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西友豊玉南店
東京都練馬区

合同会社西友

●店内レイアウト

オープン日 2016 年 6 月 2 日（木）

住所 東京都練馬区豊玉南 2-24-5

営業時間 24 時間

売場面積 500㎡（1 階）

店長名 玉手 誠一

駐車台数 14 台

商圏人口 約 23 万 9000 人、 約 13 万
4000 世帯（半径 3㎞圏内）

01　緑地のボードとのぼりが印象的な「契約農園育ち」コーナー。各地の生産者を紹介し、おいしさと安全性を訴求　　02　人気魚種の刺身盛合せは少量品から、4 種盛、6 種盛と幅広い量目を用意

西友豊玉南店

●店舗概要

NO. 271
2016年
6月29日

発行日

注目ポイント

1階にSM店舗、2階にネットスーパー専用フロアを設けたウォルマー
トグループ初のハイブリッド型店舗01

毎日の食卓の必需品を中心に、低価格ニーズに対応したMDを展開02

各売場で「よりどりセール」「均一価格」などを設定し、選ぶ楽しさ
を提供する03
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西武池袋線「練馬」駅から約 1.3㎞。環状 7
号線沿いに立地。周囲は人口集積度が高いエリ
アで、とくにファミリー層が多い。同社では、以
前よりネットスーパーに力を入れ、協働で運営
する「SEIYU ドットコム」は 2015 年に前年比
30％増と業績を伸ばしている。こうしたニーズ
に応えて誕生した同店は、ウォルマート・グルー
プ初のハイブリッド型店舗。1 階の実店舗では、
定番商品を低価格で提供する MD を展開。15
日後に始動した 2 階は、ネットスーパー専用のス
ペースになっている。従来の 3 ～ 4 倍もの受注・
配送能力を持つ同店の誕生により、周辺エリア
を広範囲にカバーすることが可能になった。同店
に続き、今後はネットスーパーのニーズも考慮し
た場所への出店や、両チャネルのオペレーション
効率を重視した新形態の店舗として育成していく
方針だ。

「実店舗＋ネットスーパー」で
利便性を拡充する新業態店
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02 入口近くの冷蔵ケースに
スイカやメロン、ブドウなど、
旬のフルーツを陳列し、季節
感を打ち出す

03 サラダ用野菜のコーナー
では、グリーンリーフやフリル
レタスをはじめ、多様な品種
を取り揃える

04 トウモロコシやミョウガ、
アスパラガスなどの夏野菜を、
多段棚の一画に集めたミニ
コーナー

05 定番野菜はバラ売りと袋
入りを用意。タマネギ、ニン
ジンなどのほか、シチューや
カレー用セットも用意
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青果

01 売場中央の多段棚に旬の味や特売品を陳列し、にぎやかな雰囲
気を演出する青果売場

07 カットサラダやメニューごとの野菜セット、水煮野菜など簡便商
品を取り揃えた「おいしく時短！」

06 平台エンドでは鮮やかな
色彩のフルーツ類を展開。「ど
生鮮。」のキャッチで注目度
を高めている
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02 静岡県・セイシェル・台
湾産などのマグロのサク。大
バチ、メバチ、ビンチョウマ
グロを取り揃える

03 売場各所で展開している
「おいしく時短！」。鮮魚売場
では、魚介のハンバーグや白
身魚のソテーなどを販売

04 切身コーナーでは、もっ
とも脂がのっているといわれ
る「梅雨イワシ」など季節感
のある商品を展開

05 平台では、バラ売りとパッ
クでロシア産の紅鮭中塩やイ
ンドネシア産ブラックタイガー
など、特売品を用意
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鮮魚

01 壁面に沿った棚を中心に展開する鮮魚売場。刺身や切身に加え、
簡便調理品のラインアップが充実している

07 刺身盛合せはサーモンやマグロなどの人気魚種を中心に値ごろ
感のあるセット商品を展開する

06 サワラやサケの西京漬、
ブリ照焼、うるめ丸干など、
こだわりの味を揃えた簡便調
理品コーナー
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02 切落としやステーキ用な
どの国産黒毛和牛は、半年以
上低価格を固定する「プライ
スロック」商品

03 味付きのアメリカ産角切
りステーキコーナーでは、棚
POP でバーベキュー利用を提
案

04 肩ブロック肉やこまぎれ
などの豚肉を特価で販売。「毎
日お買得」シールで安さを訴
求する

05 冷しゃぶでの利用を提案
する豚肉切落としやバラ肉。
視認性の高い棚 POP を活用
してアピール
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精肉

