


ヤオコーは2021年7月21日（水）、
埼玉県ふじみ野市にヤオコーふじみ
野大原店をオープンした。同店は東
武東上線上福岡駅から北東に約
0.8km、新河岸駅から南東約1kmに
位置。2019年に閉店したイトーヨ
ーカドー上福岡東店跡地への出店と
なる。
同店は交差点角地に位置し、交差
点の斜め向かいには2020年11月に

オープンしたイオンタウンふじみ野
（核テナント・イオンスタイルふじみ
野）が営業しており、熾烈な商圏争
いが今後予想される。
ふじみ野エリアは近年再整備が進
んでおり、店舗後方にも約700戸の
大型マンションが建設中。1km圏
内では人口・世帯数共に増加傾向で、
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子供も好きなトマトの品揃えを強化して販売

イオンスタイルとの商圏争い。
ファミリー層ターゲットにヨーカドー跡地に出店
ヤオコー ふじみ野大原店
埼玉県ふじみ野市

種別立地階層業態駐車場売場面積
新設住宅地1層SM228台650坪

人口増加地域、イトーヨーカドー跡地に出店
交差点斜め向かいでイオンタウンふじみ野が営業
4人世帯のファミリー世帯がメインターゲット

青果売場では単品量販で売り込む。通路は広く買い回りしやすい

イトーヨーカドー上福岡東店の跡地に出店したヤオ
コーふじみ野大原店。写真左側がインドアテニスス
クール



特に30～50歳代のファミリー世帯
と70歳以上のシニア世帯がボリュ
ームゾーン。また駅周辺には単身者
が多く、3km圏内では4人以上世帯
の割合が高くなっている。商圏人口
は1km圏内では32,000人15,000世
帯、3km圏内では192,000人87,000
世 帯、5km 圏 内 で は 372,000人
169,000世帯。
このため40歳代の4人世帯をメイ
ンターゲットとし「ヤングファミリ
ーに感動していただくお店～『今日
これ』・『楽しさ』・『驚き』を感じて
いただこう～」をストアコンセプト
に売場を展開。サブ
ターゲットにはシニ
ア層の2人世帯と若
い世代の単身世帯と
2人世帯を据える。
施設全体の敷地面
積は12,987㎡。テナ
ントにサンドラッグ、
クリーニング、そし
てインドアのテニス
スクールが入ってお
り、10月には歯科な
ども開院予定。
ヤオコー直営の売
場面積は 2,151㎡。
売場は最近のヤオコ
ーの標準的なMD、
レイアウトを採用し
ているが、精肉では
豚焼肉商品コーナー

を初導入。ターゲットのヤングファ
ミリー世帯に向けてロースや豚バラ
肉などお手頃価格でボリュームのあ
る商品を訴求している。
その他の商品でも大容量
商品を充実させるととも
に、最近人気が高まって
いる旨辛味付けのヤンニ
ョムポーク、馬刺し、香
味どりなどの銘柄肉、和
牛など多種多様な商品を
展開している。
対面式の鮮魚売場では
ヤオコーこだわりのカナ

ダ産生アトランティ
ックサーモンや近海
魚、旬の魚の切り身
など圧倒的な旬と鮮
度を打ち出して展開。
マグロも SKU豊富
に展開し、マルタ産
の本まぐろの赤身盛
りは赤身が濃く、思
わず手に取りたくな
るような逸品だ。

青果では平台などの単品量販で売
り込む商品が一目でわかる売場を形
成。地元農家コーナーやカット野菜
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精肉売場では大容量パックなど豊富に展開 初導入の豚焼肉コーナー。ロース、バラなど中心に品ぞろえ

