
 

2020 年 11 月 18 日 
2020 年 11 月 25 日(水) あさ 9 時 30 分オープン 

平和堂 「フレンドマート米原駅前店」 開店のお知らせ 
~地域の皆さまの暮らしを豊かに彩る食品スーパーです〜   

 
株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社⻑執⾏役員︓平松正嗣、以下「平和堂」）は、

2020 年 11 月 25 日(水) 滋賀県米原市に「フレンドマート米原駅前店」（以下、「当店」）を新規オープン
いたします。米原市内 2 店舗目、滋賀県内 76 店舗目、平和堂は全 156 店舗となります。 

 
当店は、JR 米原駅の⻄側すぐに位置しており、1986 年より約 33 年の間、地域の皆様にご愛顧いただいた

「平和堂米原店」の跡地に建て替えオープンする店舗です。⽴地する米原市は、古くから中⼭道と北陸道の分
岐点として発達してきました。現在でも、滋賀県唯⼀の新幹線が停⾞する米原駅をはじめ、国道 8 号と国道
21 号の分岐や、名神⾼速道路と北陸⾃動⾞道が分岐するなど交通の要衝として重要な役割を担っています。
また、市東側には日本百名⼭の伊吹⼭、ゲンジボタルで有名な天野川や三島池、⻄は日本⼀のびわ湖に⾯
するなど、大変⾃然豊かな地域です。 

 
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、簡単・便利・即食性を⾼めた商

品、個食や少量に対応した商品、店内「できたて」商品、平和堂「こだわり」商品を多数取り揃えいたします。ま
た、地元食材や健康に配慮した商品、お⼟産や銘品を取り扱うなど、お客様の利便性向上と毎日の生活をプ
ラスする品揃えでお迎えいたします。店内には飲食のできる休憩エリア「フレンドコート」の設置や地域情報を発
信するインフォメーションボードを設けるなど、地域とのつながりを大切にする店舗として、この地域に愛される店舗
を目指してまいります。 

 
＜店舗外観イメージ＞ 



【店舗の概要】 
１． 店 名 フレンドマート米原駅前店 

２． 所在地 〒521-0016 滋賀県米原市下多良⼆丁目 45 番地 

３． 電話／ＦＡＸ 
TEL︓0749－52－8671 
FAX︓0749―52－8672 

４． 開店日 2020 年 11 月 25 日（水） 

５．店舗規模 

敷地⾯積︓約 4,223 ㎡ 
延床⾯積︓約 1,409 ㎡（後方含む） 
売場⾯積︓約 915 ㎡（直営売場・フレンドコート・テナント・風除室等） 
直営⾯積︓約 823 ㎡（直営売場・フレンドコート等） 
建物構造︓鉄骨造り 1 階建て 

６．駐⾞／駐輪台数 駐⾞台数︓71 台／駐輪台数︓28 台 

７．年間休日 年間 4 日（但し、設備点検等で臨時休業あり） 

８．基本営業時間 9:30〜21:00 

９．店⻑ 鈴村 崇(すずむら たかし) 

１０．従業員数 約 33 名(パート・アルバイトは 8H 換算) 

１１．テナント ヤングドライ（クリーニング） 
 

 
 
毎日の食卓や生活に楽しさと便利さをプラスします。生鮮食品は、鮮度や味に、品質と安全にこだわった商品

を豊富に取り揃えます。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。駅前⽴地で
あることからお仕事帰りお⽴ち寄りいただく店舗として、簡単・便利・即食性の品揃え、また、シニアや単身の方に
も対応した個食や少量パック商品、さらに、地元食材や健康に配慮した商品、お⼟産や銘品を取り扱うなど、コ
ンパクトなサイズでも十分ご満足いただける店舗となっています。 
 
【⻘果売場】 

みずみずしい鮮度や産地にこだわった旬の野菜や果物、
即食・簡便性の⾼いカット野菜やカットサラダとプチフルーツ
を充実し、お求めやすい価格で使い切れる量目の商品を
品揃えします。⼊⼝では年間を通じて季節感のある花をご
提供いたします。 
 
 
 
 

「新鮮」、「安心」、「便利」で毎日の食卓をサポートします 

＜⻘果売場イメージ＞ 



【鮮魚売場】 
旬の魚をその時期⼀番の産地より取り寄せ、毎日ご来

店のお客様にもご満足いただける新鮮なお魚をご提供しま
す。 

また、即食をテーマに適量のお刺身や、滋賀県産「湖
魚・川魚」、平和堂こだわりの塩干商品や減塩・海藻など
を取り揃えます。 
 
 
 
 
【精肉売場】 

平和堂指定農場で育った国産オリジナルブランド（あじわい牛、あじわい豚、
健美味どり）のお肉をご提供します。 

即食をテーマに、ローストビーフや生食サラダの品揃えを充実。毎日の食卓
に便利なお肉の半加⼯品「ミートプラス」、発⾊剤・保存料を使⽤しない無塩
せきの、ハム、ソーセージコーナー「からだ想い」を取り揃えます。 
 
 
【デリカ売場】 

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、 

店内焼き上げの出来たてパンを販売､ 
こだわりのカレーパン､クリームパン､お惣菜バーガー等を 
取り揃えます｡ 

 
 
【加⼯食品売場】 

減塩・糖質オフ・オーガニック・ローカロリーなど健康にこ
だわった商品や、平和堂オリジナルブランド「E-WA!」をは
じめとした平和堂のおすすめ商品を売場の中でしっかりと
表現しました。 

