
2021 年 3 月 25 日 
 

ゆかりの地 草津で 14 年ぶりの出店 2021 年 4 月 2 日(⾦)あさ 9 時 30 分オープン 

「フレンドマート草津⼤路店」開店のお知らせ 
〜地域で一番楽しく、お買い物できる店を目指し、フレッシュ・ローカル・ヘルシーを磨く〜  

 
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、

2021 年 4 月 2 日(⾦) 滋賀県草津市の市⺠総合交流センター(キラリエ草津)内に「フレンドマート草津⼤路
店(以下「当店」)」を新規オープンいたします。草津市内 7 店舗目、滋賀県内 77 店舗目、平和堂は全 157
店舗となります。 
 

平和堂が出店する「キラリエ草津」は公⺠合築棟と⺠間施設・駐⾞場棟の 2 棟からなる新しい交流の拠点
で、店舗は⺠間施設・駐⾞場棟 1 階に入店します。店舗は JR 草津駅の東約 400m に位置し、東 300m に
は国道 1 号線が通っています。駅前や店舗近隣には飲⾷店や⼩売店などの商業施設が⽴ち並ぶほか、幼保
園や⼩学校も多く、周辺には近年、高層マンションが建築され、人口が増加している地域です。滋賀県第 2 位
の乗降客数である草津駅からは京都駅まで新快速で 21 分、⼤阪駅へも 51 分とアクセスが良く京都・⼤阪方
⾯への通勤利⽤者も多い人気のエリアです。 

 
約 350 坪のスーパーマーケットは、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、減塩や

糖質オフをはじめとした健康に配慮した商品、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ま
す。平和堂にとって草津市は、1968 年に 2 号店「草津店(現くさつ平和堂)」を出店したゆかりのある土地です。
当店は、⻑く平和堂をご利⽤いただいているお客様はもちろん、⼦育て世代のお客様にも、適量販売や簡単便
利な商品の提供など高
い利便性と豊富な品揃
え、そして飲⾷のできる
休憩エリア「フレンドコー
ト」等の設備・サービスと
ともに、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。 
 
 
 
 

フレンドマート草津⼤路店外観 



 
【店舗の概要】 

１． 店 名 フレンドマート草津⼤路店 

２． 所在地 
〒525-0032 
滋賀県草津市⼤路⼆丁目 1 番 36 号 

３． 電話／ＦＡＸ 
TEL：077-561-4160 
FAX：077-561-4161 

４． 開店日 2021 年 4 月 2 日（⾦） 9 時 30 分 新規オープン 

５．店舗規模 
建物フロア：⺠間施設・駐⾞場棟 1 階 
店舗⾯積：1,927 ㎡(後方含む) 
売場⾯積：1,235 ㎡（売場・フレンドコート） 

６．駐⾞／駐輪台数 164 台／92 台(キラリエ草津全体の台数) 

７．年間休日 年間 3 日（但し、設備点検等で臨時休業あり） 

８．基本営業時間 9 時 30 分〜21 時 

９．店⻑ 川北 聡(かわきた さとし) 

１０．従業員数 約 58 名(パート・アルバイトは 8H 換算) 

 
 
1．フレッシュ(鮮度) 

毎日の生活に安全と安⼼をご提供できるよう、季節や旬を意識した商品や、店内できたて商品など、鮮度に
こだわっています。また、店内各所に設置したテレビモニターでは、毎日のお買い物に役⽴つお得情報や、旬の⾷
材を使ったメニュー提案などの情報発信を積極的に⾏い、様々な⾷シーンの提案やお買い物の楽しさを提供し
ます。 
 
２．ローカル(地域) 
 古くから交通の要衝として栄えた草津の地には農産物や和菓⼦などたくさんの名産品
があり、これらの魅⼒的な地域資源は「草津ブランド」と認証されています。当店では、
「草津ブランド」をはじめ地元の商品を豊富に取り揃え、草津ならではの魅⼒を発信し、
地域の皆様とともに成⻑していけるお店を目指しています。 
 
３．ヘルシー(健康) 
 「健幸都市」草津市の店舗として、「⾷を通して健康な暮らしを応援する」をテーマに、
健康に配慮した商品を豊富に取り揃えます。減塩や糖質オフなどの「健康応援」商品
のほか、「草津ブランド」に認証されている草津市産の農産物「ベジクサ」コーナーを展
開し、普段は気づきにくいお客様の野菜摂取量不⾜を全⼒でサポートします。 
 
