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〜生鮮食品から家電まで

1 ヶ所で何でも揃う品揃え～

スーパーセンター『ＭｒＭａｘ西大分店』
グランドオープンのご案内
2013 年 2 月 14 日（木）、大分市生石（いくし）に、51 店舗目となる「ＭｒＭａｘ西大分店」
をグランドオープンいたしますので、その概要についてご案内申し上げます。
「ＭｒＭａｘ西大分店」は、大分市内中心部から北西へ約 2.5ｋｍに位置し、ＪＲ西大分駅
に近接します。大分市は、ＭｒＭａｘの前身である家電専門店「平野電機株式会社」が 1969
年から 1978 年まで本部を置き、ＭｒＭａｘの発展の礎を築いた土地です。ディスカウントス
トアＭｒＭａｘへと業態変更を行うと共に本部を福岡市に移し、店舗規模を大型化していく中
で手狭となった大分市内の店舗もやむなく 2003 年に閉鎖しておりました。
「ＭｒＭａｘ西大分
店」は、10 年ぶりの大分市内への出店であり、この出店を皮切りに、大分県内への出店強化を
進めてまいります。
「ＭｒＭａｘ西大分店」は、家電製品や日用雑貨・衣料などの総合ディスカウントストア
ＭｒＭａｘの従来の品揃えに、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
わせた店舗形態「スーパーセンター」で出店いたします。「スーパーセンター」は、衣・食・住
を支える普段の暮らしに必要な商品を総合的に品揃えして、お買物の利便性を追求した
ＭｒＭａｘの今後の主要な出店形態の一つで、この「ＭｒＭａｘ西大分店」の開店で 7 店舗目
となります。
また、「ＭｒＭａｘ西大分店」は、新店として初めて、店舗の屋根に太陽光発電設備を設 置
します。

【豊富な品揃えを、「価値ある安さ」でお届けする】
ワンフロア 2,049 坪の広い店内に、生鮮食品から、日用雑貨、医薬品、家電製品、玩具、ス
ポーツ、インテリア、ペット用品、衣料にいたるまで、衣・食・住を支える幅広い商品を品揃
えし、気軽にお買い求めいただける価格で提供してまいります。
中でも、「POWER PRICE 商品」は、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、供給可能な限り毎日その価格で販売する商品です。また、価格
と品質・機能のバランスにこだわったＭｒＭａｘのプライベート・ブランド商品など、普段の
暮らしに欠かせない商品を「価値ある安さ」で品揃えいたします。
●毎日の暮らしに必要な食品を、新鮮で、美味しく、圧倒的
な低価格で
青果売場では鮮度のよい野菜と美味しい果実を、畜産売場
では家庭の定番である牛・豚・鶏肉を、毎日お買得価格で販
売いたします。水産売場は、旬の豊後水道産や天然魚を中心
に、市場、産地直送の新鮮な魚を、豊富に安く品揃えします。
また、美味しい惣菜やお買得なお弁当、手作り・焼きたてに
こだわったベーカリー売場も充実しています。
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その他にも、調味料などの加工食品や冷蔵・冷凍食品など、毎日の食事に必要な商品を、豊
富に品揃えします。
● 歴史ある家電売場でフルラインの品揃え
1925 年（大正 14 年）に営業を開始した家電専門店出身のＭｒＭａｘならではの家電売場は、
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの大型家電から、ドライヤー、ＬＥＤ電球、乾電池な
どの小物家電まで、豊富に品揃えします。
● 医薬品の販売で暮らしをサポート
登録販売者が常駐し、第 2 類医薬品、第３類医薬品を販売します。医薬品売場は、レジの前
に配置し、いつものお買物のついでに、医薬品を気軽にお買物できる環境をご提供します。
● ワンちゃん、ネコちゃんもいるペット売場
ペット売場では、ペットフードや用品はもちろん、犬・猫・小動物・観賞魚など、ペット生
体も取り扱います。家族の一員であるペットの用品も 1 ヶ所で揃います。
● 肌着やカジュアル衣料、服飾雑貨など、普段の暮らしを楽しくするアパレル売場
アパレル売場では、毎日使う肌着やホームウエア、カジュアル衣料、バッグや服飾雑貨など、
普段の暮らしを楽しく彩る商品を、お求めやすい価格でご提供します。

