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ラジオ放送開始と同時
に、福岡県田川市にラジ
オ商開業。1961年、平野
電機株式会社へ組織変
更し、家電専門店を展開。

MrMax1号店「MrMax長
住店」を福岡県福岡市に
開設。家電専門店から
ディスカウントストアへと
業態を変更。

自社開発ショッピングセ
ンター1号店「ハイパー
モールM E R X 本城／
MrMax本城店」を福岡県
北九州市に開設。

首都圏1号店「ハイパー
モールMERX新習志野／
MrMax新習志野店」を千
葉県習志野市に開設。

スーパーセンター1号店
「MrMax岡山西店」を岡
山県岡山市に開設。生鮮
食品や惣菜・ベーカリー
売場を組み合わせた新業
態を構築。

年 年 年 年1925 年1978 1994 2000 2009
小売事業を子会社化し、
持株会社体制へ移行。
社名を株式会社ミスター
マックス・ホールディングス
に変更。

年2017

沿革

社名の由来

「社会のインフラ」を目指し、まっすぐ 歩んでいきます。

Profile
年生まれ。
年 米国ノートルダム大学大学院卒
 同年ミスターマックス入社
年 米国野村證券転籍
年 ミスターマックス
 取締役営業企画部長就任
年 常務取締役就任
年 専務取締役就任
年 副社長就任
年 代表取締役社長就任〈現任〉
年 最高経営責任者（CEO）兼
 最高執行責任者（COO）〈現任〉

1958
1986

1987
1989

1990
1991
1992
1995
2008

代表取締役 平野 能章

経営理念

普段の暮らしを
より豊かに、より便利に、

より楽しく

ミスターマックス・ホールディングスは、お客様の「普段の暮らしをより豊かに、より便利に、
より楽しく」という経営理念のもと、毎日の暮らしになくてはならない＝「社会のインフラ」
になることを目指す企業グループです。

主力事業であるディスカウントストアでは、より多くのお客様に買い物の楽しさをお届け
するために、お客様にとって必要な品質・機能と期待を越える安さを実現した「価値ある
安さ」の提供と、それを支えるローコスト・オペレーションの確立を行っております。

不動産事業においては、「価値ある安さ」をより多くのお客様にお届けするために、店舗の
多店化を推進し、出店エリアの拡大を図ってまいります。

どうぞ、今後のミスターマックス・ホールディングスにご期待ください。

行動指針

Guest First
（お客様第一主義）

TOP MESSAGE

「Max」は英語のMaximum（極限）に由来し、
極限に挑戦するということが私たちのポリ
シーであり、行動のベースとなっています。
また、「Mr」を冠することで、小売業の
象徴的存在になろうという強い
意志をあらわしています。

管理部門
小売事業不動産

管理・運用事業

ミスターマックス・
ホールディングス ミスターマックス

販売戦略
効率の良い店舗配送等、
ローコスト・オペレーション
の仕組みを構築し、「価値
ある安さ」を実現。

プライベート・ブランド商品
開発等を通して、「品質」
と「安さ」の両立を追求し
ます。

店舗形態の多様化と多店化
を推進し、多くのお客様に
「価値ある安さ」を提供し
ます。

物流戦略出店戦略

「価値ある安さ」
「価値ある安さ」であるために

P3 P5 P7
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「価値ある安さ」であるために

普段の暮らしに必要な商品が一箇所で揃う
便利さを追求した新業態。家電製品や日用
雑貨・衣料等、従来の品揃えに加えて、野菜や
肉・魚などの生鮮食品や惣菜・ベーカリー売場
を組み合わせた店舗です。

スーパーセンター
〈ディスカウントストア+生鮮食品〉
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▲ スーパーセンター店舗レイアウト（一例）
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出店戦略においては、出店形態を多様化し、出店を加速させる取り組みを行っています。
そのための収益モデルとして、「ディスカウントストア」を基本フォーマットに、2,000坪
クラスの大型店、1,200坪クラスの中型店、700坪クラスの小型店のディスカウント
ストアの3つのタイプと、従来のディスカウントストアの品揃えに生鮮食品を加えた
「スーパーセンター」を合わせた、4つの店舗モデルの構築を進めています。商圏や地域
特性に応じた出店形態の柔軟化により、多店化を推進し、より多くのお客様にMrMaxの
「価値ある安さ」に満足していただけるよう努めています。

