
 

2020 年 9 月 4 日 
 

2020 年 9 月 14 日 あさ 10 時 グランドオープン︕ 

「平和堂 ららぽーと愛知東郷店」 開店のお知らせ 

 
株式会社平和堂（所在︓滋賀県彦根市、代表取締役社⻑執⾏役員︓平松正嗣）は、9 月 14 日(月) 

愛知県愛知郡東郷町に「平和堂 ららぽーと愛知東郷店」（以下、「当店」）を新規オープンいたします。愛知
県内 16 店舗目、愛知郡内は初出店となります。 

当店は、三井不動産株式会社が開業する大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」の 1
階フロアに、スーパーマーケットとして出店いたします。 

日進駅(名鉄豊田線)より南に約 2 ㎞、徳重駅(地下鉄桜通線)より東に約 4.5 ㎞に位置しており、主要幹
線道路である国道 153 号線と県道 57 号線から至近にあることから、東⻄南北からのアクセスに大変優れて
います。東郷町周辺地域は、名古屋市と豊田市の中間地点のベッドタウンとして、様々な開発が盛んに⾏われて
おり、近年は⼈⼝増加が続いています。 

当店は、品質・鮮度の良い「安全安心」な商品の品揃えはもちろんのこと、簡便性を⾼めた店内「できたて」商
品や平和堂「こだわり」商品を多数取り揃えいたします。利便性がよく豊富な品揃えと、飲食のできる休憩エリア
「フレンドコート」や旬の食をご提案する「クッキングサポート」等の設備・サービスとともに、お客様の毎日の食卓や
⽣活のお役に⽴つ店舗として、最⾼の「おもてなし」を実現してまいります。 

※食品売場⻘果側⼊⼝イメージ 
 



【店舗の概要】 

１． 店 名 平和堂 ららぽーと愛知東郷店 

２． 所在地 
〒470‐0186 
愛知県愛知郡東郷町東郷中央⼟地区画整理事業 62 街区 1・3 

３． 電話／ＦＡＸ番号 
TEL︓0561－37－1142 
FAX︓0561－37－1143 

４． 開店日 2020 年 9 月 14 日（月）グランドオープン 

５．店舗規模 

建物フロア︓施設 1 階 
店舗⾯積︓3,367 ㎡（後方含む） 
営業⾯積︓2,302 ㎡（直営売場・フレンドコート等） 
売場⾯積︓2,220 ㎡（直営売場等） 

６．年間休日 施設側に準ずる（但し設備点検等で臨時休業あり） 

７．基本営業時間 10︓00〜21︓00 

８．店 ⻑ 河村 武史（かわむら たけし） 

９．従業員数 約 110 名（パート・アルバイト社員は 8H 換算） 

 
 
 
＜品揃えコンセプト＞ 

食料品を中心に豊富な品揃えとこだわり商品が充実します。⽣鮮食品は「鮮度・品揃え・おいしさ」、⼀般食
品は「健康・楽しさ・発⾒・価格」をキーワードに、店内｢できたて｣商品や鮮度にこだわった商品を種類豊富に取り
揃えます。さらに、産地や原料、製法や味などにこだわり、体にやさしく健康と安全安心を意識した商品を品揃え
ます。⽣活関連品は「コンパクト」に取り揃え、サービスは「おもてなし」にこだわります。 
 
【⻘果売場】 

まるで市場のような鮮度と豊富な品揃えでお出迎えする
⻘果売場。みずみずしい野菜や産地にこだわった果物、カッ
ト野菜やカットフルーツも多数ご用意するなど、お求めやすい
価格で少量から取り揃えます。 

新鮮野菜を店内加工した切りたてサラダを提供する  
「ラ サラダ・ラボ」、旬のフルーツにたっぷりのクリームを挟んだ
「フルーツサンドウィッチ」、砂糖や⼈工⽢味料を使用せず新
鮮な果物を使ったフレッシュジュース「ジュディフルラボ」、季節
の食卓や⽣活を彩るお花売場「ハナミライ」にも、ぜひご注目
ください。また、30 軒以上の地元⽣産者様とコラボした地場野菜を品揃え、地産地消を積極的に推進します。 

ライブ感たっぷり︕ 提案型食品売場でワクワク・驚き・感動を︕ 



【鮮魚売場】 
豊浜漁港や片名漁港など、

旬の魚を産地から仕⼊れ、新
鮮な刺⾝や国産・天然・⽣に
こだわった鮮度抜群の魚を毎
日、日替わりで提供します。徹
底して鮮度にこだわった三重県
熊野産⽣本マグロ、魚屋なら
ではの旬ネタを使った鮮度が⾃
慢の「さかな屋の鮨」、「しらす干」「干物」「塩鮭」などこだわり抜いた塩干など、オススメ商品を多数品揃えます。 