【ストレス・フリーな買物環境】
店舗設備面では、大型カートでもゆったりお買物していただけるよう、通路を幅広く設計し
ています。また、4.5ｍの高い天井に、陳列什器の高さをおさえ、開放感のある気持ちのいい売
場となっています。広い店内でも、何がどこにあるかわかりやすいよう、見やすい店内サイン
を設置します。
幅広い層のお客様に気軽に楽しくお買物していただける店として、ストレス・フリーな買物
環境づくりを行います。

【太陽光発電システムの設置】
ＭｒＭａｘでは、前面に駐車場を備えた１階建ての出店形態を活かして、店舗の屋根に太陽
光発電設備の設置を進めており、2013 年中に国内 14 ヶ所の店舗への太陽光発電設備の設置を
予定しています。「ＭｒＭａｘ西大分店」は、新店として初めて、太陽光発電設備を設置し、
発電開始は 2013 年 3 月を予定しています。
「ＭｒＭａｘ西大分店」の太陽光発電システムの年
間想定発電量は 659 千 kWh で、これは一般家庭の年間消費電力量約 183 戸分にあたり、二酸
化炭素を年間約 313 トン削減することになります。

【美容室、歯科などを併設し、お買物の利便性を追求】
美容室やクリーニング、歯科など、普段の暮らしを便利にするテナント構成で、地域の皆様
に「親しみやすさ」を感じていただける、利便性の高いショッピングセンターを目指します。

【グランドオープン日時】

2013 年 2 月 14 日（木）10：00（予定）
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【新店概要】
・店名

ＭｒＭａｘ西大分店

・所在地

大分県大分市大字生石 145－44

・営業時間

10：00～21：00

・店舗休日

年中無休

・店長名

吉田

・従業員

117 名（社員 17 名、パートタイマー100 名）

・ＭｒＭａｘ初年度目標年商

37 億円

・敷地面積

24,959 ㎡（約 7,550 坪）

・ＭｒＭａｘ売場面積

6,775 ㎡（約 2,049 坪）

・駐車台数／駐輪台数

412 台／67 台

・ＭｒＭａｘ取扱商品

生鮮食品、惣菜、ベーカリー、日配食品、加工食品、
飲料、菓子、米、酒類、家電製品、カメラ用品、洗剤、
化粧品、医薬品、紙綿品、ペット用品、ペット生体、
文具、玩具、カー用品、自転車、スポーツ用品、
ＤＩＹ用品、園芸用品、台所用品、日用雑貨、
インテリア、収納用品、カジュアル衣料、靴、
ベビー用品、その他
＊ 下線部が従来にはないスーパーセンターの品揃え

・テナント
（5 店舗）

ヘアークリエイト ミリ(美容室)
サンキューカット(理美容)
だん歯科クリニック(歯科医)
＊ その他 クリーニング、飲食店

誠（よしだ

まこと）

ＭｒＭａｘ西大分店イメージ図

ＭｒＭａｘ西大分店イメージ図
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【店舗周辺図】

＜所在地＞
大分県大分市大字生石 145－44
＜アクセス＞
【車】（大分市内から）国道 10 号線小倉街道
を別府方面へ。「西大分駅前」交差点の 1 つ先
の信号を左折、約 500ｍ。

【会社概要】
・会社名
・代表者
・事業内容
・資本金
・決算期
・営業収益
・本社所在地
・店舗数
（2013 年 2 月 14 日予定）

株式会社ミスターマックス
代表取締役社長 平野 能章
家庭用電器製品、日用雑貨、衣料、食品等を
セルフサービス方式で販売する総合ディスカウントストア
102 億円
3 月 31 日（ 年１回決算 ）
1,069 億円（2012 年 3 月期）
福岡市東区松田 1 丁目 5 番 7 号
店舗数

東京都
千葉県
神奈川県
埼玉県
茨城県
・株式上場

2
4
1
1
１

東京証券取引所

店舗数

店舗数

2
佐賀県
2
長崎県
3
大分県
4
熊本県
1
宮崎県
合計 51 店舗
市場第一部、福岡証券取引所
群馬県
岡山県
広島県
山口県
福岡県

2
1
2
5
20

以上