店舗形態の多様化と多店化を推進し、
多くのお客様に「価値ある安さ」を提供します。

出店
戦略

小商圏・高頻度型の
700坪クラス店舗

ドミナント・エリア化を
推進する
1,200坪クラス店舗

商業施設の核をなす
2,000坪クラス店舗

家電製品から、日用雑貨、食品、衣料品、玩具、文具、自転車、インテリア、
ペット用品にいたるまで、普段の暮らしに欠かせない商品を豊富に
取り揃えている「ディスカウントストア」を基本フォーマットにしてい
ます。
店舗の規模として、2,000坪クラスの大型店、1,200坪クラスの中型
店、700坪クラスの小型店の3つのタイプがございます。

基本フォーマット
〈ディスカウントストア〉

小型DS
Select 中型DS 大型DS

ショッピング
センター
開発事業

さらに充実したショッピングタイムを
お届けするために、MrMaxを核とし、各種専門店や
飲食店を集積した生活密着型のショッピングセンターを展開。
前面駐車場を配置することで、目的の店舗のすぐそばに駐車でき、
また目的の店を探しやすいレイアウトで、
ご家族皆様が快適にお買い物ができるショッピング空間を追求しています。



「価値ある安さ」であるために

「普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく」を経営理念とするMrMaxでは、
「価値ある安さ」をお客様に提供するべく、特に購買頻度の高い、普段の暮らしに直結する
商品について、年間を通じて低価格を実現する取り組みを行っています。
低価格商品群「POWER PRICE商品」、自社開発「プライベート・ブランド商品」は、その
代表的な方策です。

「価値ある安さ」であるために
プライベート・ブランド商品開発等を通して、
「品質」と「安さ」の両立を追求します。

販売
戦略

ストレス・フリーな買物環境
MrMaxの店舗では、お客様に気軽に楽しくお買い物していただける
店として、ストレス・フリーな買物環境づくりを心がけています。

大型カートでもゆったり
お買い物していただける
幅広い通路

お客様の視点に立っ
たわかりやすい売場
表示

高い天井、陳列什器の
高さをおさえた、開放感
のある気持ちのいい売場

高い天井、陳列什器の
高さをおさえた、開放感
のある気持ちのいい売場

快適なインターネット環境
を提供する無料公衆無線
LANサービスの導入

快適なインターネット環境
を提供する無料公衆無線
LANサービスの導入

あらゆるお客様が心地よく
お買い物していただける
ユニバーサルデザイン化

あらゆるお客様が心地よく
お買い物していただける
ユニバーサルデザイン化

普段の暮らしに欠かせないものを、必要な品質、機能
を維持しながら、毎日、低価格でご提供する商品です。
家電製品からインテリア、食品、キッチン用品、バス・
トイレ用品、実用衣料など毎日の生活に欠かせない
生活用品を取り揃えています。

「地球にも、家計にもやさしく」をモットーにEcology（環境保護）とEconomy
（節約・倹約）の視点から当社が開発し、ご提供する環境配慮型商品です。

プライベート・ブランド
品質と価格のバランスが優れたお値打ち商品です。

おなじみのナショナル・ブランド商品や、暮らしに欠かせ
ない日用品を圧倒的な安さで打ち出し、供給可能な限り
提供し続ける低価格商品群。
チラシや店内プロモーションと連動して、売場で一品大量
陳列を行い、「安さ」のイメージの構築を図っています。

圧倒的な安さを提供

「品質」と
「安さ」の両立

チラシ・店内
プロモーション

魅力的な
売場づくり

価値ある
安さ

LINEやクックパッド、
モバイルクーポンを使った
情報提供も行っています。

お客様ご自身で
手軽に精算できる
セルフレジの導入

お客様ご自身で
手軽に精算できる
セルフレジの導入
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「価値ある安さ」であるために

