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２０２１年１０月２９日 
マックスバリュ東海株式会社 

 

１１月５日（金）小型店開店！  

マックスバリュエクスプレス松阪粥見店 
～ わたしにうれしいとっても便利なお店 ～ 

 

 マックスバリュ東海株式会社（本社：静岡県浜松市東区／代表取締役社長：神尾 啓治）

は、１１月５日（金）、マックスバリュエクスプレス松阪粥見店を開店いたしますので、ご

案内申しあげます。 

 

マックスバリュエクスプレス松阪粥見店は、松阪市中心部から奈良方面に向かう国道１

６６号線沿いにあり、先般開店しましたマックスバリュエクスプレス松阪大石店から、西

方向へ約７ｋｍ先に位置しております。同店は１９８９年５月に開店して以来、約３０年

に渡りご愛顧いただいておりました。新装開店に向けて２０２１年８月末に一時閉店し、

店舗展開の更なる拡充に向けて推進する小型食品スーパーマーケットとして装いも新たに

開店いたします。 

 
 

 

 

当店は、お客さまの多様なニーズやライフスタイルの変化に対応するべく、当社の強み

である豊富な品揃えや価格優位性はそのままに、欲しい時に欲しい商品をお買い求めいた

だける売場構成が特徴となります。食べきり、使いきりを意識した小容量商品の拡充のほ

か、お会計と商品の袋詰めを一連の流れで行うカウンターレジの採用など、お客さまの一

層便利な日常生活をお手伝いするサービスを付加した小型店舗となります。 

店舗コンセプト「わたしにうれしいとっても便利なお店」 

開店前２０２１年１０月２７日撮影 
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小型の店舗となりますが、陳列棚の高さ調整などにより、生鮮・デリカ部門をはじめ、

日配品、加工食品、非食品におきましても日常の暮らしに必要な品揃えを確保するととも

に、地域で親しまれる商品や店舗周辺で製造される「じもの」商品の導入を推進し、普段

使いにちょうど良い、便利で地域に密着した店舗運営を目指してまいります。 

 

 

 

 

【じもの商品の充実】 

地元生産者さま専用の農産物コーナーを設置し、旬

と鮮度にこだわった売場を展開いたします。ＪＡみえ

なかさまの約５０名の地元生産者さまにご協力いただ

き、毎日新鮮な野菜などをお届けいたします。また、

地元食材を使用した加工品、お酒の品揃えも充実させ

てまいります。 

 

【おいしいデリカの販売】 

店内製造のホットデリカに加え、お弁当、お寿司、

ベーカリーなど、朝食・昼食・夕食用、時間帯に合わ

せてご提供いたします。また、こだわりの中華惣菜や

おにぎり、サンドイッチなどを豊富に品揃え、おいし

さ溢れる売場を展開してまいります。 

 

 

【簡便・時短の品揃えの充実】 

簡便・時短ニーズに対応するため、中華、パスタ、

お弁当、ワンプレートなどの冷凍食品の品揃えを充実

させてまいります。また、「フライパンで炒めるだけ」

のような簡単に調理していただける商品を品揃えし、

おいしいと便利の両立をご提供いたします。 

 

 

【非食品の品揃え】 

食料品の品揃えに加え、オーラルケアや洗剤、台所

用品、ペットフードなど、日々の暮らしに欠かせない

非食品も品揃え、多くのお客さまのニーズに対応いた

します。 

店舗の特徴 

※以下に掲載の画像は、全てイメージとなります。 
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【小容量商品の品揃え】 

生鮮・デリカ商品を中心に、小容量の品揃えを充実

させてまいります。食べきり、使いきりなど、さまざ

まなお客さまのニーズに対応してまいります。 

 

 

 

【三重県ありがとうキャンペーン】 

「三重県ありがとう」キャンペーンは、三重県にゆ

かりのある商品の拡販を通じ、対象商品の売上の一部

を三重県に寄付金として贈呈する取組みです。この寄

付金は三重県が推進する、「三重とこわか健康マイレ

ージ事業」にご活用いただきます。 

 

【トップバリュ】 

イオンのプライベートブランド「トップバリュ」を

品揃えいたします。環境に配慮した商品から、健康を

サポートする商品、簡便・時短に対応する商品、お買

い求めし易い商品など、お客さま視点で開発された商

品を豊富に取り揃えてまいります。 

 

【「ちゃんとごはん」の取組み】 

当社では、お客さまに、健康で生き生きとした生活

を送っていただくため、バランスの良い食事、すなわ

ち“ちゃんとごはんを食べる”ことを知っていただく

機会として、健康的な食生活のご提案や、食事バラン

スを考慮したお弁当や惣菜の紹介やレシピ提案などに

取り組んでいます。 
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【イートインコーナー】 

イートインコーナーを設けております。ご購入いた

だいた商品をその場でお楽しみいただけるほか、くつ

ろぎの場としてもご利用いただけます。 

 

