NEWS RELEASE
当社初! 駅改札内に

２０１９年
２０１９ 年 １１月
１１ 月 １８日
１８ 日
株式会社東急ストア

Ｔｏｋｙｕ Ｓｔｏｒｅ ＦＯＯＤ ＳＴＡＴＩＯＮ ｍｉｎｉ
二子玉川駅構内店
二子玉川駅構内店 ＯＰＥＮ

イメージパース

２０１９年１１月２７日
２０１９年１１月２７ 日 ( 水 ) 、 東急田園都市線・大井町線
東急田園都市線 ・大井町線二子玉川
・大井町線 二子玉川駅改札
二子玉川 駅改札内に新業態
駅改札 内に新業態
『 東急ストア フードステーション ミニ 二子玉川駅構内店』
二子玉川駅構内 店』をオープンいたします。
店』 をオープンいたします。
駅改札内への出店は、当社初となります。
駅改札内 への出店は、当社初となります。二子玉川駅
への出店は、当社初となります。 二子玉川駅を利用される方が
二子玉川駅 を利用される方が来店
を利用される方が 来店される
来店 されるた
される た
め 、 従来型の
従来型 の スーパーマーケットとは異なり
スーパーマー ケットとは異なり、生鮮食品は取り扱わず、
ケットとは異なり 、生鮮食品は取り扱わず、デリカ
、生鮮食品は取り扱わず、 デリカと
デリカ と お酒・
ドリンク・お菓子
ドリンク・ お菓子やパン
お菓子 やパンなどの即食商品を中心に
やパン などの即食商品を中心に品揃え
などの即食商品を中心に 品揃えしております。
品揃え しております。
サービス面では、
サービス面では 、 各種ＱＲコード決済に対応するとともに、楽天ポイントカードの取
り扱いを開始いたします。また、スピーディーなお会計ができるよう、
り扱いを開始いたします。また、 スピーディーなお会計ができるよう、キャッシュレス
スピーディーなお会計ができるよう、 キャッシュレス
決済専用レジを
決済 専用レジを初
専用レジを 初 導入いた
導入 いたし
いた し ます。
ます 。
「 東急ストア フードステーション ミニ」は、お客さまに駅ナカで
ミニ 」は、お客さまに駅ナカで日々のお買物を
」は、お客さまに駅ナカで 日々のお買物を
楽しんでいただける“ここにしかない話題の商品”と“改札を出なくてもお買物できる
楽しんでいただける “ここにしかない話題の商品”と“改札を出なくてもお買物できる
利便性”
利便性 ” を提供いたし
を提供 いたします
いたし ます。
ます 。

≪ 店舗概要≫
店舗概要 ≫
１．店

名

東急ストア フードステーション ミニ 二子玉川駅構内店
二子玉川駅構内 店

２．所 在 地

東京都世田谷区玉
東京都 世田谷区玉川二丁目２２番１３号
世田谷区玉 川二丁目２２番１３号 二子玉川駅構内
( ＴＥＬ)
ＴＥＬ ) ０３－５４９１－７８６６

３．売場面積

１６２㎡

４ ．開 店 日

２０１９年１１月２７
２０１９年１１月 ２７日（水）
２７ 日（水）

５ ．営業時間

７：００～
７：０ ０～２２
０～ ２２：００
２２ ：００

６ ．年商予定

２．６億円
２．６億円

７ ．店

箕輪

長

８ ．従業員数

（４９坪）
（４９坪）

修

１４名
１４ 名 （社員１名、パートナー社員
（社員１ 名、パートナー社員・アルバイト１３
名、パートナー社員 ・アルバイト１３名）
・アルバイト１３ 名）
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≪ ターゲット≫
ターゲット ≫
東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅を利用される方
二子玉川駅を利用される方
（ 近隣にお住まいの方や就業者・来街者
近隣にお住まいの方や 就業者・来街者など
就業者・来街者 など）
など ）
＜参考＞