商品の品質と安さを徹底するために、発注、物流、店舗作業の効率化を進め、コストの低減
（ローコスト・オペレーション）に努めています。
そのために、商品の仕分けと店舗配送機能を担う、自社物流の仕組みを整備。福岡・広島・
埼玉・熊本の国内4箇所と、上海に自社物流拠点が稼動しています。
また、スーパーセンター店舗数の拡大に伴い、低温チルド品専用の物流センターを稼動
させるなど、販売戦略・出店戦略と連動した物流運営を行っています。

効率の良い店舗配送等、
ローコスト・オペレーションの
仕組みを構築し、「価値ある安さ」を実現します。

物流
戦略

継続的な安さのために、オペレーションコストを最大限に下げることが必要です。
MrMaxでは、仕入先から直接各店舗に納品するスタイルを止め、福岡・広島・埼玉・熊本の
4箇所の物流センターに集中。そこで店舗配送や検品作業を集約することで「納品
頻度」と店舗での「荷受・検品」の作業を削減させました。
また、センターの在庫機能を活用することで、一括大量納品も可能にしています。
物流センターの稼動とともに、発注も本部に集約し、発注精度の向上と、店舗
作業の削減につなげています。

発注・納品の一本化で、
コストダウンを実現。

広島物流センター
広島県東広島市八本松西6丁目14番11号

福岡物流センター
福岡県糟屋郡久山町大字久原字原2859-1

熊本サテライトセンター
熊本県上益城郡甲佐町白幡1877-1

埼玉物流センター
埼玉県北　飾郡杉戸町大字深輪398-2
深輪産業団地内GLP杉戸Ⅱ 2F

独自の物流センターを持つことで納品頻度が低減され、
お取引先様の納品コストの低減にもつながっています。
またインターネットを利用した電子商談システムや、販売・
在庫データをお取引先様にオープンにすることで、今後の
需要予測の正確さを高め、仕入先の機会損失の軽減に
役立つようなシステムを構築。MrMaxの「安さ」は、流通に
関わる企業の協力関係から生まれています。

FRMとは、陳列ケースとして
そのまま使える納品箱で
店舗に納品する仕組みのこ
とで、一部商品にこの仕組み
を取り入れています。
予め、商品名や特長等も表
記されており、店舗作業の削
減に効果を上げています。

Win-Winの関係を生む
ローコスト・オペレーション

FRM

需要予測と発注を完全に自動化したシステムを稼動。
販促情報、季節情報、特売情報といった商品の販売に影響を与える各種変動要因
を考慮した上で需要予測を自動で行います。
この需要予測に基づいて基準在庫計算を行い、売場の商品陳列を定義する棚割り
システムなどとの連携を図ることで、精度の高い自動発注を行います。
需要予測の精度が向上することで、お取引先様から物流センター・店舗までの
トータル在庫が削減でき、効率化を実現しています。
また、店舗の商品欠品率が半減し、お客様の欲しい商品が店舗にあるという、お客様
へのサービス向上と機会損失の軽減にもつながっています。

発注システムの精度向上

Floor Ready Merchandise
フロア・レディ・マーチャンダイズ

海外商品の
物流システムの
高効率化

2011年4月、海外商品開発品の集約拠点として
上海に物流センターを開設。
複数の仕入先からの商品を集約し仕向地
ごとにコンテナを仕立てることでコス
トの削減と在庫適正化を図って

います。
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法令等遵守

ユニバーサルデザイン

MrMaxは「社員一人一人の幸せは、会社の活力」という思いのもと、社員が安心して
働き、仕事と家庭の両立ができる職場環境作りに取り組んでおります。
育児短時間勤務の拡充や、勤務エリアを限定するエリア職制度など、柔軟な働き方を
推進しております。

コンプライアンスの取り組み

仕事と家庭の両立

地域に住む全てのお客様が心地よく
お買い物をしていただける店舗づくりを
心掛けています。「多目的トイレ」「ＡＥＤ」
などの設置、広い通路やわかりやすい
案内サインなど、店舗のユニバーサル
デザイン化を行っています。

