平成２８
平成２ ８ 年 ８ 月 １７日
１７ 日
株式会社東急ストア

わたしのほしいがここにある。
わたしのほしいがここにある。まちの小さなフレッシュ＆デリ
ここにある。まちの小さなフレッシュ＆デリ

「東急ストア フードステーション用賀店
フードステーション用賀店」の

オープンについて
平成２ ８ 年 ８ 月 ２３ 日 ( 火 ) 、 東京都 世田谷 区 に「 東急ストア フードステーション
用賀店
用賀 店 」をオープンいたしますので、ご案内いたします。
」をオープンいたしますので、ご案内 いたします。
同店は、東急田園都市
同店は、東急田園都市線「
東急田園都市 線「用賀
線「 用賀駅
用賀 駅 」と地下通路で直結しているオフィスビル「世田谷
と地下通路 で直結しているオフィスビル「世田谷
ビジネススクエアタワー」の地下１階に出店いたします。
ビジネススクエアタワー」の地下１階に 出店いたします。用賀駅を利用される乗降客数
出店いたします。用賀駅を利用される乗降客数
は１日約６３,
は１日約６３ , ０００人、世田谷ビジネススクエアタワーは８０社、約３,
０００人、世田谷ビジネススクエアタワーは８０社、約３ , ０００人もの
就業者がおり、常住人口より昼間人口の方が多くビジネスマン
就業者がおり、 常住人口より昼間人口の方が多くビジネスマンが
常住人口より昼間人口の方が多くビジネスマン が 多い地域であります。
多い 地域であります。
また商圏内（半径５００ｍ圏内）の世帯人数は、２０～４０代の若い年代が多く、かつ
また 商圏内（半径５００ｍ圏内）の世帯人数は、２０～４０代の若い年代が多く、かつ
単身・二人世帯が多い地域でもあります。
単身・二人世帯が多い 地域でもあります。
同店は、オフィス
同店は、オフィスビルに出店する
オフィス ビルに出店することから、
ビルに出店する ことから、種類豊富
ことから、種類豊富な
種類豊富 な お弁当とお菓子やスイーツの
お弁当 とお菓子やスイーツの
品揃えを充実
品揃えを 充実させます。また
充実 させます。また小型店舗でありながら
させます。また 小型店舗でありながら地域
小型店舗でありながら 地域にお住まいの方
地域 にお住まいの方が夕食
にお住まいの方 が夕食調理
が夕食 調理の
調理 の た
めに必要な生鮮食品や調味料
めに 必要な生鮮食品や調味料も充実させてまいります
必要な生鮮食品や調味料 も充実させてまいります。
も充実させてまいります 。特長カテゴリーとして、約３０
種類の調理パンや菓子パンの『焼きたて
『 焼きたて１００円ベーカリー』
焼きたて １００円ベーカリー』や、農家からの直送野菜、
季節果物を提供する『
季節果物を提供する『 農家の直売所』、ワインを
農家の 直売所』、ワインをはじめとした酒類を充実させ
直売所』、ワインを はじめとした酒類を充実させてまいり
はじめとした酒類を充実させ てまいり
ます。さらに、サービス機能
ます。さらに、サービス機能も充実させ
サービス機能 も充実させ、
も充実させ 、電子マネーによる決済や収納代行、ＡＴＭの
電子マネーによる決済や 収納代行、ＡＴＭの
設置、
設置 、 プリペイドカードの販売など
プリペイドカードの販売 などを実施し、利便性を高めてまいります
など を実施し、利便性を高めてまいります。
を実施し、利便性を高めてまいります 。
お客様の生活をより豊かに、より便利にするための食材・サービス
お客様の生活をより豊かに、より便利にするための食材・サービスを
・サービス を 取り揃え、狭小
取り揃え、狭小
ながらも「お客様に
ながらも「お客様にとっての地域一番店」を目指します。
とっての地域一番店」を目指します。
客様に

■ 商品の特徴
【生鮮】
小型店舗であるものの、青果、水産、畜産の生鮮食品を取り扱い
お客様の使用頻度の高い商品を厳選し、毎日お求めになりやすい
価格でご提供していきます。
青果売場では、『農家の直売所』を展開し、
青果売場では、 『農家の直売所』を展開し、鮮度感あふれる
『農家の直売所』を展開し、 鮮度感あふれる
きゅうりやトマト、なすなどの直送野菜や季節の果物を常時
２０～２５種類提供します。
２０～ ２５種類提供します。
【農家の直売所

イメージ】

水産コーナーのお刺身は、オフィスの昼食需要にも最適な
水産コーナーのお刺身は、オフィスの昼食需要にも 最適な
『つま無しの少量パック』や、夕食、おつまみ用の３点盛、４点盛などを
『つま無しの少量パック』や、夕食、おつまみ用の３点盛、４点盛など を 取り揃えます。
取り揃え ます。またお酒
ます。 またお酒
のおつまみ商材や洋風珍味も充実させます。
精肉コーナーでは、
精肉コーナーでは 、 味付肉や肉詰めなどの半調理品を充実させるほか、
味付肉や肉詰めなどの半調理品を充実させるほか 、 ローストビーフやロースト
ポークなどの即食商品を取り揃えます。
ポークなど の即食商品を取り揃えます。

