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２０２１年１１月１９日 
マックスバリュ東海株式会社 

 

１１月２５日（木） 
マックスバリュ裾野店オープン！ 

～ネットスーパー同時開設～ 
 

 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２５日（木）、マックスバリュ裾野店を開店いたしますので、ご案内申しあげま

す。 

 

マックスバリュ裾野店は、長年地域のお客さまにご愛顧いただいていた店舗を建て替え

により、新規オープンするものです。ＪＲ御殿場線「裾野駅」より、西へ直線距離で３５

０ｍほど、県道３９４号線沿いに位置しております。当社全体では２３１店舗目となりま

す。また、同店舗を拠点とするネットスーパーを開設いたします。さらに、同店敷地内に

は、ドラッグストアのウエルシア、１００円均一ショップのセリア、クリーニングのフレ

ンドランドリー、ミスタードーナツがオープンいたします。今回の出店により、地域の皆

さまの利便性を向上してまいります。 

 

 

 

さまざまなお客さまのニーズに対応するため、普段使いからこだわりの商品まで、お求

めやすい価格で提供いたします。地元で愛される「じもの商品」の拡充、親しみのあるフ

レンドリーな接客で、さらに健康的な食生活を提案する「ちゃんとごはん」による商品提

案、メニュー提案に注力し、地域に寄り添った店舗づくりを目指してまいります。 

店舗の特徴 

開店前撮影：2021 年 11 月 19 日 
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【生鮮（農産・水産・畜産）売場】 

商品の旬と鮮度にこだわり、市場のような活気溢れ

る売場を演出してまいります。さらに各売場では、地

元で収穫される地場野菜をはじめ、沼津港直送の丸

魚・切身・お造り、静岡県東部の黒毛和牛「ふじやま

和牛」などこだわりの食材をお客さまのニーズに合わ

せて提供してまいります。 

 

【デリカ（惣菜・寿司・ベーカリー）売場】 

店内調理による出来立て・作りたてでのご提供にこ

だわり、専門店のようなおいしさ、ライブ感を演出し

た売場をご提供し、店内で焼き上げる国産焼鳥をはじ

め、本格中華、てづくりおむすびなど、こだわりの惣

菜をご用意いたします。また、当社管理栄養士が監修

したお弁当など、健康志向ニーズにも対応してまいり

ます。 

 

【ステープル（グロサリー・デイリー・ノンフーズ）売場】 

日常の生活に欠かせない商品の品ぞろえに加え、じ

もの・こだわり・健康・簡便を意識した商品を充実さ

せてまいります。糖質オフ、大豆ミート、フリーフロ

ム、オーガニックなど健康に配慮した商品、こだわり

のチーズやお酒、じもの商品など、お客さまの多様な

ニーズや生活シーンに合わせて商品を選ぶ楽しさをご

提案してまいります。 

 

【「ちゃんとごはん」の取組み】 

当社では、お客さまに、健康でいきいきとした生活を

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

「ちゃんとごはん」と題し、積極的に取り組んでいます。

販促物などを活用し、ちゃんとごはんの取組みをご紹介

し、日々の食事からお客さまの健康をサポートします。 
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【キャッシュレスセルフレジ】 

 有人レジ５台に加え、キャッシュレスセルフレジ１２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。 

 

【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。 

 

【イートインコーナー＆ミスタードーナツ】 

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。また、併設するミスタードーナ

ツでのお食事にもご利用いただけます。ミスタードーナツとともにお客さまのお買物時間

にほっと一息できる空間を提供してまいります。 

 

【電子マネーＷＡＯＮ】 

お買物の精算が簡単・スピーディーに行えるイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」のご利用を

おすすめしております。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ポイントが２倍となります。 

 

【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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの特徴 
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【ＬＩＮＥ公式アカウント】 

マックスバリュ裾野店からお得な情報をＬＩＮＥ公式アカウントより配信いたします。

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。 

 

 

 

 

 

 

【ネットスーパー】 

 マックスバリュ裾野店のオープンに合わせて、裾野市・三島市・駿東郡長泉町などを配

送エリアとするネットスーパーを開設いたします。同店の開設で、当社が行うネットスー

パーは、２３拠点目となります。また、お買物時間短縮、混雑を回避したいなどのニーズ 

に対応するため、パソコンやスマートフォンで注文して店舗で受け取れる「ピックアップ

サービス」も開始いたします。事前にご注文いただいた商品をレジに並ぶことなく店舗の

サービスカウンターで受け取ることができる「カウンターピック」と、車に乗ったまま商

品を受け取ることができる「ドライブピック」を展開。 さらに、パソコンやスマートフォ

ンの操作が苦手なお客さまなどに向け、電話での注文が可能となる「電話スーパー」も実

施させていただきます。 
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【火・水曜市】 

毎週火曜日、水曜日には、多数の均一価格商品を

集合展開することにより、選びやすさと買いやすさ

をご提供する当社の名物企画「火・水曜市」を開催

いたします。 

 

【すこやかカメさんデー】 

会員となることで毎月６日、１６日、２６日に、

１０％割引となる、６５歳以上の方が対象の「すこ

やかカメさんデー」を実施いたします（一部対象外

の商品がございます）。 

 

【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 

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。 

 

 

 

 

店 舗 名 マックスバリュ裾野（すその）店 

住 所 静岡県裾野市佐野１５１３－１ 

電 話 番 号 ０５５－９９３－２６００ 

開 店 日 ２０２１年１１月２５日（木）７時開店 

営 業 時 間 ２４時間営業 

駐 車 台 数 １６２台 

直 営 売 場 面 積 １,８９６㎡ 

店 長 岩崎 充良（いわさき みつよし） 

従 業 員 数 ６３名（パート・アルバイト８時間換算人員／うち正社員１２名） 

 

【施設のご案内】 

店舗名 業種 

ウエルシア ドラッグ 

セリア 百円均一 

フレンドランドリー クリーニング 

ミスタードーナツ ドーナツ 

イオン銀行 ＡＴＭ 

 

 

店舗概要 
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店舗マップ 

店舗展開の状況（２０２１年１１月２５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 72 45 42 8 6 10 1 184

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

103 52 45 8 6 16 1 231


