2010 年 2 月 26 日

～「キッチンサポートコーナー」を初導入～

3/5(金) 『ヨークマート日進店』オープン
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス傘下の食品スーパー、株式会社ヨークマート（本
社：東京都千代田区、代表取締役社長:川上 達郎）は、2010 年 3 月 5 日（金）午前 9 時に
『ヨークマート日進店』を、3 月 1 日（月）開業予定のショッピングセンター「ｉｓｔα！
（イスタ）日進」内にオープンいたします。

【商圏の特徴】
さいたま市北区西部に位置する「日進・宮原地区」は、さいたま市・４副都心の１つに位
置付けられ、
「さいたま市総合振興計画」に基づき、2005 年より土地区画整理事業による官
民連携のまちづくりが進められている地区です。店舗周辺は、道路や公園、公共下水道など
生活基盤の整った住宅地として、市街地の形成が進められています。太田道灌ゆかりの「三
貫清水」などの自然にも恵まれるとともに、元日の午前零時から日進神社に奉納される郷土
芸能「日進餅つきおどり」などの伝統文化が継承されるなど、豊かな文化を持っています。
当店は、ＪＲ川越線「日進駅」より北東へ 400m、ＪＲ高崎線「宮原駅」より南へ 600m
に位置し、周辺道路網も、東西を結ぶ幹線道路として国道 16 号バイパス・西大宮バイパス、
南北に国道 17 号線・新大宮バイパスが走るなど、
交通利便性が高い立地となっております。
＜ｉｓｔα！日進・外観パース＞

【店舗の特徴】
当店は、
「地域のお客様の生活を、より楽しく、豊かに、便利に」を基本コンセプトに、
生鮮食品の味・鮮度・品揃えを強化することで、毎日の暮らしのお手伝いができる、頼りに
なる食品スーパーマーケットを目指してまいります。また、従業員全員が「お客様のご期
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待・ご要望に笑顔でお応えする」をモットーに、接客・サービスの向上に努めてまいり
ます。
CO2 排出量（電気使用量）削減のため、省エネや環境対策に配慮した商品提供、店づく
りに取り組んでおります。
➢ 青果売場の基本照明や、アイスクリーム売場のリーチインケース、お酒コーナーの内
蔵ケース、生鮮作業場冷凍庫内照明に、消費電力が少なく寿命が長い「ＬＥＤ（発光
ダイオード）照明」を設置
➢ 既存店舗で実施している冷蔵ケース棚照明の消灯や、
「オーバーキャノピー照明」の設
置による冷凍機への負荷軽減で、電気使用量を削減
また当店は、株式会社ヨークベニマル（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：大髙 善
興）と設計仕様、売場什器、制服等を共通化したフォーマットによるニューデザイン店舗の
第 3 号店となります（2009 年 10 月 28 日開店「東道野辺店」より開始）。

【売場の特徴】
食品スーパーとして、安全・安心で、鮮度・質が良い商品をリーズナブルな価格でご提供
するとともに、食卓シーンに即した売場レイアウトで、お客様の「買いやすさ」「選びやす
さ」を重視したご提案をしてまいります。
「キッチンサポートコーナー」を売場内に設置し、
毎日の調理方法のお手伝いをさせていただきながら、旬の食材を使ったメニューや楽しい食
卓のご提案をしてまいります。また、地場野菜・地元商品の品揃えを充実し、商圏の食文化
に根ざした地域密着型の売場をご提供してまいります。
➢ 精肉売場では、
「味付け焼肉」
「炒め物セット」や店内で手作りの「ハンバーグ」等、
短時間で調理できる簡便商品の品揃えを充実
➢ 青果売場では、収穫したての新鮮な「地場野菜」をさいたま市近郊農家より直送で販
売するとともに、高糖度トマト、ハーブ等のサラダ野菜を豊富に品揃え
➢ 鮮魚売場では、調理が簡便な「冷凍シーフード」
「味付け切身」の品揃えを充実すると
ともに、築地市場より毎日直送の鮮度あふれる旬の魚を豊富にご提供
➢ 惣菜売場では、幅広いニーズに対応したお弁当売場をご提案するとともに、調理風景
が売場から見える「鉄板焼コーナー」で、作りたてのお好み焼き、焼そばをご提供
➢ 地元の人気ベーカリー・アンジェラから直送の「焼き立てパン」、農林水産大臣賞
受賞の豆の木「本練羊羹」や、河村屋「創作漬物」、等、地元の銘品をご提供

