２０１７年
２０１７ 年 ４ 月 １ ２ 日
株式会社東急ストア

「東急ストア フードステーション

渋谷キャスト店
渋谷キャスト店」のオープンについて

２０１７年
２０１７ 年 ４ 月 ２８日
２８ 日 ( 金 ) 、 東京都渋谷
東京都 渋谷区
渋谷 区 に「東急ストア
に「 東急ストア フードステーション渋谷
フードステーション 渋谷
キャスト店
キャスト 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。
東急文化会館にあった東急ストアが「東急ストア フードステーション」として１４
年ぶりに渋谷の街に戻ってきます。
年ぶりに 渋谷の街に戻ってきます。
同店が入居する「渋谷キャスト（ＳＨＩＢＵＹＡ
同店 が入居する「渋谷キャスト（ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＡＳＴ.
ＣＡＳＴ . ）」のＧＦ（グランド
フロア/
フロア /地上階）に出店し、
に出店 し、渋谷駅から原宿方面に約４
渋谷駅から原宿方面に 約４００ｍの場所に位置しています。
約４ ００ｍの場所に位置しています。
施設上層階には、賃貸住宅「渋谷キャスト アパートメント」のほか、施設周辺
（半径５００ｍ
（半径 ５００ｍ）には、約２
５００ｍ ）には、約２,
）には、約２ , ９００世帯の方が住まわれています。また、渋谷キャス
９００世帯 の方が住まわれています。また、渋谷キャス
トで働かれているクリエイターをはじめ、ビジネスマンやＯＬなど就業者が多い
トで働かれているクリエイターをはじめ、ビジネスマンやＯＬなど就業者が多 い 地域で
もあります。渋谷という立地から
もあります。渋谷 という立地から通行者も非常に多く
という立地から 通行者も非常に多く、
通行者も非常に多く 、 人が行き交う地域であります。
人が 行き交う地域であります。
同店は、小型店舗でありながら地域にお住まいの方の生活を支える生鮮食品
同店は、小型店舗でありながら地域にお住まいの方の生活を支える生鮮食品を充実さ
小型店舗でありながら地域にお住まいの方の生活を支える生鮮食品 を充実さ
せるほか、調味料、日用品を
せるほか、調味料、日用品を提供していきます
調味料、日用品を 提供していきます。
提供していきます 。オフィス就業者が多いこともあり
オフィス就業者が多いこと もあり、
もあり 、種
類豊富なお弁当
類豊富な お弁当や
お弁当 や サラダのほか、
サラダ のほか、多くの方が行き交う地域
のほか、多くの方が行き交う地域であることから、ワンハンド
多くの方が行き交う地域 であることから、ワンハンド
で食べ歩きできる商品も取り揃えていきます。さまざまなお客さまの生活シーンにあわ
で食べ歩きできる商品も取り揃えていきます。さまざまなお客さまの生活シーンにあわ
せ「日中と夕刻」、
「日中と夕刻」、「 平日と
平日 と 週末」
週末 」と いった時間や曜日で売場に変化を持たせ、お客さ
いった時間や曜日で 売場に変化を持たせ、お客さ
まにご満足いただく商品、サービスを提供していきます。さらに、
まにご満足いただく商品、サービスを提供していきます。さらに、サービス機能
さらに、サービス機能も充実
サービス機能 も充実
させ、
させ 、電子マネーによる決済や収納代行、ＡＴＭの設置
電子マネーによる決済や 収納代行、ＡＴＭの設置、
収納代行、ＡＴＭの設置 、プ リペイドカードの販売など
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。
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「お客様にとっての地域一番店」を目指します。
ながらも「お 客様にとっての地域一番店」を目指します。