対面式の鮮魚売場

簡便商品とし
て味付け魚な
ども豊富に展
開する

鮮度感抜群の
刺身。大パッ
クから小パッ
ク商品まで網
羅

インストアベーカリーと惣菜売場 鮮魚惣菜の「漁火」と鶏肉惣菜の「幸唐」



などの簡便商材、オ
ーガニック野菜など
も取りそろえる。ま
たメインターゲット
のファミリー世帯に
向けて子供も大好き
なトマトの取り扱い
を強化している。
惣菜では魚惣菜の

「漁火」、鶏肉惣菜の
「幸唐」などを展開す
ると共に、昼には焼
きそばやお好み焼き
などの鉄板焼き商品
を充実。夕方以降は
おかずやおつまみ商
品を豊富に展開し、
また大容量パック商
品の充実も図る。寿
司コーナーでも夕方
からは大容量パック
の握り寿司などを強
化。中華惣菜の「味
庵」では「ヤンニョ
ムチキン」などを販
売する。
ヤオコー全店で8
月末まで限定で販売
する「ぶっかけうど
ん」も同店から初導
入している。
インストアベーカ
リーでは巣篭りで需
要が高まっているス
イーツ商品を強化。
新商品の店内手作り
の「ピスタチオの贅
沢タルト」などを販
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こちらも初導入のスイーツ「ピスタチオの贅沢タルト」

初導入の「イカ墨香るマルゲリータ」 「味庵」コーナーで展開する最近話題のヤンニョムチキン

8月末まで限定販売の「ぶっかけうどん」を初導入



売する。
グロサリーではファミリー世帯に
向けて菓子売場を拡大して展開。冷
凍食品売場ではアイスコーナーを強
化しており、「ハワイアンホースト
マカダミアナッツチョコアイス」「春
摘み苺アイス」などキャッチーな商
品を導入している。
また周辺でペットを飼っている世
帯が多いことから日用雑貨コーナー
ではペット売場を拡充して展開して
いる。
同店のアイテム数は生鮮 3品で
1,200、デリカ350、グロサリー12,600
で合計14,150SKU。競合店はイオン
タウンふじみ野、上福岡駅前の西友、
東武ストアなど。
ただ、同社では7月6日にも同店
から線路を挟んだ約2.4kmに川越藤
間店をオープンしており、上福岡駅前
の上福岡西口店、ヤオコー川越今福
店とともにふじみ野大原店のオープン
でより強固なドミナントが形成された。
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所在地 埼玉県ふじみ野市大原二丁目1番32号
電話番号 049‐257‐6110
開店日 2021年7月21日（水）
建物構造 1階建て
売場面積 2,151㎡
駐車場 228台
駐輪場 143台
店長 太田正和氏
従業員数 143名（正社員18名、パート・アルバイト125名）
営業時間 9：00～21：45
休業日数 1月1日～2日、他1日
商圏人口 1km圏内32,000人15,000世帯

3km圏内192,000人87,000世帯
5km圏内372,000人169,000世帯

世帯人口 2.13人
年商目標 16億円
店舗特性 ファミリー層をターゲットにしたSM
商圏特性 商業施設が多い人口増加地域
総店舗数 174店舗
交通 東武東上線上福岡駅から徒歩12分

■DATA ヤオコーふじみ野大原店

商圏特性（2015年現在）
1次（自転車5分圏）10,405世帯23,022人

人員別世帯比率
1人世帯 37.0%
2人世帯 28.9%
3人世帯 17.7%
4人世帯 12.2%
5人以上世帯 4.2%
平均世帯人員 2.21人
持ち家比率 58.3%
1戸建て比率 54.8%
共同住宅比率 44.5%

人口構成比
年少人口 11.6%
労働力人口 58.8%
老齢人口 29.6%
夜間人口比率 57.0%
昼間人口比率 53.0%
年齢別構成比
0～19歳 15.4%
20～29歳 9.4%
30～49歳 28.8%
50～69歳 24.2%
70歳以上 22.2%
2次（車5分圏）3,996世帯9,535人
3次（車10分圏）27,481世帯31,943人
特性 駅近の住宅地