 

地域一番のための３つのキーワード  “フレッシュ” “ローカル” “ヘルシー” 

「健康応援」商品 マークの一例 

「草津ブランド」ロゴマーク 



 
 

毎日の⾷卓や生活に楽しさと便利さをプラスします。安全と品質はもちろん、鮮度や味にこだわった商品、店
内「できたて」商品を豊富に取り揃えます。また、地元⾷材、減塩や糖質オフなどの健康に配慮した商品など品
揃えの良さにこだわります。 
 
【⻘果売場】 

みずみずしい野菜や産地にこだわった果物を豊富にお求めやす
い価格で少量から取り揃えます。季節の果実とたっぷりのクリームを
挟んだ店内⼿づくりのフルーツサンド、簡単便利なカットサラダやカッ
ト野菜の品揃えを充実します。からだにやさしい今話題の野菜を
集めた「からだおもいコーナー」、新鮮な草津産の農産物「ベジク
サ」をはじめとした地場野菜コーナーを導入します。入口では年間
を通じて季節のお花を提供します。 
 
 
【鮮魚売場】 

対⾯コーナーでは、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姿魚を展開し
ます。また、即⾷をテーマに地域一番の「お刺⾝コーナー」や、健康
に配慮した減塩商品、海藻類のほか平和堂こだわりの塩干商品
などを豊富に取り揃えます。 
 
【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）のお肉を提供します。即⾷をテーマにお
つまみ・ローストビーフサラダの品揃えを充実。また、健康志向の高
まりから発⾊剤・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」、発酵⾷品にスポットを当て儀平みそ(滋
賀県東近江市五個荘)を使った商品も取り揃えます。 

 
 

【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「肉コロッケ」等の平和堂名物商品や、健康に配慮した
「お惣菜・お弁当」を品揃えいたします。店内で焼き上げるピザやバ
ーガーをはじめとしたベーカリーコーナーやライブ感のある鉄板コーナー
では、店内できたてのお好み焼や焼きそば、出し巻き玉⼦を提供し
ます。 

 

毎日の⾷卓に安⼼とおいしさ、楽しさを彩る魅⼒ある売場 

あじわい牛（国産 交雑種）イメージ 



【加工⾷品売場】 
減塩・糖質オフ・特保・オーガニック・ローカロリーなど健康にこだわ

った商品に加え、⼦育て世代に向けてお⼦様の成⻑と健康を応援
するカルシウム・タンパク質等の栄養摂取をサポートする商品コーナ
ーを提案します。また、平和堂オリジナルブランド「E-WA!」をはじめ
としたこだわり商品も幅広く取り揃えるほか、冷蔵のドリンク・ビール・
缶チューハイの品揃えも充実します。 

 
 
【日配品売場】 

「松利⽼舗」「丸⻑漬物」などの地元商材を幅広く取り揃えたほ
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
欠かせない牛乳やヨーグルト・麺・豆腐などの品揃えを充実しま
す。 

 
 

 
【フレンドコート】 
ゆっくり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。毎日のお買い物にお越しのお客

様はもちろん、キラリエ草津内の⼦育て⽀援施設をご利⽤の⼦育てファミリー層や、会議等でご利⽤される方な
ど、どなたでもご利⽤いただけます。 

 
【設備・サービス】 
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、妊娠中の方など、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＞ 
1．屋外 

・インターホン付き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。 
 

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。 

 
3．お客様トイレ 

・お体の不⾃由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、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） 