対⾯販売では、「炙り屋」を平和堂初導⼊︕ 商品をその場で炙ってお寿司やお造りにしてご提供します。ライ
ブ感たっぷりの対⾯販売は、新鮮で品質の良いお魚やお刺⾝、短冊、お刺⾝サラダなど、バリエーション豊富な品
揃えが⾃慢です。 
 
【精肉売場】 

ワンランク上の上質なお肉をお届けします。⿊⽑和⽜を豊富
に品揃え、ステーキや焼肉など「こだわりの部位」をお楽しみくださ
い。 

平和堂指定農場で育った国産オリジナルブランド（あじわい
豚、健美味どり）のお肉をご提供します。店内加工で鮮度抜群
のお肉のおつまみやオードブル、ローストビーフ、毎日の食卓に便
利なお肉の半加工品「ミートプラス」、糖質オフ・減塩のハム、ソ
ーセージコーナー「からだ想い」を多数取り揃えます。 
 
【デリカ売場】 

ライブ感たっぷりの対⾯販売
「テッパンキッチン」では、店内
の鉄板で焼き上げた手づくりお
好み焼きや焼きそば、だし巻な
どをご提供いたします。 

「ベーカーズキッチン」では、
店内手づくりの焼き⽴てパンや
惣菜バーガー、⾼温の専用窯
で焼き上げた手伸ばしピザなど
取り揃えます。 

美味しさにこだわり、良質な素材を独⾃の製法で作り上げた「極旨いなり」や「手づくりおはぎ」､「からあげグラン
プリ」�スーパー惣菜部門において２年連続最⾼⾦賞受賞した｢じゅわ旨!!⽣姜香る鶏もも唐揚｣などの「平和堂
名物」商品、平和堂こだわりの「お弁当」のコーナー化を実施するほか、こだわり・旬の素材を使用した平和堂⾃
慢の揚げ物、お寿司等、店内手づくりの味を数多く品揃えます。 

※写真はイメージです 



 
【加工食品売場】 

ローカロリー商品、大豆素材を使った商品のコーナーなど、健康に特化した品揃えや、平和堂オリジナルブランド
「E‐WA!」をはじめとして、「ぽん酢」「オリーブオイル」コーナーを設置するなど、こだわり商品を幅広く取り揃えており
ます。 
  お菓子売場では、お子様の喜ぶ小物菓子やグミの品揃えの強化や、輸⼊チョコレートコーナーを設置していま
す。お酒売場は、ワインの品揃えを充実し、バイヤーおすすめのワインをわかりやすく陳列しています。 
 また、大型・中型のモニターを売場 10
箇所に配置し、「デリッシュキッチン」のメ
ニュー動画で、メニュー提案を実施して
います。 
 
【日配品売場】 

愛知のうまいもんのヤマサちくわ・おとう
ふ工房いしかわをはじめ、GODIVA アイ
スやヨーロッパ輸⼊チーズ、大阪鶴橋キ
ムチ等、地元やご当地の美味食品を集
めました。  

ま た 平 和 堂 オ リ ジ ナ ル 商 品
「E‐WA︕」や、週末だけのちょっと贅沢なケーキなど、ワクワクと楽しさいっぱいの品揃えを実現しています。 
 
【暮らしの品】 

日常消耗品を中心に、地域の皆様の便利店として利便性を⾼めた品揃えをいたします。 
 
 
 
 
 
【クッキングサポート】 
 毎日の献⽴はお任せください。簡単、おいしいをキーワードに、⾊々な料理
メニューをご提案します。旬の素材や話題の商品を使ったレシピも大公開で
す。 
 「旬、簡単、ヘルシー」をテーマに、毎日の献⽴にピッタリのおかずから季節
感たっぷりのスイーツまで、おいしくて栄養バランスの取れたレシピをご紹介する
「美味食彩」もお勧めしています。 
 
 
 
 

※写真はイメージです 

おもてなしのサービス︕ 楽しさを実現するために︕ 



【フレンドコート】 
 お買い物時にごゆっくりとおくつろぎいただける
イートインコーナー「フレンドコート」を設置しまし
た。落ち着きがある配⾊と、開放感がありバラン
スの取れたデザインで、ゆったりとくつろげる空間
をお楽しみいただけます。 
 
 
 
 
 
【「HOP カード・HOP マネー」・「平和堂スマートフォンアプリ」】 
 お買い物のたびにポイントがたまる平和堂オリジナルポイントカード「HOP カード」。現在、400 万⼈近いお客様
にご利用いただいています。  