技研商事インターナショナル株式会社「MarketAnalyzerTM」で作成

若い世帯向けにアイスを強化。「ハワイアンホースト」などおしゃれな商品を導入

冷凍のドーナツ

ファミリー層が多いことからお菓子売場を大きく展開



カスミは2021年6月25日（金）、
埼玉県白岡市の「フードスクエアカ
スミ白岡店」をリニューアルオープ
ンした。
同店はJR宇都宮線白岡駅から西

に約1.8km、さいたま栗橋線沿いで
営業。1996年にカスミ白岡店とし
てオープンし、その後約25年営業し
ていたが、この度フードスクエア業

態にリニューアルした。
白岡駅はJR宇都宮線で大宮まで
約13分、新宿まで約45分で1本で
行けるなどアクセスも良く、周辺は
都心のベッドタウンとして広がる閑
静な住宅地。駅から徒歩20分も離
れると田園地帯が広がっている。
商圏は白岡店から半径0.5km圏内
で4,389人1,655世帯、1km圏内では

13,931人5,328世帯が居住。高齢世
帯及び2人世帯が多い地域で、持ち
家比率が約 90％と宅地開発が進ん
でいるエリア。
駅西側にカスミのほかにも業務ス
ーパーやウエルシア、しまむらなど
買い物施設が多く、白岡店から約
500mにはカスミのフードオフスト
ッカー白岡原ケ井店も営業。駅東側
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AIカメラ搭載のサイネージ導入。
惣菜売場はインショップ風で新たな魅力発信
フードスクエアカスミ白岡店
埼玉県白岡市

種別立地階層業態駐車場売場面積
改装住宅地1層SM125台447坪

1996年より営業のカスミ白岡店をリニューアルオープン
デジタルサイネージを各売場に10画面導入
健康・即食・簡便とともに品質・鮮度・味にこだわる店づくり

インショップ風の惣菜売場に一新

さいたま栗橋線沿いで営業するフードスクエアカス
ミ白岡店



はマミーマート白岡店などが営業し
ている。
この度のリニューアルでは内装を
一新し、外装は看板など塗り替え工
事を行った。安全・安心、健康、即
食をキーワードに品質・鮮度・味に
こだわった商品とメニュー提案など、
食の専門店としての利便性を高める
ことを目指す。またリニューアル前
から導入していたスマートフォンを
使ったアプリ決済「Scan＆Go」も
引き続きサービス展開している。
同店の売場面積は1,475㎡ で旧店

とほとんど変わらないが、同社山本
慎一郎社長はオープン時の取材に対
して「白岡店に限らず、店舗規格が
限られていて、売場面積も駐車場も
拡張できないが、その中でどう売場
を変えていくか、それが一つのテー
マ。デリカでは脱コンセという訳で
はないが、焼き鳥、中華、寿司など
インショップ風の売場を導入して、
より魅力的な商品に変えていくこと
に取り組んでいる」とコメント。
惣菜では鶏惣菜を「鶏万菜」、寿司
を「かすみ」、弁当などを「ごはんや」

として展開。鶏惣菜では焼き鳥、か
ら揚げなど定番商品のほかにオレン
ジで味付けしたオレンジチキンなど
目を引く商品も販売。
弁当では健康に配慮した管理栄養
士監修のバランス弁当や、「おから
とこんにゃくで出来たカツ重」、牛
たん利休の「牛たん重」、「ブラック
アンガス牛カルビ」弁当など幅広い
品揃えで展開。
惣菜売場に隣接するインストアベ
ーカリーのリトルマーメイドは改装
前から引き続きテナントとして入る。
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冷凍真空パックの切り身や干物新鮮な本マグロの刺身は人気商品