平和堂オリジナルブランド「E-WA!」 

サステナビリティの推進 〜人にも環境にも優しい店舗づくり〜 



＜環境にやさしい取り組みについて＞ 
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。 

 
1．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
を実現します。 

 
2．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。 

・エコストア実現のため、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。 

 
3．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
取り付け、限りある資源の節約を⾏っています。 

 
4．床⾯セラミックタイルの使⽤ 

・店内照明を高い反射⼒ではね返すこと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。 
 

5．リサイクル活動 
・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。 

 
【⾷品ロス削減の取り組み】 

 平和堂は、⾷品ロス削減に取り組んでいます。2020年10月には、それまで⾏っていた商品の廃棄削減や適量
販売など事業者としての⾷品ロス削減の取り組みのほか、レシピ紹介冊⼦「美味⾷彩」で⾷品ロス削減に役⽴つレシ
ピの特集や、売場に⾷品ロス削減を呼びかける POP の掲示などを実施。ご来店のお客様にも⾷品ロスについて考え
ていただけるよう店頭で⾷品ロス削減を啓発する活動を実施し、現在も継続的に⾷品ロス削減への取り組みを⾏っ
ています。 
＜平和堂の⾷品ロス削減に関する取り組みについて＞ 
https://www.heiwado.jp/news/2020/1001_foodloss.html 

 

 
 
 



 
 
【オリジナル電⼦マネー「HOP マネー」】 
 HOPマネー機能付 HOPカードは、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、
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です。また、HOPポイントをHOPマネーに
チャージ（500 ポイントごと）することもでき⼤変便利です。 
 1．ＨＯＰカード 

 ・平和堂が発⾏するオリジナルポイントカードです。 
 ・100 円（税抜）につき、1ＨＯＰポイント進呈します。 
 ・1,000ＨＯＰポイントで、現⾦ 1,000 円キャッシュバック。 
 2．ＨＯＰマネー 
 ・平和堂が発⾏する電⼦マネーです。 
 ・現⾦ 1,000 円単位で入⾦（チャージ）可能です。 
 ・専⽤チャージ機または平和堂直営レジでチャージができます
（一部レジを除く）。 
 ・500ＨＯＰポイント単位で、ＨＯＰマネー500 円分に交換（ポイントチャージ）できます。 
※HOP カード・HOP マネーの詳細は、平和堂 HP をご覧ください https://www.heiwado.jp/ 
 
【平和堂スマートフォンアプリ】 

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。 
 
 
 
 
【QR 決済】 
2021 年 3 月 27 日(土)より、平和堂直営店のレジでご利⽤いただける QR 決済が 10 種類に増えます。⾷
品はもちろん⾐料品や日⽤品のお⽀払にもご利⽤いただけます。 
 
※一部ご利⽤いただけない商品・サービスがご
ざいます。 
※エール各店ではご利⽤いただけません。 
※HOP ポイントはつきません。 
※⾦券類及びその他⽀払方法との併⽤はで
きません。 
 
 
 

全ての方に快適なお買い物を 



 
 

当社ではお客様と従業員の安全安⼼と健康を最優先に、感染予防と拡⼤防止の強化に努めております。
店舗をご利⽤のお客様をはじめ、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。 
・試⾷提供の中止。 
・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。 
・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実

施。 
 

【商圏の概要】 
距 離（ｋｍ） 人 口（人） 世 帯 数（世帯） 
 ０〜 ０．５ ９，５７０ ４，１９５ 

０．５〜 １．０ ２８，２６６ １２，４４２ 
１．０〜 ２．０ ７８，３３０ ３２，８６１ 

合 計 １１６，１６６ ４９，４９８ 
  (注)当社商圏調査による 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全・安⼼の取り組み 



【店舗周辺マップ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜参考＞ 

○フレンドマート草津⼤路店 開店後の滋賀県内の店舗数は７７店舗、草津市内は７店舗 
 
○平和堂店舗数は１５７店舗 

   滋賀県７７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 

 
○フレンドマート草津⼤路店開店後の草津市内店舗数は７店舗 
くさつ平和堂(1968 年 9 月)、フレンドマート上笠店(1979 年 6 月)、アル・プラザ草津(1996 年 3 月)、
フレンドマート追分店(1997 年 10 月)、フレンドマート南草津店(2005 年 10 月)、フレンドマート志津東
草津店(2007 年 7 月) 

 
＜施設の概要＞ 
 キラリエ草津(市⺠総合交流センター) 
草津駅周辺地域の整備計画の一つで、周辺の公共施
設を集約し、「⼦育て広場」や「市⺠交流広場」「オープン
カフェ」などを設けています。建物は、公⺠合築棟と⺠間
施設・駐⾞場棟の 2 棟で構成されています。「キラリエ
草津」のオープンは、2021年 5 月上旬頃の予定です。 
 

公⺠合築棟(左)と、店舗が入る⺠間施設・駐⾞場棟(右) 



＜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 