01 精肉売場は、クロス販売やメニュー提案を強化。ファミリー向
けの大型パックや、特徴のあるブランド肉などを展開する

07 アメリカ産牛肉肩ローステーキ用は、平台で展開。100 ｇ177
円（税別）で提供する

06 味のよさと安全性を訴求
する岩手県産「みちのく鶏」。
ささみや胸肉、唐揚用などを
揃え、多様な用途に対応
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02 弁当は 400 円以下の買
得品を中心に、580 円（税別）
の「網焼牛タン重」など、こ
だわり品も充実

03 47 円（税別）から用意
しているバラ売りの揚物コー
ナーでは、衛生面に配慮した
扉付きの什器を採用している

04 人気のネタを集約した定
番品、にぎりと太巻き入りの

「サーモンづくし」などを提供
する寿司コーナー

05 和洋中のパック入り惣菜
売場。「ねぎ塩チキン」などは、
簡便性の高いつまみとしての
利用を提案する
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惣菜

01 多様なメニューと量目を用意している惣菜売場は、パック入り商
品が中心。揚物はバラ売りを行う

07 20％増量中の「蒸し鶏とクラゲとあえもの」をはじめ、マリネや
サラダなどサイドディッシュも種類豊富

06 多種類の野菜を使ったメ
ニューが目を引く和惣菜コー
ナー。煮物や和え物、3 種類
のセット品などを揃える

02
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加工食品
　ゴンドラを中心に展開する加工食品は、棚 POP などで「より
どり」「プライスロック」「ブレない安さ」など、値ごろ感を訴求。
売場各所で PB「みなさまのお墨付き」シリーズを展開し、消費
者テストの高い支持率を紹介するなど、品質訴求や認知度向上
を図る。弁当や惣菜売場の隣や、レジ前に飲料を展開するなど、
買い回りしやすさにも工夫をこらしている。
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02

01

03

日配

02 豆腐コーナーでは、買得
品に加えてプレミアム感のあ
るこだわり品や杏仁豆腐風の
スイーツなどを展開

03 パウチ惣菜のコーナーで
は、サラダや煮物、魚・肉料
理などの豊富なメニューを取
り揃える

01 揚げ玉や天ぷら、麺つゆなどの関連商品を豊富に揃えた麺類
コーナー

03 0302

01

冷凍食品

02 チャーハンや焼きおにぎ
りなどの米飯コーナー。ファ
ミリー層のニーズに対応する
ため、大容量品も充実

03 冷凍素材や半調理品な
ど、野菜を使った商品を多数
取り揃え、値ごろ感を訴求す
る

01 リーチインケースで展開する冷凍食品売場。利用頻度の高い
商品を中心に品揃えを強化する
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02

酒類

02 ビール系飲料はリーチイ
ンケースに入れ、即飲ニーズ
に応える。箱売り商品はゴン
ドラで展開する

04 人気銘柄を中心に多様な
容量の商品を展開する日本酒
コーナー

03 1 本 318 円（税別）、2 本
で 500 円（税別）など、買得
品が豊富なデイリーワン。ボッ
クスタイプの大容量ワインも取り
揃える

0403

01 カテゴリーごとに陳列したゴンドラで密度の高い空間を演出す
る酒類売場。種類も価格帯も幅広い

01

04 店内各所で展開している均一セール。惣菜部門では 298 円均
一（税別）などの弁当を販売

03

0201

03

注目売場

03 レジ前のラックに陳列し
た各種ゼリー飲料。「熱中対
策」の文字で注目度アップを
図る

01 2 階のネットスーパー専
用スペースでは、4 件分の注
文を同時にピッキングできる
専用カートを導入

02 青果売場の一画では、梅
やラッキョウ漬け、果実酒な
どの関連商材を集約。手作り
を提案する

04
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株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア（以下、「弊社」といいます）は、弊
社が提供する「新店フォトマガジン」（以下、「フォトマガジン」といいます）の
利用に関し、以下の利用規約を定めます。

第1条　定義
1．	フォトマガジンとは、弊社が定期的に提供する会員制の有料サービス
です。

2．	「会員」とは、弊社が定める手続きに基づき、本規約の内容を承諾した
上、会員の加入手続きを行ってフォトマガジンのサービスを利用する資
格を持つ法人および個人をいいます。