【『ヨークマート日進店』施設概要】
１．店舗名称
２．所在地
３．売場面積
４．営業時間
５．従業員数
６．店長
７．商圏人口
８．売上目標

『ヨークマート日進店』
埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目 1916 番地 8
1,983.5 ㎡
10：00 ～ 22：00 （通常時）
※3 月 5 日（金）は 9：00 より開店いたします
計 114 名（社員 24 名、パートタイマー90 名）
岩崎 正利（いわさき まさとし）
半径 1km 圏内：31.5 千人（12.5 千世帯）（基礎商圏）
半径 2.5km 圏内：115 千人（47 千世帯）
24 億円（初年度計画）
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【「ｉｓｔα！日進」施設概要】
「ｉｓｔα！（イスタ）
」とは、
「ｉｓ（英語の be 動詞）＋α（＝プラスアルファ）」をコ
ンセプトに、＋（プラス）をｔとして、α（アルファ）をａに見立てて発音するように言葉
をデザインし生まれた、新しい商業施設の名前です。
「ｉｓｔα！日進」に集い利用する方々
の「ひとりひとり（ｉ：私、個）」を「大切（ｉ：愛）」に、常に「感動（！：感嘆）」ある、
さまざまなプラスアルファをもたらす施設であり続けたいという願いが込められています。
１．SC 名称
２．所在地
３．敷地面積
４．延床面積
５．店舗面積
６．建物構造
７．駐車／駐輪台数
８．開店日
９．専門店数

「ｉｓｔα！（イスタ）日進」
埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目 1916 番地 8
8,181 ㎡
11,895 ㎡
4,340 ㎡
鉄骨造 5 階建 立体駐車場隣設
325 台／127 台（SC 共用）
2010 年 3 月 1 日(月)
計 12 店舗

＜通常期の営業時間＞
フロア

業態

店名

営業時間

1Ｆ

食品スーパー

ヨークマート

10：00 ～ 22：00

1Ｆ

お茶販売

茶十徳

10：00 ～ 21：00

2Ｆ

ドラッグストア

スギ薬局

10：00 ～ 21：00

2Ｆ

100 円ショップ

ザ・ダイソー

10：00 ～ 21：00

2Ｆ

手芸用品

手芸センター ドリーム

10：00 ～ 21：00

2Ｆ

美容室

boom hair

10：00 ～ 20：00

アモール歯科・矯正歯科

10：00 ～ 13：00
15：00 ～ 21：00

2Ｆ

歯科医院

※火曜日定休

2Ｆ

クリーニング

チャーミークリーニング

10：00 ～ 21：00

3Ｆ

学習塾

スクール２１

13：45 ～ 23：30

3Ｆ

スカッシュ

ＳＱ－ＣＵＢＥ

3･4Ｆ

スポーツクラブ

キッツウェルネス

フットサルコート

フルマーク
スポーツパーク大宮

5Ｆ
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10：00 ～ 23：00
9：30～23：00 平日
※木曜日は休館日となります

9：30～21：00
9：30～20：00

土曜
日曜・祝日

10：00 ～ 22：00

＜交通アクセス・周辺図＞
○ＪＲ川越線日進駅南口より徒歩 7 分
○ＪＲ高崎線宮原駅西口より徒歩 10 分

＜オープンに際するご取材に関して＞
誠に勝手ながら、オープン当日の店内撮影・インタビューはご遠慮いただきますよう
お願い申し上げます。ご発行媒体へ写真掲載の必要がある場合は、別途ご提供させてい
ただきますので、お申し出ください。

＜ご参考＞ ヨークマート・エリア別出店数（2010 年 3 月 5 日現在）
東京都 7、神奈川県 16、千葉県 17、埼玉県 22、群馬県 1
合計 63 店舗

【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ヨークマート企画財務室

TEL03-6238-3624

以
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上

