供いたします。ご希望、ご要望がございましたら、ご
遠慮なくお声掛けくださいませ。

※画像はイメージです。

○畜産売場
牛肉コーナーでは、北海道平取町で生産された「びらと
り和牛」のＡ５ランクを品揃えするほか、一定期間飼料に
玄米を与え、くちどけの良い脂が特徴の「きたの玄米牛」
など、こだわり商品も取り揃えいたします。
豚肉コーナーでは、かみふらの牧場で一貫生産された
「かみふらの豊味豚（ほうみとん）」や脂の甘みが特徴の
スペイン産純粋デュロック種の「エルソルデリコポーク」
を品揃えいたします。
鶏肉コーナーでは、一定期間亜麻仁油由来の飼料を与え
た「国産あまに鶏」や、鮮度にこだわり、産地で加工・パ
ックした勇払産「桜姫鶏」を品揃えいたします。
ミートデリコーナーでは、フライパンで焼くだけの
「若どり背肉（むね肉）味付塩レモン味」やレンジの加熱
調理で完成する「鶏もも味付チーズタッカルビ」など、時
短メニューの提案をいたします。
※画像はイメージです。
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○惣菜
菜売場
焼
焼き物コーナ
ナーでは、店
店内キッチ
チンの鉄板を
を使用し、
焼津
津産かつお節
節と日高昆布
布から取っ た白だしが
が決め手の
「玉
玉子焼き」や
や、牛豚合挽
挽き肉とつ なぎの山芋
芋を入れる
こと
とでふっくら
ら仕上げた「手ごねハ ンバーグ」など、昼
食や
や夕食に合わ
わせて焼き上
上げてまい ります。ま
また、コロ
ッケ
ケ、天ぷらな
などの揚げ物
物や、焼鮭
鮭、焼縞ほっ
っけ、焼さ
んま
まなどの焼魚
魚もご家族の
のお好みに 合わせてお
おひとつよ
り選
選べる商品を
をご用意いた
たします。
お
お寿司のコー
ーナーでは、
、定番のま ぐろやサー
ーモンを使
用し
した丼や、ア
アボカドやカ
カニをあし らった洋風
風丼など、
昼食
食にちょうど
ど良いミニ海
海鮮丼をご
ご用意いたし
します。ま
た、 定番の生寿
寿司に加え、
、人気のネ タ６種類を
を組み合わ
せた
たにぎり寿司
司や「本まぐろ」「バチ
チまぐろ」「キハダま
「
ぐろ
ろ」の３種類
類を１パック
クにした「ま
まぐろづくし
しにぎり」
も品
品揃えいたし
します。
お
お弁当のコー
ーナーでは、昼食時間に
に合わせて、定番の焼
き魚
魚弁当に加え
え、白米と玄
玄米をブレ ンドした「
「黒酢仕立
ての
の白身魚玄米
米弁当」を品
品揃えする ほか、夕食
食時間に合
わせ
せて、厚切り
りの豚肉ロー
ースをサッ クリ揚げた
たとんかつ
弁当
当や、合わせ
せ味噌で味付
付けした鮭
鮭西京焼きを
を乗せたお
弁当
当など、健康
康志向の方や
や、夕食に はしっかり食べたい
とい
いう方にもご
ご満足いただ
だけるお弁
弁当を取り揃
揃えてまい
りま
ます。また、昼食時間限
限定（開店時
時間～14 時）で、指
時
定の
の容器にお客
客さまご自身
身でお好き な量の温か
かいごはん
とカ
カレールーを
を盛り付けて
ていただけ るカレーバ
バーもご用
意い
いたします。
サ
サラダのコー
ーナーでは、
、ロースト ビーフサラ
ラダや、チ
キン
ンとアボカド
ドを使用した
た野菜サラ ダに加え、たっぷり
の野
野菜の上にチ
チキン南蛮を
を乗せた「 野菜と食べ
べるチキン
南蛮
蛮」を取り揃
揃えてまいり
ります。

※画像はイメージです。
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○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」
。昼食には牛豚合挽肉とたまねぎをじっくり炒
めた具材が入った「ピロシキドーナツ」や、甘辛たれで味
付けしたザンギと組み合わせた「ザンたれ風コッペ」
。おや
つにはサクッと食感のクッキーシュー生地にホイップクリ
ームとチョコレートクリームを入れた「クッキーシュー（ホ
イップ＆チョコ）」や今が旬の栗のクリームやりんごのクリ
ームなどとホイップをサンドした「クロワッサンサンド」
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、定
番の「マルゲリータ」に加え、甘辛な焼き肉たれを絡めた
鶏肉を乗せ焼き上げた「タッカルビ風」、ブルーベリーやラ
ズベリーなどをヨーグルトクリームの上に乗せ焼き上げた
「ベリーＭＩＸ」を品揃えいたします。ピザ専用オーブン
を使い、生地の表面はカリッと、中はもっちりと焼き上げ
ます。焼きたてピザをお熱いうちにどうぞお召し上がりく
ださい。
※画像はイメージです。