みんなに優しいお店づくり

MrMaxは、コンプライアンス（法令遵守）を最も基本的な社会への約束であると考え、
誠実かつ公正な企業活動に努めております。
社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」の設置や、相談窓口の社内外での開設
など、コンプライアンス精神の浸透と実行性を高める取り組みを実施しております。

コーポレート・ガバナンス
株主総会（最高意思決定機関）

取締役会
（経営の意思決定）

代表取締役

監査部

監
査
法
人

各部門

執行役員
（業務の執行）

コンプライアンス委員会
（弁護士等の外部委員を含む）

選任・
解任

選任・
解任

報告・
連携内部統制に関する

報告・連携

選任・解任選任・解任

監査

監査

監査

調査報告・相談・通報
（ヘルプライン）

報告

報告報告報告
報告

選任・解任

監査役会
（取締役の業務執行を監査）

コーポレート・ガバナンス体制
MrMaxは、取締役会を月1回以上開催し、的確かつ
迅速に経営の重要事項を決議しています。
2015年より社外取締役を導入し、取締役会の監督
機能強化を図っています。
また、社長直轄部署に監査部を設置し、内部統制の
観点から各部門の業務について監査を実施してい
ます。

社会的
責　任 MrMaxは、経営理念を追求し企業価値を高めるために、現行の経営管理組織を一層

充実・強化すること、法令等を遵守し公正な企業活動を行うこと、そして、地域のお客様
が心地よくお買い物できる店舗づくりを行うことを推進しております。

経営理念
「普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく」

環境活動 MrMaxは、事業活動を通じ、省資源・省エネルギーなどの環境保全に努めるとともに、
地域環境への配慮、廃棄物の適正処理等を通じ社会へ貢献してまいります。

基本理念

西日本地区店舗と本部オフィスから排出
される紙ゴミについて分別を徹底し、
自社開発トイレットペーパーを製造する
工場へ、「再生紙資源」として供給する
サイクルを構築いたしました。

限りある資源を有効に使用
するために小形充電式電
池・ボタン電池・自動車用鉛
蓄電池を店舗にて回収し、
それぞれのリサイクルルー
トへ乗せ、再資源化活動を
行っています。

自社排出紙ゴミの
再資源化

電池の無料回収
リサイクル

MrMaxは、お求めやすい価格帯の中で環境配慮型商品
を開発あるいは採用し、売場で提案し、より多くお客様に
継続して使っていただくことで環境保全型社会の構築に
貢献したいと考えています。

環境配慮型商品の販売

エコロジー
（Ecology：環境保護）

エコノミー
（Economy：節約・倹約）

理念

選定基本基準　3R＋C＋N

Recycle Reduce Reuse

Clean Natural

【基準】再生資源を利用して製造
された商品

【基準】生産工程や家庭での使用
時または廃棄後に健康や
環境に優しい商品

【基準】従来の原料よりも環境負荷
の少ない自然素材に変更
された商品

【基準】家庭での使用時には不要な
容器・包装材を節約した商品

【基準】家庭での使用時に、資源・
エネルギーの節約が出来る商品

【基準】従来は家庭で使い捨てだが、
何度も再利用できるように
工夫された商品

リサイクル（再生利用する） リデュース（減少、縮小、低減する） リユース（再利用する）

クリーン（清潔な、きれいな） ナチュラル（自然の、天然の） 〈重曹〉
天然ソーダ灰を100％使
用した、環境にも、人にも
優しい万能洗剤です。

環境配慮型プライベート
ブランド商品の例



会社概要

会 社 名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス
（商号 株式会社MrMaxHD）

 【本部】
 〒812-0064
　　　　     福岡県福岡市東区松田1丁目5番7号
                  TEL 092-623-1111
                  FAX 092-623-1129

創　　業 1925年（大正14年）10月

設　　立 1950年（昭和25年）12月

代 表 者 代表取締役社長 平野 能章

事業内容 ディスカウントストア「MrMax」のチェーン展開を
行うグループ会社の経営管理及びショッピング
センター運営事業

「価値ある安さ」
であるために



www.mrmax.co.jp