対面式の鮮魚売場 鮮魚売場では味付け魚など簡便商品も豊富に展開

牛たん利休の牛たん重 「かすみ」のにぎり寿司鶏万菜コーナーのオレンジチキン



青果売場では新鮮な地元の野
菜を「まごころ野菜」として豊
富に展開し、カット野菜やカッ
トフルーツなど簡便商材を充実。
対面式の鮮魚売場では市場直
送の新鮮な鮪や近海魚などを展
開するとともに、真空の冷凍パ
ック品も豊富に展開。
精肉にはコンセのラ・ブシュ
リーが入り、ローズポークなど
銘柄肉を中心に品ぞろえ。直営
でも桜姫鶏などの商品を取り
そろえる。
また各生鮮売場では冷凍の
ミールキットを展開。他
にも味付け肉や煮魚など
簡便品を充実させて簡
便・即食を強化している。
日配、グロサリー売場
では話題の大豆ミート商
品をコーナーで展開。他
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青果売場では新鮮な野菜・果実とともにカット野菜なども充実 地元農家さんのまごころ野菜コーナー

精肉売場は直営とコンセのラ・ブシュリーで展開 精肉売場の味付け肉やミールキット



にもベジタリアンやヴ
ィーガンに配慮した商
品、糖質オフ、オーガ
ニックなどの商品も取
りそろえている。
販促面では各売場に
デジタルサイネージを
導入。U.S.M.H独自ブ
ランド「イグニカサイ
ネージシステム」でメ
ニュー提案やポイント
還元などのお得情報、
メーカーとのタイアッ
プ動画などを随時配信している。サ
イネージ下部等に設置された小型カ
メラにてサイネージを見ている人の
視聴人数、年代、性別などを把握で
き、さらにサイネージを見ていた視
聴時間なども計測できる。同店では

約40インチのサイネージディスプ
レイを10画面設置している。
同店のアイテム数は計12,226品目。
内訳は鮮魚350、精肉497、野菜630
（野菜400、果実230）、惣菜340、和

日配 630、洋日配 1,200、一般食品
3,450、菓子1,901、酒1,498、ベーカ
リー80、日用雑貨1,650。
競合店はマミーマート白岡西店や
業務スーパーなど。
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所在地 埼玉県白岡市西4丁目2番6号
電話番号 0480‐93‐5757
改装開店日 2021年6月25日（金）
売場面積 1,475㎡
駐車場 125台
駐輪場 75台
店長 稲葉雅資氏
従業員数 49名（正社員15名、パート・アルバイト34名）
営業時間 9：00～24：00
休業日数 年中無休
店舗特性 幹線道路沿いで営業する中型SM
商圏特性 都心へのアクセスが良い郊外型住宅地
総店舗数 187店舗
交通 JR宇都宮線白岡駅から約1.8km

■DATA フードスクエアカスミ白岡店

商圏特性（2015年現在）
1次（自転車5分圏内）5,696世帯14,893人

人員別世帯比率
1人世帯 22.0%
2人世帯 30.4%
3人世帯 23.2%
4人世帯 16.9%
5人以上世帯 7.4%
平均世帯人員 2.61人
持ち家比率 75.6%
1戸建て比率 75.9%
共同住宅比率 23.6%

人口構成比
年少人口 13.2%
労働力人口 62.3%
老齢人口 24.5%
夜間人口比率 61.0%
昼間人口比率 39.0%
年齢別構成比
0～19歳 17.7%
20～29歳 10.2%
30～49歳 28.4%
50～69歳 27.4%
70歳以上 16.3%
2次(車で5分圏内）2,964世帯7,783人
3次（車で10分圏内）20,202世帯52,346人
特性 郊外住宅地