3．	「弊社提供コンテンツ」とは、フォトマガジンの記事データに含まれる
ページ、画像、テキスト、PDF、その他すべてのデータをいいます。

4．	本規約は、フォトマガジンを利用するすべての会員に適用します。

第2条　本規約の範囲および変更
1．	弊社が会員に対して発する通知、「登録にあったて」等の案内で規定す
る決まりも、その名目の如何にかかわらず、この利用規約の一部を構成
するものとします。

2．	会員は、弊社がフォトマガジンのプログラム、情報内容等を変更するこ
とがあることに同意します。

3．	弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本
規約を変更できるものとします。

4．	前項の変更の詳細については、弊社のホームページ上で告知すること
により、会員への通知に代えることができるものとします。

第3条　登録
1．	フォトマガジンのサービスを利用しようと希望する者は、本規約の内容
を承諾した上で登録申請を行い、弊社がこれを承認し、当該登録手続
きが完了した時点で会員となるものとします。

2．	前項に定める登録について、利用を希望する者が以下のいずれかに該
当することを弊社が確認した場合、弊社はその登録を承認しないこと
があり、登録を希望する者はあらかじめこれを了承するものとします。

	 （1）	登録の際の申請事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れが
あった場合

	 （2）	業務の遂行上または技術上、支障をきたすと当社が判断した場合
	 （3）	その他、弊社が登録を承認しないと判断する相当な理由がある場合

第4条　会員資格の終了および停止・失効
1．	フォトマガジンのサービスは、登録時期の如何にかかわらず、契約の終
了とともに提供を終了します。

2．	以下の各号の一に該当する場合、弊社は、会員に書面で通知すること
により、該当する会員の利用資格を停止または失効させることができる
ものとします。

	 （1）	会員または利用者が第8条各号に定める禁止行為を行ったとき
	 （2）	フォトマガジンのサービスに関する料金等の支払債務の履行遅延

または不履行があったとき
	 （3）	その他、会員もしくは利用者が本規約に違反したとき
	 （4）	会員が正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、またはそ

のために差押を受けたとき
	 （5）	会員が他の債務のため強制執行（仮差押を含む）を受け、または

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清
算手続開始、競売、その他これに準ずる裁判上の手続きの申立て、

または任意整理手続がなされたとき
	 （6）	会員の手形または小切手が一度でも不渡りになったとき
	 （7）	会員が事業を停止もしくは廃止し、または事業譲渡、組織変更、

解散、合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき
	 （8）	会員が監督官庁より、許認可の取消、登録の取消、事業（業務）停

止その他の処分を受けたとき
	 （9）	その他、会員としてフォトマガジンのサービスの提供に支障がある

と弊社が判断したとき
3．弊社は、会員のフォトマガジンのサービス利用資格が停止、失効、また
は終了した場合であっても、会員によって支払われた料金等を一切払
い戻す義務を負わないものとします。

4．本条による会員資格の終了および停止・失効の場合、会員は、当該時
点において発生している料金その他の債務の履行を免れることができ
ないものとします。

第5条　ユーザーID、パスワード等
1．	会員は、弊社によって登録されたユーザーID、パスワードを会員の責任
で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者
が会員のユーザーID、パスワードを不正に使用したことにより損害が生
じた場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。

2．	会員がユーザーID、パスワードを忘れた場合や盗用された場合は、す
みやかに弊社に連絡するものとし、弊社の指示に従うこととします。

第6条　会員情報の取扱い
1．	会員に利用登録内容の変更が生じた場合は、弊社が別途指定する方
法により、すみやかに弊社に届け出をするものとします。

2．	弊社は、会員情報を善良なる管理者として注意をもって管理します。
3．	会員は、弊社が会員情報をフォトマガジンのサービス提供する目的の
ほかに以下の各号に定める目的で利用し、または第三者に提供するこ
とができることに同意するものとします。

	 （1）	弊社が会員または利用者に対し、フォトマガジンのサービスの追
加・変更等の案内、または緊急案内の目的で、電子メールや郵便
等で通知する場合

	 （2）	弊社が、フォトマガジンのサービスに関する利用動向を把握する目
的で会員情報の統計分析を行い、会員を識別できない形式に加
工して利用または提供する場合

	 （3）	弊社または弊社の業務提携先の広告宣伝のために電子メール等
を送付する場合

	 （4）	法的な義務を伴う開示要求に対応する場合
	 （5）	会員または利用者から事前に同意を得た場合

第7条　知的所有権
会員は、弊社提供コンテンツの知的所有権その他すべての権利は弊社お
よび弊社への提供者に帰属することを確認します。

第8条　使用の範囲、禁止事項
1．	会員は弊社提供コンテンツを会員自身の自己使用の目的にのみ、利用
することができます。

2．	弊社提供コンテンツを、弊社および著作権所有者がいる場合はその者
の許可なく改編、複製、転載、変更、翻案、翻訳、再配布することはで
きません。

3．	会員は次の行為を行わないものとします。

	 （1）	他の会員のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用すること
	 （2）	コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用すること
	 （3）	弊社、他の会員、その他第三者に損害を与える、もしくは与える恐