■ 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、東急線沿線（横浜地区）を中心とした
青果売場では、 東急線沿線（横浜地区）を中心とした生産者の
東急線沿線（横浜地区）を中心とした 生産者の
鮮度あふれる直送野菜を提供する『農家の直売所』を展開し
鮮度あふれる直送野菜を提供する 『農家の直売所』を展開しま
『農家の直売所』を展開し ま
す。トマト
す。 トマトやほうれ
トマト やほうれん草
やほうれ ん草などの直送野菜を常時
ん草 などの直送野菜を常時１５
などの直送野菜を常時 １５～
１５ ～ ２ ０ 種類
提供します。その他「
提供します。 その他「有機野菜
その他「 有機野菜」や生産者の
有機野菜 」や生産者の想いを伝える
」や生産者の 想いを伝える「手
想いを伝える 「手
【農家の直売所

イメージ】

紙のついた野菜」など特長
紙のついた野菜」など 特長ある商品を提供
特長 ある商品を提供します。
ある商品を提供 します。
水産売場では、刺身や切身
水産売場では、 刺身や切身の取り扱いはもちろん、冷凍コーナ
刺身や切身 の取り扱いはもちろん、冷凍コーナ
ーも充実させます。「味の浜藤」の直営店舗や百貨店のみで販
ーも充実させます。 「味の浜藤」の直営店舗や百貨店のみで販
売 している漬魚をスーパーマーケットで初めて取り扱いします。
している 漬魚をスーパーマーケットで初めて取り扱いします。
他にも、魚介を愉しむ洋風パスタソースシリーズの
他にも、 魚介を愉しむ洋風パスタソースシリーズのほか
魚介を愉しむ洋風パスタソースシリーズの ほか、干物
ほか 、干物
や 漬魚などの
漬魚など の 商品を取り扱います
商品を 取り扱います。
取り扱います 。
精肉売場では
精肉売場 では、
では 、 従来の狭小店舗では取り扱いが出来なかった和
牛や銘柄豚（高座豚）、銘柄鳥（地養鳥）など
牛や銘柄豚（高座豚）、銘柄鳥（地養 鳥）などを取り扱い、
鳥）など を取り扱い、グ
を取り扱い、 グ
レードの幅を広げお客さまに選べる楽しさを提供します。
レードの幅を広げ お客さまに選べる楽しさを提供します。

【味の浜藤の漬魚

イメージ】

【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、
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ルで展開し
感あふれるお弁当をショートサイクルで展開し提供
ショートサイクルで展開し 提供します。
提供 します。
ＯＬの方を意識した
ＯＬの方を意識し た 「ＢＯＸお弁当
「ＢＯＸ お弁当」
お弁当 」 では、女性好みの量目に
し、容器に取っ手を付け持ち運びしやすい
し、容器 に取っ手を付け持ち運びしやすいようにして
に取っ手を付け持ち運びしやすい ようにしています。
ようにして います。
サラダでは、魚介や
サラダでは、魚介やお肉
魚介や お肉が一緒に食べれる一食完結型サラダや
お肉 が一緒に食べれる一食完結型サラダや

【ＢＯＸお弁当

イメージ】

有機小松菜
有機 小松菜を使用したドレッシング
小松菜 を使用したドレッシングで
を使用したドレッシング で 食べるサラダ、女性から
の 人 気 が高いパクチーを使用したサラダなどをボウルに入れた
が高い パクチーを使用したサラダなどをボウルに入れた
“Ｂｏｗｌ Ｓａｌａｄ”を
Ｓａｌａｄ”を 展開します。
展開します。
また赤色（
また 赤色（β
赤色（ β カロテン、ビタミンＡ）、緑色（
カロテン、ビタミンＡ ）、緑色（ビタミンＣ
）、緑色（ ビタミンＣ）
ビタミンＣ ） 等
食材の色で栄養素を訴求した“Ｃｏｌｏｒ
食材の色で栄養素を訴求した “Ｃｏｌｏｒ Ｓａｌａｄ”
（健康志向サラダ）
（健康 志向サラダ）を展開します。
志向サラダ） を展開します。
【Ｂｏｗｌ

