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２０１９年
２０１９ 年 ４ 月 １７日
１７ 日
株式会社東急ストア

東急ストア第１号店を開業した地に
東急ストア第１号店を開業した地に

東急ストア 武蔵小杉店 ＯＰＥＮ！
外観および内観イメージ

２０１９年４月
２０１９年４月 ２６日
２６日(金 )、武蔵小杉東急スクエアのステーションマーケット
（武蔵小杉駅南改札側）に「東急ストア
（武蔵小杉駅南改札側） に「東急ストア 武蔵小杉店」をオープンいたします。
武蔵小杉店 」をオープンいたします。
同店は、２０００年１０月に開業し、２０１８年３月より
同店 は、２０００年１０月に開業し、２０１８年３月より高架橋
は、２０００年１０月に開業し、２０１８年３月より 高架橋補強
高架橋 補強工事に
補強 工事に
伴い約１年２ヶ月休業しておりましたが、さらに地域のお客さまの生活に
寄 り添った店舗として生まれ変わりま
り添った店舗として 生まれ変わります。駅に直結した立地であり、また単身
生まれ変わりま す。駅に直結した立地であり、また単身・
す。駅に直結した立地であり、また単身 ・
２人世帯、
２人世帯 、 ３０～４０代が多い地域の
３０～４０代 が多い地域のため、
が多い地域の ため、営業時間はエリア最長の７～２５時
ため、 営業時間はエリア最長の７～２５時
といたしました。
商品面では即食・簡便商品
商品面では 即食・簡便商品を強化し、
即食・簡便商品 を強化し、使い切り・食べ切り
を強化し、 使い切り・食べ切りサイズ
使い切り・食べ切り サイズの商品
サイズ の商品も取り
の商品 も取り
揃えます。
揃えます 。 売場はデリカ食品
売場は デリカ食品スペース
デリカ食品 スペースを拡大し、
スペース を拡大し、ランチや夕食にご利用いただけ
を拡大し、 ランチや夕食にご利用いただけ
る 出来立て商品を提供
出来立て商品を 提供いたします。また“焼きたてベーカリー”では、
提供 いたします。また“焼きたてベーカリー”では、店内製造
いたします。また“焼きたてベーカリー”では、 店内製造
の１００円パンを中心に
の１００円パン を中心に約２０種類
を中心に 約２０種類取り揃えます。
約２０種類 取り揃えます。
さらにお客さまがスムーズにお会計できるようセミセルフレジを４台設置いた
さらにお客さまがスムーズにお会計できるようセミセルフレジを ４台設置いた
します。
します 。 またお買物を楽しんでいただける空間づくりとして、店内
またお買物を 楽しんでいただける空間づくりとして、店内の内装
楽しんでいただける空間づくりとして、店内 の内装は洗練
の内装 は洗練
された “ヴィンテージ＆ナチュラル”をコンセプトに手掛けました。
お客さまの生活をより豊かで便利に、豊富な品揃えとお求めやすい価格で
「お客さま
「お客 さまにとっての地域一番店」を目指します。
さま にとっての地域一番店」を目指します。
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≪ 店舗の特徴
店舗 の特徴≫
の特徴 ≫

【青果】
【青果 】
青果売場では、「農家の直売所
青果売場では、 「農家の直売所」を
「農家の直売所 」を展開し、
」を 展開し、
生産者から鮮度あふれる野菜をお届けします。
生産者から鮮度あふれる野菜をお届け します。
※写真はイメージです

【デリカ食品】
焼きたてベーカリーは、人気の１００円パンに加え
焼きたてベーカリーは、 人気の１００円パンに加え
新たに「藻塩のあんぶれっ
新たに「藻塩のあんぶれ っ ど 」や
「チョコ＆マシュマロの
「チョコ＆マシュマロ の ピザ」
ピザ 」 なども提供
なども 提供いた
提供 いたします。
いた します。

わっぱごはんシリーズは「三色そぼろのわっぱごはん
わっぱごはんシリーズは「 三色そぼろのわっぱごはん」
三色そぼろのわっぱごはん 」 や
「 トマトソースハンバーグのわっぱごはん」
トマトソースハンバーグのわっぱごはん 」 など、常時
４種類展開します。
その他、手づくりおにぎりなど豊富な
その他、 手づくりおにぎりなど豊富な種類を取り
手づくりおにぎりなど豊富な 種類を取り揃え
種類を取り 揃えます
揃え ます。
ます 。
※写真はイメージです

オープンを記念して発売する
オープン を記念して発売するカップ麺
を記念して発売する カップ麺

【主なサービス】
【主なサービス 】
・ お会計は、セミセルフレジ４台導入
お会計は、セミセルフレジ４ 台導入
・交通系電子マネー、楽天Ｅｄｙ決済導入
・収納代行サービス
・ 当日お届けサービス

東急ストア

武蔵小杉店の歴史

１９５６年１１月
１９５６年 １１月

当社第１号店舗「
当社 第１号店舗「武蔵小杉東興店
第１号店舗「 武蔵小杉東興店」
武蔵小杉東興店 」 として食料品販売を開始
として 食料品販売を開始

１９５７年

衣料品・雑貨の取扱い開始。

６月

９月に店名を「武蔵小杉東光ストア」に改称

１９７５年

３月

当社の商号を「東急ストア」に変更
当社の 商号を「東急ストア」に変更

１９８６年

８月

武蔵小杉駅前再開発に伴う
武蔵小杉 駅前再開発に伴う閉鎖
駅前再開発に伴う 閉鎖

２０００年１０月

東急ストア

武蔵小杉店新設

２０１８年

３月

高架橋補強
高架橋 補強工事に伴う
補強 工事に伴う閉鎖
工事に伴う 閉鎖

２０１９年
２０ １９年

４月

グランドオープン
グランド オープン
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≪ 店舗概要≫
店舗概要 ≫

１．店

名

２．所 在 地

東急ストア

武蔵小杉店
武蔵小杉 店

神奈川県川崎市中原区
神奈川県川崎市中原 区 小杉町
小杉 町 ３丁目４７２番
３丁目４７２ 番 地
武蔵小杉東急スクエア

ステーションマーケット

ＴＥＬ０４４
ＴＥＬ ０４４‐
０４４ ‐ ７３３‐
７３３ ‐ ０１０
０１ ０ ９
３ ．売場面積

６８３㎡

４ ．駐 輪 場

５１台
５１ 台

５ ．開 店 日

２０１９年４月２６日（金）
２０１９年４月２６日（金 ）

６ ．営業時間

７：００～２５：００
７：００～２５ ：００

７ ．年商予定

１３．８億円
１３．８ 億円

８ ．店

野本

長

９ ．従業員数

（２０７
（２０ ７ 坪）

奈緒子
奈緒 子

７８名
（社員８
（社員 ８ 名、パートタイマー・アルバイト７０
名、パートタイマー・アルバイト ７０名）
７０ 名）
以
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上

