２０１８年８月２０日
株式会社東急ストア
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「Ｐｒｅｃｃｅ Ｓｈｉｂｕｙａ ＤＥＬＩＭＡＲＫＥＴ」
９月１３日（木） 渋谷ストリーム内にオープン！

東急ストアは、
東急ストア は、デリカを中心に展開する狭小店舗のグローサラント型新業態「
は、 デリカを中心に展開する狭小店舗のグローサラント型新業態「Ｐｒｅｃｃｅ
デリカを中心に展開する狭小店舗のグローサラント型新業態「 Ｐｒｅｃｃｅ Ｓｈｉｂｕｙａ
ＤＥＬＩＭＡＲＫＥＴ」を
」を大規模
大規模複合施設「渋谷ストリーム」２
複合施設「渋谷ストリーム」２Ｆに
Ｆにオープンいたします。
ＤＥＬＩＭＡＲＫＥＴ
」を
大規模
複合施設「渋谷ストリーム」２
Ｆに
オープンいたします。

当社の従来
当社の 従来型
従来 型 スーパーマーケットとは異なり、生鮮食品は取り扱わず、デリカの対面販売を中心に
お酒・ドリンク・デザート・菓子などの即食商品に特化した品揃えとしております。渋谷への
渋谷への来街者や
お酒・ドリンク・デザート・菓子などの即食商品に特化した品揃えとしております。
渋谷への
来街者や
訪日観光客、館内
館内・周辺
・周辺オフィスで働く方
オフィスで働く方をターゲットに、
をターゲットに、時間帯に合
時間帯に合った食シーンを提供いたします。
訪日観光客、
館内
・周辺
オフィスで働く方
をターゲットに、
時間帯に合
った食シーンを提供いたします。
対面販売コーナーでは、お客さまに
お客さまにお好みの
お好みのデリ
デリ商品を
商品を選んでいただき、
選んでいただき、オリジナル
オリジナルの組み合わせで
対面販売コーナーでは、
お客さまに
お好みの
デリ
商品を
選んでいただき、
オリジナル
の組み合わせで
お弁当を作
を作ることができます。
ることができます。ま
イートインスペースでは、
では、店内の出来た
店内の出来たて商品はもちろん
て商品はもちろんのこと
のこと、
お弁当
を作
ることができます。
ま た イートインスペース
では、
店内の出来た
て商品はもちろん
のこと
、
夕刻や休日の“
ちょい飲み
”にも
対応し、サーバーを使用したクラフト
サーバーを使用したクラフトビールを
ビールをお楽しみいただけます
お楽しみいただけます。
夕刻や休日の
“ちょい飲
み”に
も対応し、
サーバーを使用したクラフト
ビールを
お楽しみいただけます
。

Ｐｒｅｃｃｅ Ｓｈｉｂｕｙａ ＤＥＬＩＭＡＲＫＥＴは、「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｄｅｌｉ Ｓｔｙｌｅ」をコンセプトに、
お客さまに選ぶ楽しさを味わっていただき、“私好み”が実現できる空間を提供いたします。
お客さまに選ぶ楽しさを味わっていただき、“私好み”が実現できる
空間を提供いたします。
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●特徴コーナー●
特徴コーナー●
プレッ
プレッセデリボックス

『旬の食材』 『和洋中』 『野菜のおひたし・マリネ・サラダ』などのデリ
を対面販売いたします。主食+
対面販売いたします。主食+主菜+
主菜+副菜を組み合わせて自分好み
副菜を組み合わせて自分好みに
自分好みに
カスタマイズしたお弁当が作れます。
カスタマイズしたお弁当が作れます。

組み合わせ方
主食１種 ＋ 主菜２種 ＋ 副菜１種 ＝９８０円
主食１種 ＋ 主菜１種 ＋ 副菜２種 ＝７８０円

サニーボウルズ＆マイセレクトピザ

昼は「サラダ」、夜は「ピザ」の対面販売

サラダコーナーは『彩り野菜』
サラダコーナーは『彩り野菜』 『雑穀』 『デリ・
『デリ・トッピング』などを対面
トッピング』などを対面
販売にて
販売にて提供いたします
にて提供いたします。
提供いたします。ベース＋トッピング＋ドレッシングを組み
ベース＋トッピング＋ドレッシングを組み
合わせて、オリジナルのサラダが作れます。野菜を主役にした
、オリジナルのサラダが作れます。野菜を主役にした食事を
野菜を主役にした食事を
摂りたい方や
摂りたい方や２
方や２～３人でシェアするシーンにも
～３人でシェアするシーンにもぴったりです。
※「ＳＵＮＮＹ ＢＯＷＬＳ」は、１１時～
ＢＯＷＬＳ」は、１１時～１５
時～１５時まで
１５時まで