れのある行為をすること
	 （4）	弊社提供コンテンツを第三者に開示し、または使用させること
	 （5）	その他弊社が不適切と判断する行為をすること

第9条　料金等
1．	会員はフォトマガジンのサービスの利用にあたり、別途定める料金を弊
社が指定する方法で支払うものとします。

2．	弊社は会員の承諾なく、前項の料金を変更することがあります。その場
合は、弊社が適当と判断する合理的な方法にて会員に通知するものと
します。

3．	フォトマガジンのサービスを利用するために必要な設備費用、アクセス
料金等は、会員が負担するものとします。

第10条　損害賠償
会員がこの契約の条項に違反し、これによって弊社に損害が生じた場合、
会員はその損害を賠償しなければなりません。

第11条　運営の中止、中断
1．	弊社は、以下の場合にフォトマガジンのサービスの運営を中止・中断で
きるものとします。

	 （1）	弊社のフォトマガジンのサービスに係る設備の保守を実施する場合
	 （2）	天災、停電等の不可抗力によりサービスが提供できなくなった場合
	 （3）	その他サービスの運営上一時的な中断が必要と当社が判断した

場合
2．	弊社が前項によりサービスの中止中断をするときは、緊急やむを得ない
場合を除いて、あらかじめその旨を通知いたします。

第12条　免責等
1．	弊社は、データ等の正確性、完全性、有用性等について保証するもの
ではありません。また、データ等の利用により会員または第三者に損害
が生じたときも、利用料金の減額、損害賠償その他一切の責任を負わ
ないものとします。

2．	第11条によってサービスの提供が中止、中断もしくは遅滞したときで
あっても、弊社はこれらによって会員または第三者に生じた損害につい
て一切の責任を負わないものとします。

第13条　契約上の地位の移転等の禁止
会員は、この契約上の地位またはこの契約に基づく権利もしくは義務を第
三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的とすることがで
きないものとします。

第14条　有効期間
本規約に定める会員または弊社の義務は、その性質上当然に終了するも
のを除き、契約が終了した後も存続するものとします。

第15条　法の適用
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用される
ものとします。

第16条　協議事項
この規約に定めのない事項、その他この規約の条項に関し疑義が生じた
ときは、会員と弊社で協議の上円満に解決を図るものとします。

第17条　管轄裁判所
本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を調停または第
一審の専属的合意管轄裁判所とします。

登録にあたって
●	フォトマガジンは、毎月更新いたします。
●	料金は、次のとおりです。

	 個人……月額3万円＋消費税。年間契約の場合は、年額30万円＋消
費税となります。

	 法人……月額10万円＋消費税。年間契約の場合は、年額100万円＋
消費税となります。

●	現会員は、以下の会員価格でバックナンバーを購入することができます。
料金は、次のとおりです。

	 個人……1ファイル5,000円＋消費税。
	 法人……1ファイル15,000円＋消費税。
●	請求書は、登録手続き終了後、ただちに発行いたします。
●	本サービスは申込月（申込日と同じ月）を契約月とし、入金が確認出来
次第、遡って契約月全てのサービスをご利用いただけます。ただし、支
払い完了が所定の期日を過ぎた場合、その申込は無効となります。

●	定期購読申込み月からご契約終了月までに配信されたフォトマガジンを
ご利用いただけます。

●	ご契約終了（最終配信）となる月の末日までに解約の申し込みがない限
り、自動的に契約は更新されます。

●	ホールディングカンパニーが会員となる場合は、会員のほかに、会員が
株式を保有する別法人の中の1社を利用者とさせていただきます。グルー
プの購買会社が会員となる場合も同様です。

●	法人会員が自己使用の目的で、社内の共有ネットワークを利用して閲覧
することは可能です。

●	契約に関するお問い合わせ等は、drm-support@diamond-rm.co.jp
からお願いいたします。

この新店フォトマガジンは個人契約です

新店フォトマガジン利用規約

本誌のご利用にあたって〔利用規約〕

DIAMOND RETAIL MEDIA online
「 新店フォトマガジン 」
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