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２０２２年１１月２５日 
マックスバリュ東海株式会社 

 

１２月３日（土）名古屋市に小型店４店舗目！ 

マックスバリュエクスプレス平子店オープン！ 
～ わたしにうれしいとっても便利なお店 ～ 

 

 

 マックスバリュ東海株式会社（本社：静岡県浜松市東区／代表取締役社長：作道 政昭）

は、１２月３日（土）、マックスバリュエクスプレス平子店を開店いたしますので、ご案内

申しあげます。 

 

マックスバリュエクスプレス平子店は、ＪＲ「名古屋駅」より直線距離で南東へ約９ｋ

ｍ、南区にある「イオンモール新瑞橋」より、直線距離で東へ約８００ｍ「平子交差点」

沿いに位置しております。同店は、店舗展開の更なる拡充に向けて推進する小型食品スー

パーマーケットとなります。名古屋市における小型店は、４店舗目の出店となります。こ

の出店により、名古屋市における当社店舗は３３店舗、全体では２３６店舗となります。 
 

 

 

当店は、お客さまの多様なニーズやライフスタイルの変化に対応するべく、当社の強み

である豊富な品揃えや価格優位性はそのままに、欲しい時に欲しい商品をお買い求めいた

だける売場構成が特徴となります。食べきり、使いきりを意識した小容量商品の拡充のほ

か、お会計と商品の袋詰めを一連の流れで行うカウンターレジの採用など、お客さまの一

層便利な日常生活をお手伝いするサービスを付加した小型店舗となります。 

小型の店舗となりますが、陳列棚の高さ調整などにより、生鮮・デリカ部門をはじめ、

日配品、加工食品、非食品におきましても日常の暮らしに必要な品揃えを確保するととも

に、地域で親しまれる商品や店舗周辺で製造される「じもの」商品の導入を推進し、普段

使いにちょうど良い、便利で地域に密着した店舗運営を目指してまいります。 

店舗コンセプト「わたしにうれしいとっても便利なお店」 

開店前２０２２年１１月１９日撮影 
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※画像は全てイメージとなります。 

【じもの商品の充実】 

地元生産者さま専用の農産物コーナーを設置

し、旬と鮮度にこだわった売場を展開いたしま

す。すまいるずいこうさまをはじめ、地元生産者

さまが、毎日新鮮な野菜などをお届けいたしま

す。また、地元食材を使用した加工品や、お酒な

どの品揃えも充実させてまいります。 

 

【おいしいデリカの販売】 

店内製造のお弁当、お寿司、ホットデリカな

ど、おいしさにこだわった商品をご提供いたしま

す。また、こだわりの中華惣菜やおにぎり、焼き

あげパン、サンドイッチなど豊富に品揃え、おい

しさ溢れる売場を展開してまいります。 

 

 

【多様なニーズに対応した品揃えの充実】 

簡便・時短ニーズに対応するため、中華、パス

タ、お弁当、ワンプレートなどの冷凍食品の品揃

えを充実させてまいります。また、生鮮・デリカ

商品を中心に、小容量の品揃えを充実させてまい

ります。食べきり、使いきりなど、さまざまなお

客さまのニーズに対応してまいります。 

 

 

【非食品の品揃え】 

食料品の品揃えに加え、日々の暮らしに欠かせ

ない非食品も品揃え、多くのお客さまのニーズに

対応いたします。 

 

 

店舗の特徴 
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【「じもの」の取組み】 

当社では、地場野菜や地域の銘産品など「じもの」商品を充実させ「地産地消」を推進

するとともに、各々の地域における「じもの」を当社展開エリアにてご紹介し、「地産域

消」に繋げております。また、地域密着経営推進の取組みの一つとして、ありがとうキャ

ンペーンを実施しております。各地域にゆかりのある商品の販売を通じて、地域活性化を

図ることを目的に、各キャンペーンの売上の一部を各事業にご活用いただいております。 

 

 

 

 

 

 

【「ちゃんとごはん」の取組み】 

当社では、お客さまが健康でいきいきとした生活を送っていただくため、バランスの良い

食事、すなわち“ ちゃんとごはんを食べる”ことを知っていただく機会として、健康的な

食生活のご提案や、食事バランスを考慮したお弁当の惣菜の紹介などに取り組んでおりま

す。同取組みを「ちゃんとごはん」と呼んでおります。 

 

ちゃんとごはんレシピ：https://www.mv-tokai.co.jp/recipe-search/ 

ちゃんとごはん通信：https://www.mv-tokai.co.jp/cg-tsushin/ 

ちゃんとごはん ONLINESTUDIO（YouTubeチャンネル）： 

https://www.youtube.com/c/ONLINESTUDIO_mvtokai 

 

 

 

 

 

 

【トップバリュ】 

イオンのプライベートブランド「トップバリュ」をおすすめしております。環境に配慮

した商品から、健康をサポートする商品、簡便・時短に対応する商品、お買い求めし易い

商品など、お客さま視点で開発された商品を豊富に取り揃えてまいります。また、「トッ

プバリュ」のブランドを掲げた「じもの（地域商品）」の開発にも力を入れています。 

 

 

 

 

 

https://www.mv-tokai.co.jp/recipe-search/
https://www.mv-tokai.co.jp/cg-tsushin/
https://www.youtube.com/c/ONLINESTUDIO_mvtokai
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【「Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ」サービス】 