技研商事インターナショナル株式会社「MarketAnalyzerTM」で作成

イグニカデジタルサイネージシステム。下部のAIカメラでお客の年齢や性別などを判別 旧店でも導入していたスキャン＆ゴー

健康、即食をキーワードにサラダなど豊富に展開

大豆ミートのハンバーグやメンチカツなどコーナー化



大阪と奈良を結ぶ近鉄奈良線。東
に生駒山を臨む東大阪市の若江岩田
（わかえいわた）駅から西に10分ほ
ど歩いたところに、神戸市を本拠に
チェーン展開するマルハチが 2021
年5月13日（木）、「スーパーマルハ
チ瓜生堂（うりゅうどう）店」をオ
ープンした。ラグビーのメッカ・東

大阪市花園ラグビー場の数 km西の
辺りと言った方が分かりやすいかも
しれない。

売場面積は1,822㎡（551坪）ある
から、単独の食品スーパーとしては、
十分な広さを持っている。実はこの
場所、出店してから50年の歴史を刻
んだ4層のGMS、イズミヤ若江岩田
店があったところで、マルハチが建
っている所は、同店の駐車場だった。
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旬の味覚。きちんと揃った季節の果物

極めてシンプルな造り。値段にシビアな客層。
知名度を上げるのが課題
スーパーマルハチ瓜生堂店
大阪府東大阪市

種別立地階層業態駐車場売場面積
新設市街地1層SM130台551坪

花園ラグビー場の数km西。イズミヤ若江岩田店の駐車場跡に
人口増確実。大規模マンション、近鉄・モノレールの新駅も予定
値段にシビアな客層。駐輪場300台。自転車で買い回る土地柄

すっきりと、見通し良く陳列された青果売場

店舗前には駐輪場が300台分も用意されている



2019年 12月に閉店されたイズミヤ
の跡地に、長谷工の手で3年後には
総戸数436戸の12階建てマンション
が建てられる。足元の人口増が確実
に見込める立地だ。

店舗の西側を南北の大動脈・大阪
中央環状線が通っており、西の八戸
ノ里と商圏が分断される立地でもあ
るが、近鉄線の新駅（仮称、瓜生堂
駅）の計画がある。店名を若江岩田
店とせず、瓜生堂店としたのも、こ
のあたりに理由がある。

また、中央環状線の上には近畿自
動車道が通っており、高速をまたぐ
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瀬戸内の近海
物から遠方の
産地まで、幅
広い品揃えの
鮮魚売場

関西は肉にう
るさいお客が
多い。ステー
キ肉、すき焼
き用など豊富

悪天候で、夕刻
を迎えた取材の
日。需要をどう
読むか、鮮魚売
場は大変だ

忙しい主婦の
味方、お肉屋
さんのコロッ
ケなどの加工
品が良く売れ
る

若い人も多い地域なので、スイーツも結構な品揃え



形で現在、門真市まで通じている大
阪モノレールが延伸され、近鉄の新
駅と直結、ここにも新駅ができると
いう。2029年の完成予定だが、これ
も将来楽しみな要素になっている。

さて、現在の瓜生堂店の商圏を見
ると 500m圏では 1人よりも 2人世
帯の比率が 30.2％と、大阪府平均よ
り 2.4％多い。そんな場所に、1km
圏だけでも、マルナカ、サンコー、近
商、コノミヤ、それにライフ、万代と関
西を代表する強力なスーパーがひし
めいている。

店内は、イートインやインストア
ベーカリーなどもなく、極めてシン
プルな造りだ。3月にオープンし、
絶好調の新大阪店より100坪ぐらい
大きいが、個店ごとにレイアウトは
変えていない。マルハチの既存店の
特徴は初年度がピークだということ
はない。10％ずつなど、1年ごとに
着実に売上を伸ばしていくのが常だ。