二子玉川駅の乗降客数は、１日約１６万人（２０１８年度）
平日の降車ピークは、８：００、乗車のピークは、１８：００
駅利用者は、２０～５０代の女性が５０％を占める

≪店舗の特徴≫
【デリカ食品】
・ 朝食やランチに合わせ、カバンに入る
朝食やランチに合わせ、カバンに 入るサイズで持ち運びしやすく
入る サイズで持ち運びしやすく
野菜とお肉をバランス良く盛り合わせた
野菜 とお肉をバランス良く盛り合わせたお弁当を
とお肉をバランス良く盛り合わせた お弁当を多数
お弁当を 多数品揃え
多数 品揃えして
品揃え して
います。

・ お手軽に召し上がれるハーフサイズの「ＪＵＮＯＥＳＱＵＥ
お手軽に召し上がれるハーフサイズの 「ＪＵＮＯＥＳＱＵＥ

ＢＡＧＥＬ

（ｼﾞｭﾉｴｽｸﾍﾞｰｸﾞﾙ）」
（ｼﾞｭﾉｴｽｸﾍﾞｰｸﾞﾙ） 」 のベーグルを
のベーグル を 使用したクリームチーズ入り
使用した クリームチーズ入り
フレッシュサンドや
フレッシュサンド や スイーツサンドなどをラインナップ
スイーツサンド などをラインナップ。
などをラインナップ 。

・ 素材本来
素材 本来のおいしさが楽しめる「ＯＲＧＡＮＩＣ
本来 のおいしさが楽しめる「ＯＲＧＡＮＩＣ

ＨＯＵＳＥ

（ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊｳｽ）
ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊｳｽ） 」のお弁当・副菜・サラダ
」の お弁当・副菜・サラダを
お弁当・副菜・サラダ を 取り揃えます。
取り揃え ます。
※「ＯＲＧＡＮＩＣ ＨＯＵＳＥ」
『オーガニックはおいしいチカラ』をコンセプトに“国産有機栽培米のふっくらご飯”
“自社農場の有機野菜をはじめ安心の食材”“保存料・合成着色料・化学調味料不使用”
など、味と品質、安全性に優れたオーガニックをお届けしています。

【グロサリー食品】
・“ぬくもりのパンを無垢な気持ちで”をコンセプトに、全ての商品に
・“ぬ くもりのパンを無垢な気持ちで”をコンセプトに、全ての商品に
国産小麦を使用しているパン屋さん「ｎｕｋｕｍｕｋｕ（
国産小麦を使用 しているパン屋さん「ｎｕｋｕｍｕｋｕ（ﾇｸﾑｸ
しているパン屋さん「ｎｕｋｕｍｕｋｕ（ ﾇｸﾑｸ）」
ﾇｸﾑｸ）」
の商品を取り扱い
の商品を取 り扱います。
り扱い ます。

・ 世田谷銘菓「菓心たちばな」のフレッシュパンセをはじめ、尾山台の
「パティスリー・クレヨン」のパンナコッタ、「
「パティスリー・クレヨン」のパンナコッタ、 「 ティンラ成城」
ティンラ成城 」 の
プリンなど地元世田谷のおすすめ和洋菓子を取り揃えます。
プリンなど地元世田谷のおすすめ和洋菓子を取り揃えます。

・パッケージが可愛い「ル・ショコラ・ド・フランセ
・パッケージが可愛い「 ル・ショコラ・ド・フランセ」のチョコレートや
ル・ショコラ・ド・フランセ 」のチョコレートや
手土産におすすめのご当地キットカットなど、種類豊富に取り揃え
手土産におすすめのご当地キットカットなど、種類豊富に取り揃えます。
種類豊富に取り揃え ます。

≪ サービス≫
サービス ≫
・ 楽天ポイントカード、楽天ペイ（アプリ決済）
楽天ポイントカード、楽天ペイ（アプリ決済）などの取り扱いを実施
（アプリ決済） などの取り扱いを実施します。
などの取り扱いを実施 します。
・ キャッシュレス決済
キャッシュレス 決済レジの初導入
決済 レジの初導入（レジ台数３台のうち２台）
レジの初導入 （レジ台数３台のうち２台）。
（レジ台数３台のうち２台） 。
・「ＰａｙＰａｙ」「ＬＩＮＥｐａｙ」など７種類のＱＲコード決済
・「ＰａｙＰａｙ」「ＬＩＮＥｐａｙ」など７種類の ＱＲコード決済に対応
ＱＲコード決済 に対応します。
に対応 します。
以
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