 マックスバリュエクスプレス平子店では、「Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ」サービスを利用した

店舗商品配達を実施いたします。同サービスは、ご注文から平均３０分程度（※）で店舗

商品をお客さまへお届けすることが可能となります。生活スタイルの多様化など、新しい

生活様式のニーズに対応してまいります。 

   ■「Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ」サービス概要 

    開始日時：２０２２年１２月３日（土）１０：００～  

    対応時間：１０：００～２１：００ 

    取扱い品目：２，５００品目 

（お弁当、お寿司、揚げ物など即食商品をはじめ、生鮮食品やお菓子、 

日用雑貨など、食品スーパーマーケットならではの商品を取り扱います。） 

(※)天候、その他の要因により、到着時間は変動いたします。 

(※)チラシ掲載の価格には対応しておりません。 

 

【キャッシュレスセルフレジ】 

対面形式のレジ２台に加え、キャッシュレス決

済専用のセルフレジを５台導入いたします。レジ

の待ち時間軽減や接触時間の軽減に加え、現金に

触れることなく会計ができ、コロナ下におけるお

客さまニーズに対応してまいります。 

 

 

【ＬＩＮＥ公式アカウント】 

マックスバリュエクスプレス平子店から、お得な情報をＬＩＮＥ公式アカウントより配

信いたします。友だち登録をしていただいた方にはお買物クーポンを配信しております。 

 

サービスの特徴 
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【電子マネーＷＡＯＮ】 

イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」は、お買上げ金額２００円ごとに１ＷＡＯＮ ＰＯＩ

ＮＴが付与されるほか、毎月１０日の「スーパーマックスデー」毎月２０日、３０日の

「お客さま感謝デー」では、「ＷＡＯＮ」でのお支払いで店内商品を５％引きにてご提供

いたします（一部対象外の商品がございます）。また、会員登録いただくとイオングルー

プの対象店舗ではポイントが２倍になります。 

 

 

 

 

 

 

【マックスバリュ東海公式アプリ】 

スマートフォン専用の当社公式アプリで、お買物クーポンや各種キャンペーンなどのお

得情報を配信しております。 

 

 

 

 

 

 

【ＡＥＯＮ Ｐａｙ（ｉＡＥＯＮアプリ）】 

イオンのトータルアプリ「ｉＡＥＯＮ（アイイオン）」の機能の一つである、スマートフ

ォン決済サービス「ＡＥＯＮ Ｐａｙ」でお支払いすることができます。また、「ｉＡＥＯＮ」

アプリ内でも、当社店舗のお気に入り登録が可能となり、「ｉＡＥＯＮ」上でも当社の情報

などを閲覧することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

【料金収納代行サービス】 

 電気・ガス・水道・国民年金保険料などの料金収納代行サービスを実施いたします。 
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【スーパーマックスデー】 

毎月１０日は、イオンマークのついた各種カー

ドのご提示、電子マネー「ＷＡＯＮ」でのお支払

いで、レジにて５％引きとなります（一部対象外

の商品がございます）。 

 

【お客さま感謝デー】 

毎月２０日、３０日はイオンカードでのお支払

いもしくはご提示、電子マネー「ＷＡＯＮ」での

お支払いで店内商品を５％引きにてご提供いたし

ます（一部対象外の商品がございます）。 

 

 

 

【Ｓｍａｒｔ募金】 

 Ｓｍａｒｔ募金は、レジに設置の募金カードな

どをご提示いただくことで、お買物商品の精算と

合わせて募金が可能となります。この取組みによ

り、クレジットや電子マネーなどのキャッシュレ

ス決済においても募金することができます。 

 

 

【リサイクル資源の回収】 

牛乳パック、アルミ缶、ペットボトル及びキャ

ップ、食品トレーの回収ボックスを設置し、リサ

イクルの推進を図ります。 

 

 

【イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン】 

毎月１１日のイオン・デーに、お買物されたお

客さまのレシートを、応援したい地域のボランテ

ィア団体の投函ボックスへ入れていただくことに

より、投函されたレシート合計金額の１％に相当

する品物をその団体へ寄贈するキャンペーンを実

施いたします。 

環境保全・社会貢献活動 

お買い得な企画の一例 
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店 舗 名 マックスバリュエクスプレス平子（ひらこ）店 

住 所 愛知県名古屋市南区平子二丁目１８－３４ 

電 話 番 号 ０５２－６２７－３３００ 

開 店 日 ２０２２年１２月３日（土）７時開店 

営 業 時 間 ２４時間営業 

駐 車 台 数 ２４台 

駐 輪 台 数 ４０台 

直 営 売 場 面 積 ５３１㎡ 

店 長 堀 耕二（ほり こうじ） 

従 業 員 数 １６名（８時間換算人員／うち正社員１名） 

 

 

 

 

 

 

 

店舗マップ 

店舗概要 

店舗展開の状況（２０２２年１２月３日時点） 

静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 滋賀県 神奈川県 山梨県 計

マックスバリュ 72 46 42 8 6 10 1 185

マックスバリュエクスプレス 33 6 4 - - 6 - 49

マックスバリュグランド - 2 - - - - - 2

105 54 46 8 6 16 1 236