○加工食品売場
調味料のコーナーでは、お野菜が１個あれば簡単に調理
でき、おかずの１品となる簡便調味料のほか、温めるだけ
で調理ができるレトルトカレーを種類豊富に取り揃えてま
いります。また、健康に配慮した商品の品揃えとして、特
保・機能性飲料やアレルギー対応食品、低糖質商品をコー
ナー化してご提案いたします。
お酒のコーナーでは、定番の缶チューハイやビールに加え、
クラフトビールやワインなど嗜好性の高い商品を種類豊富に
品揃えいたします。また、ワインにつきましては、厳選した
お買い得なワインからオーガニックワインも取り揃えてまい
ります。

※画像はイメージです。
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○日配売場
毎日のお食事に必要な豆腐や牛乳などの定番商品をお買
得価格でご提供いたします。また、北海道産の素材を使用
した豆腐や、納豆、漬物など、おいしさにこだわった商品
も多数品揃えいたします。加えて、４種のチーズが入った
ふわたまオムレツや、チンジャオロースなど電子レンジで
温めるだけで調理が簡単な、小分け個包装の商品を充実い
たします。
デザートのコーナーでは、健康に配慮したヨーグルトや、
おいしさにこだわったフルーツの果肉がたっぷり入ったゼ
リーなどを品揃えいたします。
冷凍食品コーナーでは、スライス済アボカドや、アスパ
ラのほか、パクチーや話題のえのき氷など、調理が簡単な
商品やお好きな量だけ使いやすい冷凍野菜を品揃えいたし
ます。また、スパゲティ麺 １ｋｇや、チャーハン 1ｋｇな
ど、大容量でお買得な業務用冷凍食品も品揃えいたします。
ベーカリーコーナーでは、地元月寒地区の銘菓、株式会
社ほんまより、北海道産原料にこだわったあんぱん「寒月
（かんげつ）
」を品揃えいたします。さらに、直営店のみで
しか取り扱いがなかった商品「パイまんじゅう」や「どら
焼き」も取り揃えてまいります。

※画像はイメージです。

○家庭用品売場
家庭用品コーナーは、紙製品、台所消耗品、洗濯洗剤など
暮らしの必需品のほか、ヘアケア商品や化粧品など、ビュー
ティー商品も取り揃えてまいります。

健康食品コーナーでは、低カロリー食や高タンパク食、
特定保健用食品や青汁などを品揃えし、食事に気を使って
いる方のお手伝いをするほか、栄養補助商品やサプリメン
トも品揃えいたします。

※画像はイメージです。
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【サービスのご案内】
ＡＴＭ（イオン銀行）
、自動証明写真機
【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、当日ご自宅まで宅配するサービスで
す。
（要冷蔵・冷凍、割れ物、可燃物等、配送除外品がございます。
）
料金は、店内お買い上げ金額税込 2,000 円以上の方は 200 円、税込 2,000 円未満の方
は 300 円でお届けいたします。ただし、満 65 歳以上の方、からだの不自由な方、妊婦の
方、未就学のお子さまをお連れの方で税込 2,000 円以上お買い上げいただいた方は、無
料でお届けいたします。
※配送可能商品・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、お買い物のたびにポイントがたま
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１ポイント（１円相当）
を付与し、たまったポイントは、１ポイント＝１
円として、お買い物ができるＷＡＯＮ（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

【ＷＡＯＮカード】

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
ＷＡＯＮ

ＰＯＩＮＴカードのご案内】
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１ポイント（１円相当）
を付与し、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。
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【ＷＡＯＮ

ＰＯＩＮＴ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、均一特価のお買得商品をご提供する、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 2,000 円以上お買い上げの全てのお客さまを対象に、料金無料で当日宅配
便がご利用いただけます。
（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をレジにて
税込価格から５％割引いたします。
（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
金をレジにて税込価格から５％割引いたします。（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
電子マネー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
ＰＯＩＮＴ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、ポ
イントを２倍付与いたします。（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（手続き済み）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、税込価格から５％割引、又は、Ｇ・ＧＷＡＯＮ、ゆうゆうＷＡＯＮでの
お支払いで、レジにて税込価格から５％割引、さらに通常 200 円（税込価格）で１ポイン
ト付与のところ、ポイントを２倍付与いたします。（一部対象商品を除く）
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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照明を使用するほか、インバーター機能を搭載した冷蔵・冷凍機を使用し、運
転容量を制御しながらケース庫内温度を一定に保ち、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。
なおレジ袋を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】
地下鉄東豊線

月寒中央駅１番出口より約 600ｍ、美園駅３番出口より約 750ｍ

＜本件に関するお問い合わせ先＞
マックスバリュ北海道株式会社

経営企画部

電話：011-631-5192
以上
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