マルハチは今年、69人の新卒者を
迎え入れた。6、7月と神戸の長田と
明石で新店オープンが相次ぎ「飛躍
の時」を迎えている。近くに、弥生
時代から平安時代にかけての集落
「瓜生堂遺跡」があるから地名は古い
が、店舗は若いパワーが支えている。
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店舗名 スーパーマルハチ瓜生堂店
所在地 大阪府東大阪市瓜生堂1‐11‐30
電話番号 072‐960‐0890
開店日 2021年5月13日（木）
建物構造 鉄骨造り、2階建て（店舗は1階）
売場面積 1,822㎡（551坪）
駐車場 130台
駐輪場 300台
店長 田中孝明氏
従業員数 151人（社員19人、パート・アルバイト132人）
営業時間 9：00～22：00
休業日数 2日/年
年商目標 24億円
商圏人口 500m圏4,790世帯10,454人

1km圏 19,097世帯41,562人
世帯人員 2.18人
店舗特性 単独SM
商圏特性 近隣市街地、人口密集地
総店舗数 38店（2021年7月現在）
交通 近鉄奈良線若江岩田駅、西850m 徒歩10分

■DATA スーパーマルハチ瓜生堂店

商圏特性（2015年現在）
1次（徒歩15分圏）18,065世帯40,028人

人員別世帯比率
1人世帯 38.0%
2人世帯 28.5%
3人世帯 16.9%
4人世帯 12.1%
5人以上世帯 4.5%
平均世帯人員 2.22人
持ち家比率 62.9%
1戸建て比率 38.7%
共同住宅比率 56.7%

人口構成比
年少人口 11.6%
労働力人口 59.2%
老齢人口 29.2%
夜間人口比率 54.0%
昼間人口比率 46.0%
年齢別構成比
0歳～19歳 16.5%
20歳～29歳 9.6%
30歳～49歳 26.6%
50歳～69歳 27.4%
70歳以上 19.9%
2次（ 分圏）157,302世帯342,890人
3次（ 分圏）219,668世帯480,669人
特性 人口密集地、ファミリー性

技研商事インターナショナル株式会社「MarketAnalyzerTM」で作成

世帯人数を問わず、需要が高まっている冷凍食品

「イズミヤさんの後に来てくれて助かります」と惣菜
を買い求める主婦



相鉄ローゼンは2021年7月14日
（水）、神奈川県金沢区のそうてつロ
ーゼン釜利谷店をリニューアルオー
プンした。

同店は京急電鉄金沢文庫駅から西
に約 1.5km、戸建てやマンションが
立ち並ぶ住宅街に立地。

そうてつローゼン釜利谷店は
1994年 12月から営業を開始し、今
年で 27年目。近年の変化する需要

に対応するため大規模改装する運び
となった。

売場面積は同社で11番目の581坪。
改装前とほとんど変わらないが、レ
ジ前やサッカー台付近のスペースを
縮め生鮮売場などのメイン通路を拡
くした。また惣菜売場を拡大し、生
鮮コーナーでは平台を増設。回遊性
のある売場に生まれ変わった。グロ
サリーなどの什器は一部新たなもの

を導入、冷ケース等はすべて一新し
ている。

売場を見てみると青果コーナーで
は「ローゼンがんばる農家応援団」
コーナーを展開。野菜や果物をもっ
とおいしく、もっと安全にとがんば
っている生産者の産地に行き、その
頑張りを売場で紹介している。

壁面では地場野菜コーナーを展開
し、平台は横に広い什器に変更。ま
た冷凍野菜も青果売場と冷凍食品売
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“ローゼングリル”を初導入。
生鮮売場の回遊性高める大規模改装
そうてつローゼン 釜利谷店
神奈川県横浜市金沢区

種別立地階層業態駐車場売場面積
改装住宅地1層SM80台581坪

生鮮売場の通路を広くし回遊性アップ。平台も増やした
生鮮素材を使用した惣菜コーナー“ローゼングリル”を同社初導入
インストアベーカリーを葉山ボンジュールに変更。5店目