また、地元の銘菓や銘品、酒蔵「佐藤酒造」、「ヤマキ
しょうゆ」（醒井）のほか手⼟産商品など、地元商材を
取り揃えるほか、冷蔵のドリンク・ビール・缶チューハイの品
揃えも充実いたします。 
 

＜平和堂オリジナルブランド「E-WA!」＞イメージ 

＜鮮魚売場イメージ＞ 

＜デリカ売場「お惣菜バーガー」イメージ＞ 

＜平和堂オリジナルブランド「あじわい牛」イメージ＞ 



 
【日配品売場】 

「北新⾖腐店」（米原）、「シフォンケーキ yon」（⾼
溝）、御菓子処常喜家（⻑岡）、伊吹牛乳（伊吹）
など地元商材を取り揃えたほか、味や品質にこだわった平
和堂オリジナルブランド「E-WA!」も数多く品揃えし、お客
様の食生活をサポートします。 

 また、お弁当や⼣食に簡単便利な冷凍食品や、アイ
スクリーム、毎日の食卓に欠かせないパンや牛乳・納⾖な
どの品揃えを充実いたします。 
 
 
【暮らしの品】 
 日常消耗品を中心に、地域の皆さまの便利店として利便性を⾼めた品揃えをいたします。 
 
 
 
 
【フレンドコート・コミュニケーションボード】 
 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。 
 地域情報を発信するインフォメーションボードを設置し、地域のコミュニティとしてお役に⽴ちます。 
 
【「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。 
 

＜日配品売場イメージ＞ 

おもてなしのサービス︕ 地域とのつながりを大切にします︕ 

＜平和堂イメージキャラクター「はとっぴー」とオリジナル会員カード「HOP カード」＞ 



 
 
 
 

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。 
 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み 



【食品ロスの削減取り組み】 
 平和堂は、積極的に食品ロス削減に取り組んで
います。仕⼊れや発注時、また商品加⼯時の精度
向上をはじめ、商慣習の⾒直し（いわゆる「3 分の
1 ルール」の⾒直し、年・月表⽰の切り替え、フード
バンクポストの設置をするなどの取り組みを推進して
います。 

また、店頭では様々な食品ロス削減の宣材物を
掲⽰しています。食材の上手な保存方法や、お買
い得品の紹介、少量・適量販売に関するPOPの取
り付けや、食材を無駄なく使い切るメニューの提案など、お客様にも食品ロス削減活動にご参加いただきやすい
よう努めています。 
参考︓「平和堂は食品ロス削減に取り組みます」（2020 年 10 月 1 日ニュースリリース） 

https://www.heiwado.jp/news/2020/1001_foodloss.html

【設備・サービス】 
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。 

＜環境にやさしい取り組みについて＞ 
（1）オール電化の採⽤

・店舗で使⽤する空調や厨房設備を始め、全ての設備を電⼒でまかなうオール電化を採⽤しています。電
⼒消費の少ない省エネ機器を採⽤しています。

（2）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。
（3）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、省エネを図っております。 

（4）人感あかりセンサー・節水栓の設置
・トイレには、人の動きを感知して照明の⼊り切りを⾏うセンサーと、水道水の出る量を調整する器具を取

付け、限りある資源の節約を⾏っています。
（5）床⾯ガラスコーティングの使⽤

・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

使いやすい施設の実現と環境へ配慮した取り組み 



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。 
・清掃⽤洗剤の使⽤を抑え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。 

（6）リサイクル活動 
・店内にペットボトル・牛乳パック・食品トレー等のリサイクルボックスを設置し、資源回収を推進します。 

 
平和堂では、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。 
 
＜ユニバーサルデザインについて＞ 

誰もが利⽤しやすい店舗として、バリアフリー新法（認定番号 第滋賀湖東 001 号）の認定を受けていま
す。 
（1）屋外 

・⾞いす対応駐⾞区画を⼊⼝付近に設置し、お体の不⾃由なお客様も安心してご来店いただけるように
しました。 

・インターホン付点字案内板を設置し、介添えサービスや⾞いす無料貸し出しを実施します。 
・道路からインターホン付点字案内板までの通路に、⻩⾊の点字ブロックを設置しました。 
・道路から建物⼊⼝までの通路段差をなくし、⾞いすも⾏き来できる通路幅を確保しています。 

（2）店舗売場 
・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。 
・店舗売場におきましても、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。 
・店舗内外に休憩ベンチ・イスを設置しています。 

（3）お客様トイレ 
・お体の不⾃由な方、⾼齢の方、妊産婦、乳幼児連れのお客様など誰もが利⽤しやすいよう便利な機能

を備えた多目的トイレを設置しました。 
（オストメイト対応便器、ユニバーサルシート、ベビーキープ、手すりの設置） 

 
 
【商圏の概要】 

距 離（km） 人 ⼝（人） 世 帯 数（世帯） 
  0 〜 1.0 2,959 1,244 
1.0 〜 2.0 5,145 1,838 
2.0 〜 3.0 5,506 1,911 

合  計 13,610 4,933 
         (注)当社商圏調査による 
 
 
 
 
 
 



 
【店舗周辺マップ】 

 
 
＜参考＞ 

・フレンドマート米原駅前店 開店後の滋賀県の店舗数は 76 店舗、米原市は 2 店舗 
 
・平和堂店舗数は 156 店舗 

   滋賀県 76 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 

 
・米原市内その他店舗（オープン年月） 
フレンドマート⼭東店（1983 年 8 月） 

 
＜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 