Ｓａｌａｄ

イメージ】

来街者も多いことから、持ち歩きできる商品も提供します。
から揚げやポテトなど
から揚げやポテト などが
など が カップに入っている
カップ に入っている『カップデリ』
に入っている 『カップデリ』や
『カップデリ』 や
スナック感覚で召し上がれるプチパンをカップで提供し、渋谷
スナック感覚で召し上がれるプチパンをカップで 提供し、渋谷
の街を持ち歩き
の街を 持ち歩きしながら食べれるワンハンド商品を充実させて
持ち歩き しながら食べれるワンハンド商品を充実させて
いきます。
導入店舗で好評いただいている『焼きたて
導入店舗で好評いただいてい る『焼きたてベーカリー』
る『焼きたて ベーカリー』も
ベーカリー』 も 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
ます。 約３０種類の商品を店内厨房や近隣店舗で製造し焼き
約３０種類の商品を店内厨房や近隣店舗で製造し 焼き
【焼きたてベーカリー

イメージ】

【焼きたてベーカリー

イメージ】

たて調理パンや菓子パンを提供します。

【グロサリー食品】
小型店舗であるものの、周辺居住者が日々の生活に必要な商品
を取り揃えます。
就業者が多いことから、レンジで簡単調理できるカレーやリゾ
ットなどの洋風惣菜や渋谷周辺の洋風スイーツ、デザートを取
り扱うほか、健康や美容を気にするＯＬ向けにスムージーや、
り扱うほか、健康や美容を気にするＯＬ向 けにスムージーや、
野菜ジュース、果汁１００％ジュース、ヘルシースナッキング
野菜ジュース、果汁１００％ジュース 、ヘルシースナッキング
を充実させます。

【スムージ

イメージ】

持ち歩きしやすいトルティーヤ（ワンハンドピザ）
持ち歩きしやすいトルティーヤ （ワンハンドピザ）や
（ワンハンドピザ） や フルーツ感たっぷりのハンディタイプのアイ
スなど、渋谷の街を意識した商品も展開します。

【 実用品】
実用品 】
使用頻度の高い日用品のほか
使用頻度の高い日用品 のほか、化粧品やパンスト
のほか 、化粧品やパンスト、ウェットティッシュ、しみ抜き
、化粧品やパンスト 、ウェットティッシュ、しみ抜きなど、出先でも
、ウェットティッシュ、しみ抜き など、出先でも
「あったらうれしい」商品を取り揃えます。また
「あったらうれしい」商品を取り揃えます。 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
文具 やスマートフォンや
携帯電話の充電器
携帯電話の 充電器も取り扱います。
充電器 も取り扱います。

■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渋谷キャスト
フードステーション 渋谷キャスト店
渋谷キャスト 店
東京都渋谷
東京都 渋谷区
渋谷 区 渋谷一丁目
渋谷一 丁目２３
丁目 ２３番
２３ 番 ２ １ 号

渋谷キャスト

ＴＥＬ０３
ＴＥＬ ０３－
０３ － ５７７８－
５７７８ － ９１１６
３．建物規模

鉄骨造、一部
鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造
一部 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造 、鉄骨鉄筋コンクリート造
地上１６階、地下２階
地上１６階、 地下２階

４．売場
４． 売場面積
売場 面積

１９５㎡
１９５ ㎡

５．駐 車 場

７９台（共用）
７９台（共用）

６ ．開 店 日

２０１７年
２０１７ 年 ４ 月 ２８日（
２８ 日（金
日（ 金 ）

７ ．営業時間

７ ：００～２３：００

８．年商予定

４ ． ０ 億円

９ ．店

奥山

長

10．従業員数
10．従業員数

好美

１８名（社員１
１８ 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
名、パートタイマー ・アルバイト１７
・アルバイト １７名）
１７ 名）

明 治 通り

以

上