あらかじめチャージ（⼊⾦）した⾦額内でお買い物にご利用いただくことができる「HOP マネー」は、小銭のやり
取りが不要となるため、レジ精算時に
スムーズなお支払いが可能となります。 
 このほか、各種クレジットカード（指
定あり）や「楽天 Edy」、「iD」、「Pay 
Pay」もご利用いただけます。 
 たくさんのお得な情報が詰まった 
「平和堂スマートフォンアプリ」では、 
チラシや店舗情報の他、3,000 件以上のオリジナルレシピを 
掲載した「美味食彩」、HOP カード会員様向けの 200 件以上のお得な優待施設のご案内、お得に買えるモバイ
ルクーポンなどをご利用いただけます。 
 

 



 
 

当社ではお客様と従業員の安全安心と健康を最優先に考慮した上で、感染予防と拡大防止の強化に努め
ております。店舗をご利用いただいておりますお客様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何
卒、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 
＜店内取り組みの⼀例＞ 

・マスク着用のお願い。 
・こまめな手洗いと咳エチケットの 

お願い。 
・レジ待ち等、店内でのフィジカル 

ディスタンスに基づく店舗運営。 
・混雑時の⼊場制限。 
・お客様用アルコール消毒液の設 
 置。 
・レジやサービス等での透明シート 

の設置、コイントレーの使用、レジ 
の手袋着用、サッキングサービスの 
⼀部⾃粛・ 

・キャッシュレス決済の推進。 
・試食提供の中止。 
・従業員のマスク着用、手洗い・うがい励⾏、毎日の健康観察と体調管理、アルコールによる手指消毒の実

施。 
 
 
 
＜その他設備について＞ 

平和堂では「平和堂ららぽーと愛知東郷店」の出店にあたり「⼈と環境にやさしいお店」の実現に取り組んでいます。
健常者の方はもちろん、お体の不⾃由な方、ご⾼齢の方、お子様、妊婦の方など、あらゆる⼈が利用しやすいお店とな
るよう設計しました。 

 
【店内売場】 

・建物内は段差がなく、⾞いすでも⾏き来できる店内通路幅を確保しました。 
・売場におきましては、盲導犬・聴導犬・介助犬同伴でお買い物をしていただけます。 
 

＜エネルギー資源の有効活用と地球環境保全の取り組みとして、⾼効率で環境保全に優れた設備を導⼊しました＞ 
【LED 照明（売場）】 

・調光機能付き器具を採用し細部での適正照度管理することで、お客様に快適な売場を実現しながら節電の推
進に取り組んでいます。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み 

使いやすい施設の実現と環境へ配慮した取り組み 



【⾼効率エネルギーシステムの採用とエネルギーの削減】 
・エネルギー消費効率の⾼いパッケージエアコンを採用し、インバーター制御により大幅なエネルギー削減を実現しまし

た。 
 

【冷蔵・冷凍機器に関する取り組み】 
・環境に配慮した低 GWP（地球温暖係数）次世代冷媒の新型インバーター式冷凍機を採用し、省エネ及び環

境負荷のより⼀層の低減を実現します。 
・エコストアシステムの導⼊により、冷ケース温度を管理しながら冷凍機の圧⼒を効率よく⾃動調整し、冷凍機の消

費電⼒を削減します。また、ケース内設定温度は、店内温度に連動し変化させて商品の冷やしすぎを防ぎ、省
エネを図っています。 

 
【床⾯セラミックタイルの使用】 

・光沢感があり店内照明を⾼い反射⼒ではね返す事で店内が明るくなり、少ない照明器具でも充分な明るさを確
保できます。汚れもつきにくく清掃回数を減らすことで、水道や電気の消費を抑えます。    

・清掃用ワックスを使用せず水清掃になることから、環境に対する負荷も軽減できます。 
 
【商圏の概要】 

距 離（ｋｍ） ⼈ ⼝（⼈） 世 帯 数（世帯） 
  0 〜 1.0      5,722 2,135 
1.0 〜 3.0 82,622 30,756 
3.0 〜 5.0 204,448 79,014 
合   計     292,792      111,905 

          (注) 当社調査時点の商圏内調査による 
 
【店舗周辺マップ】                        【ららぽーと愛知東郷 1F フロア】 

   
 
《参考》 

・平和堂ららぽーと愛知東郷店 開店後の愛知県の平和堂店舗数は 16 店舗、愛知郡は 1 店舗 
・平和堂店舗数は 154 店舗 

滋賀県 74 店、大阪府 21 店、京都府 18 店、兵庫県 3 店、福井県 6 店、石川県 7 店、富山県 2 店、岐阜
県 7 店、愛知県 16 店 



 
《注意事項》 

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。 
・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際の店舗とは異なる

場合があります。 
・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

以上 
【オープン予告チラシ】 