お客さまのお好みのトッピングをのせたオリジナルピザ
お客さまのお好みのトッピングをのせたオリジナルピザを、
のお好みのトッピングをのせたオリジナルピザを、ご注文を
を、ご注文を
受けてから、４００℃のピザ窯で
受けてから、４００℃のピザ窯で一気に焼き上げます。
ピザ窯で一気に焼き上げます。
※「My
※「My Ｓelect PIZZA」は、１５時～２１
PIZZA」は、１５時～２１時まで
」は、１５時～２１時まで

おにぎり・主菜・副菜を組み合わせるだけで、お客さまのその日の気分
おにぎり・主菜・副菜を組み合わせるだけで、お客さまのその日の気分
や体調に合わせて、
や体調に合わせて、バランスの良
わせて、バランスの良い食事が
バランスの良い食事が実現でき
い食事が実現できる
実現できるコーナーです。
おにぎり・主菜・副菜
おにぎり・主菜・副菜・
副菜・スープを
スープを豊富に取り揃えてい
豊富に取り揃えています
ています。
ます。

組み合わせ例
おにぎり ＋ 主菜１種 ＋ 副菜２種 ＋ スープ の提案
※スープは、フリーズドライ商品を品揃え

出来立て・作り立てのカリッ
出来立て・作り立てのカリッとサクサクに揚げたコロッケやフライを
カリッとサクサクに揚げたコロッケやフライを
取り揃えてい
取り揃えています。
ています。
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ペアリングデリ

ワインやその他の
ワインやその他のお酒に合う、
お酒に合う、デリ・サラダ・オードブルを提案する
デリ・サラダ・オードブルを提案する
コーナーです。“ちょい飲
コーナーです。“ちょい飲み
“ちょい飲み”や“おうちパーティー“
おうちパーティー“にもぴったりの
商品を取り揃えています。お好きなお酒とのマリア―ジュをお楽し
商品を取り揃えています。お好きなお酒とのマリア―ジュをお楽し
みいただけます。
みいただけます。

～世界のビールを飲み比べ～

クラフトビール

プロの目利き７選

話題の国産クラフトビールや世界各国
話題の国産クラフトビールや世界各国のビールを
各国のビールを約
のビールを約５０種類
５０種類取り揃え
種類取り揃え
ています
ています。
ます。また、イートインコーナーでは、“
また、イートインコーナーでは、“ちょい飲み”
ちょい飲み”にもご利用
いただけるサーバー
いただけるサーバーでの
サーバーでのクラフトビールの
でのクラフトビールの販売を
クラフトビールの販売をいたします。
販売をいたします。当店
いたします。当店
自慢のデリとあわせてご利用いただけます。
自慢のデリとあわせてご利用いただけます。

～著名人のおすすめをお届け～
毎月「季節感」や「旬」などの
毎月 「季節感」や「旬」などのテーマに
「季節感」や「旬」などの テーマに合わせ、
テーマに 合わせ、著名人のおすすめ
合わせ、 著名人のおすすめ
商品をご紹介します。プロが
プロがおすすめする
おすすめする自慢の一品や
自慢の一品や思わず手
商品をご紹介します。
プロが
おすすめする
自慢の一品や
思わず手
に取りたくなるような
ような商品を取り揃え
商品を取り揃えてい
ています
ます。
に取りたくなる
ような
商品を取り揃え
てい
ます
。

ビゴの店

～フランスの食文化を数多く送り続ける名店
『BIGOT TOKYO』～
TOKYO』～
※直営店舗以外では初めての
直営店舗以外では初めての常時取扱い
フ ランスの伝統的なパンづくりを守り続ける街のブーラン
保存料や添加物を一切使用しない焼きたてをお届け
ジェリー。保存
料や添加物を一切使用しない焼きたてをお届け
します。渋谷の街で本場フランスの香りを感じてください。
します。
渋谷の街で本場フランスの香りを感じてください。

●サービス●

ＬＩＮＥ＠サービス

季節の商品や日々のプロモーション紹介
季節の商品や日々のプロモーション紹介に加え、クーポンも配信して
紹介に加え、クーポンも配信して
お客さまへタイムリーな
お客さまへタイムリーな情報
タイムリーな情報をお届けします。
情報をお届けします。
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■店舗概要

１．店

名

Ｐｒｅｃｃｅ Ｓｈｉｂｕｙａ ＤＥＬＩＭＡＲＫＥＴ
（プレッセ シブヤ デリマーケット）

２．所 在 地

東京都渋谷区渋谷三丁目２１番３号 渋谷ストリーム２Ｆ
ＴＥＬ０３－６４１９－３１０９

３．建物規模

鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造）
地上３５階、地下４階

４．売場
４．売場面積
売場面積

１６５㎡
１６５㎡

５．駐 車 場

２５４台

６．開 店 日

２０１８年９月１３日（木）

７．営業時間

７：００～２３：００

８．年商予定

３．７億円

９．店

森島 悠希

長

10．従業員数
10．従業員数

３６名（社員１名、パートタイマー・アルバイト３５名）
３６名（社員１名、パートタイマー・アルバイト３５名）

© 渋谷ストリーム
以

4

上