【デリカ食品】
オフィスで働かれている方
オフィス で働かれている方が多いことから
で働かれている方 が多いことから、
が多いことから 、 標準店と
同等の品揃えを確保し、日替り、週替りなど、
同等の品揃えを確保し、日替り、週替りなど 、 飽きを
感じさせない季節感あふれるお弁当をショートサイク
感じさせない季節感あふれるお弁当を ショートサイク
ルで展開し提供するほか、サラダや煮物は食べ切りサ
ルで展開し 提供するほか、サラダや煮物は食べ切りサ
イズの商品を多く取り揃えます。
また、『焼きたて１００円ベーカリー』
また、『焼きたて１００円ベーカリー』を展開し
『焼きたて１００円ベーカリー』 を展開します。
を展開し ます。
約３０種類の商品を店内厨房や近隣店舗で製造し
約３０種類の商品を店内厨 房や近隣店舗で製造し、
房や近隣店舗で製造し 、
焼きたて調理パンや菓子パンを１００円で提供します。
【焼きたてベーカリー売場

イメージ】

【グロサリー食品】
平日の
平日 の 夕刻及び土日の需要が見込まれるお酒は
夕刻及び土日の需要が見込まれる お酒は、東急
お酒は 、東急沿線駅前
、東急 沿線駅前
店舗で支持
店舗で支持の高い
ワイン”の品揃えを
充実するほか、
支持 の高い“
の高い “ ワイン”の品揃え
”の品揃え を 充実するほか
するほか 、 澤乃井、
嘉泉、
嘉泉 、 多満自慢など
多満自慢 などの東京地酒を取扱います。
など の東京地酒を取扱います。おつまみ商材を
の東京地酒を取扱います。 おつまみ商材を
関連で展開
関連で 展開し、魅力的
展開 し、魅力的なお酒売場を展開します。
し、魅力的 なお酒売場を展開します。
オフィスで働かれている女性向けに、お菓子やスイーツも充実
オフィスで働かれている 女性向けに、お菓子やスイーツも充実
させます。地元、世田谷の銘菓を取り揃えるほか、東急ストア

【酒売場

イメージ】

オリジナルスイーツ「Ｂｏｎ
オリジナル スイーツ「Ｂｏｎ Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ（ボン・パティスリー）」のご褒美スイーツを
展開します。この他、スムージーや野菜ジュース、美容系菓子など健康、美容などの商品を充実さ
展開します。この他、 スムージーや野菜ジュース、美容系菓子など健康、美容などの商品を充実さ
せます。

【 実用品】
実用品 】
使用頻度の高い日用家庭用品や衛生用品、また
使用頻度の高い日用家庭用品や衛生用品、 またオフィス需要を見込んだ
また オフィス需要を見込んだ文具
オフィス需要を見込んだ 文具やスマートフォンや携
文具 やスマートフォンや携
帯電話の充電器
帯電話の 充電器も取り扱います。
充電器 も取り扱います。

■施設の特
■施設 の特徴
の特 徴
・照明は、全てＬＥＤ照明を導入しています。
・照度を一定に制御する売場照明調光システムの導入など、省エネ対策を行っています。

■店舗概要
１．店

名

２．所 在 地

東急ストア フードステーション
フードステ ーション用賀
ーション 用賀店
用賀 店
東京都世田谷
東京都 世田谷区
世田谷 区 用賀四
用賀 四 丁目１０
丁目 １０番
１０ 番 １ 号
ＴＥＬ０３
ＴＥＬ ０３－
０３ － ５７９７－
５７９７ － ２３２８

３．建物規模

鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）
鉄骨造（一部鉄骨 鉄筋コンクリート造）

４．売場
４． 売場面積
売場 面積

２３８㎡
２３８ ㎡ （後方面積１４２
（後方面積 １４２㎡
１４２ ㎡ ）

５．駐 車 場

３００台（共用）

６．駐 輪 場

７１０台
７１０ 台 （共用）

７ ．開 店 日

平成２８
平成２ ８ 年 ８ 月 ２３日（
２３ 日（火
日（ 火 ）

８ ．営業時間

７ ：００～２３：００

９ ．年商予定

５ ． １ 億円

10．店
10．店

村山

長

11．従業員
11．従業員数
．従業員 数

地下２階地上２８階建

※開店日は８
※開店日は ８ 時より営業

勇輝

１ ８ 名（社員１名、パートタイマー
名（社員１ 名、パートタイマー・アルバイト１
名、パートタイマー ・アルバイト１７
・アルバイト１ ７ 名）

以

上