生鮮のメイン通路を広くし回遊性を高めた

1994年オープンの釜利谷店を大改装。路線バスも
走る生活道路沿いに立地



場でダブル陳列している。
鮮魚売場では自家製干物を導入。

自家製干物は同店で3店舗目の導入。
生魚コーナーでは日中は丸魚などを

取り扱い、夕方以降に寿司、刺身の
商品を増やして展開。

鮮魚売場と精肉売場の間では同社
初導入となる「ローゼングリル」コ

ーナーを展開。鮮魚、精肉部門の素
材などを使用し、惣菜部が調理し焼
き鳥、アジフライなどの肉惣菜、魚
惣菜を販売する。

精肉売場では
冷凍肉を強化。
大容量品も強化
し、他にもやま
と豚や秋田牛な
ど“ちょっとい
いもの”を豊富
に展開する。

惣菜ではお客
に「新たな美味
しさを伝えた
い」という想い
から厳選したこ
だわりの逸品

「ローゼンセレ
クション」の商
品を握り寿司や
サラダ、スイー
ツなど各所に導
入。サラダコー
ナーには青果の

「ローゼンがん
ばる応援団」の
野菜を使用した

「海鮮のっけ盛
り」も販売して
いる。

冷凍食品売場
は同社最大の
SKU数で展開
し、改装前から
約2倍に拡大。

ご当地アイス
や有名店のパ
スタ（約1,000
円）などこだ
わりの商品を
多数導入して
いる。
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農家を応援する「ローゼンがんばる農家応援団」と地場野菜コーナー 旬の果物、カット野菜などの簡便商品も充実

対面式の鮮魚売場。鮮魚寿司も展開 干物や味付け魚も豊富に展開



全体のアイテム数は 15,157SKUで
青果490、鮮魚320、精肉300、惣菜
390、加工食品4,850、酒1,400、菓子
1,650、日配2,800、衣料・雑貨2,957。

改装効果としては食品で売上 7％
増、全体で6％増を見込んでいる。
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鮮魚と精肉売場の間に設置されたローゼングリル
は初導入

バイヤーが自信
をもって厳選し
た「ローゼンセ
レクション」の
「生まぐろづく
しにぎり」

フリーデンのやまと豚をコーナー展開

所在地 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7‐2‐13
電話番号 045‐701‐6771
開店日 2021年7月14日（水）
建物構造 1階建て
売場面積 1,917㎡
駐車場 80台
店長 村田一広氏
従業員数 69名（正社員12名、パート・アルバイト57名）
営業時間 8：00～22：45
休業日数 1月1日、2日（予定）
商圏人口 1km圏内31,000人12,500世帯
世帯人口 2.48人
店舗特性 40代ファミリーとシニア層をターゲットにしたSM
商圏特性 40代と10代が多い住宅地
総店舗数 55店舗
交通 京急電鉄金沢文庫駅から約1.5km

■DATA そうてつローゼン 釜利谷店

商圏特性（2015年現在）
1次（自転車5分圏）11,032世帯26,926人

人員別世帯比率
1人世帯 28.2%
2人世帯 30.4%
3人世帯 19.7%
4人世帯 16.6%
5人以上世帯 5.0%
平均世帯人員 2.44人
持ち家比率 68.4%
1戸建て比率 44.2%
共同住宅比率 54.1%

人口構成比
年少人口 13.3%
労働力人口 62.9%
老齢人口 23.8%
夜間人口比率 59.0%
昼間人口比率 41.0%
年齢別構成比
0～19歳 18.7%
20～29歳 10.5%
30～49歳 28.3%
50～69歳 26.2%
70歳以上 16.3%
2次（自転車10分圏）37,101世帯85,525人
3次（車10分圏）44,884世帯104,640人
特性 戸建て住宅が多い住宅地

技研商事インターナショナル株式会社「MarketAnalyzerTM」で作成約2倍に売場を広げた冷凍食品コーナー

改装前に比べて大きく拡がった惣菜売場

牛肉コーナーで秋田牛を品ぞろえ 大容量パックを充実させる精肉コーナー