 

 

【キャッシュレスセルフレジ】 

 カウンターレジ２台に加え、キャッシュレスセルフ

レジ５台を導入いたします。レジの待ち時間軽減や接

触時間の軽減に加え、現金に触れることなく会計がで

き、コロナ下におけるお客さまニーズに対応してまい

ります。 

 

 

【電子マネーＷＡＯＮ】 

イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」は、お買上げ金額

２００円ごとに１ＷＡＯＮポイントが付与されるほか、

毎月１０日の「スーパーマックスデー」、毎月２０日・

３０日の「お客さま感謝デー」では、ＷＡＯＮカード

でのお支払いで店内商品を５％引きにてご提供いたし

ます（一部対象外の商品がございます）。また、会員

登録いただくとイオングループの対象店舗ではポイン

トが２倍になります。 

 

【ＬＩＮＥ公式アカウント】 

マックスバリュエクスプレス松阪粥見店から、お得な情報をＬＩＮＥ公式アカウントで

配信します。友だち登録をしていただいた方にはお買物クーポンを配信しております。 

 

 

 

 

 

サービスの特徴 
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【マックスバリュ東海公式アプリ】 

スマートフォン専用の当社公式アプリで、お買

物クーポンや各種キャンペーンなどのお得情

報を配信しております。 

 

 

 

 

 

 

 

【料金収納代行サービス】 

 電気・ガス・水道・国民年金保険料などの料金収納代行サービスを実施いたします。 

 

 

 

 

【スーパーマックスデー】 

毎月１０日は、イオンマークのついた各種カードの

ご提示、電子マネー「ＷＡＯＮ」でのお支払いで、レ

ジにて５％引きとなります（一部対象外の商品がござ

います）。 

 

【お客さま感謝デー】 

毎月２０日・３０日はイオンカードでのお支払いも

しくはご提示、電子マネー「ＷＡＯＮ」でのお支払い

で店内商品を５％引きにてご提供いたします（一部対

象外の商品がございます）。 

 

 

 

【Ｓｍａｒｔ募金】 

 Ｓｍａｒｔ募金は、レジに設置の募金カードなどを

ご提示いただくことで、お買物商品の精算と合わせて

募金が可能となります。この取組みにより、クレジッ

トや電子マネーなどのキャッシュレス決済においても

募金することができます。 

環境保全・社会貢献活動 

TM 

＜ダウンロードの方法＞ 

・iPhone をお使いの方 ・Android  をお使いの方 

・各アプリストアで検索 

Android 4.4 以上 

※一部スマートフォンで正確に動作しない場合があります。一部スマートフォン、フィーチャーフォンではご利用いただけません。 

iOS 9.0 以上 

お買い得な企画の一例 
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【リサイクル資源の回収】 

牛乳パック、アルミ缶、ペットボトル及びキャップ、

食品トレーの回収ボックスを設置し、リサイクルの推

進を図ります。 

 

 

 

【イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン】 

毎月１１日のイオン・デーに、お買物されたお客さ

まのレシートを、応援したい地域のボランティア団体

の投函ボックスへ入れていただくことにより、投函さ

れたレシート合計金額の１％に相当する品物をその団

体へ寄贈するキャンペーンを実施いたします。 

さらに、新規開店を記念して、同店の１１月開催は、

１１月９日（火）～１１日（木）の３日間連続で実施

いたします。 

 

 

 

店 舗 名 マックスバリュエクスプレス松阪粥見（まつさかかゆみ）店 

住 所 三重県松阪市飯南町粥見４４０７ 

電 話 番 号 ０５９８－３２－３１３１ 

開 店 日 ２０２１年１１月５日（金）７時開店 

営 業 時 間 ７：００～２１：００ 

駐 車 台 数 ４４台 

駐 輪 台 数 １０台 

直 営 売 場 面 積 ５２９㎡ 

店 長 齋藤 幸伸（さいとう ゆきのぶ） 

従 業 員 数 １１名（パート・アルバイト８時間換算人員／うち正社員１名） 

 

 

店舗概要 
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店舗マップ 

店舗展開の状況（２０２１年１１月５日時点） 

静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 滋賀県 神奈川県 山梨県 計

マックスバリュ 71 45 42 8 6 10 1 183

マックスバリュエクスプレス 31 5 3 - - 6 - 45

マックスバリュグランド - 2 - - - - - 2

102 52 45 8 6 16 1 230


