ゆめタウン丸亀 店舗概要
1. 店

「ゆめタウン丸亀」

名

ひさなが

ひであき

2. 支 配 人

久 永

英 明

3. 所 在 地

〒763-0055

4. 電話番号

0877-21-0123（代表）

5. FAX番号

0877-21-0588

6. 開 店 日

2008年（平成20年）12月9日(火)

7. 営業時間

9:30〜22:00

香川県丸亀市新田町150

＊12月9日〜14日 / 9:00〜22:00
8. 休 業 日

年中無休

9. 敷地面積

約

47,800

㎡

10. 延床面積

約

82,000

㎡

11. 店舗面積

約

24,400

㎡

12. 駐車台数

約

1,660

台

13. 駐輪台数

約

120

台

14. 建物構造

鉄骨造

地上5階建て

1〜2階,3階の一部 店舗
3階の一部,4〜5階,屋上 駐車場
15. 投

資

約

16. 建設業者
17. 設定商圏

78 億円
鹿島建設株式会社

設定商圏
0㎞〜5㎞
5㎞〜10㎞
10㎞〜20㎞
合計

18. 来店客数予測 年間
19. 従業員数
20. 専門店数

約

人口総数
113,100
116,300
70,600
300,000

世帯数
46,400
44,900
24,700
116,000

約900 万人
1,100 名 （うち地元採用 約900名）
105 店舗（四国初9店、香川初8店、地元25店）
２

『ゆめタウン丸亀』について
● 「ゆめタウン高松」で実現した上質な毎日をもっと身近に
幅広い世代のお客様にご愛顧いただいている「ゆめタウン高松」の利便性と快適性、ち
ょっとだけ上質なショッピングの楽しみをもっと身近にお届けするために、店内は普段の
生活がもっと楽しくなる多彩なエンターテイメント機能をひとつに集約。大箱テナントで
はなく小箱の個性的なテナントをモール沿いに多数配置することで、さながらウインドシ
ョッピングを楽しむかのような「わくわく感」溢れる街並みを創造。イズミ（直営）と個
性豊かな 105 の専門店からなる『コンパクトカジュアルモール型ゆめタウン』を実現しま
した。

● 中讃エリアの拠点都市「丸亀市」の人と街が潤う商業施設を目指します。
香川県第２の都市「丸亀市」は、昔から交通の要衝、金毘羅宮の参拝口、丸亀藩の城下町とし
て栄え、中讃地域最大の中核都市です。『ゆめタウン丸亀』の出店地は、南に四国の大動脈「国
道１１号線（丸亀バイパス）」、北に「さぬき浜街道」を臨む中間地点に位置し、現在新設が進む
「県道 205 号線（仮称）」に隣接する好立地です。また、周辺は丸亀市総合スポーツセンターや丸
亀市民体育館等の大型公共施設もあり、高松自動車道善通寺 IC を利用した広域アクセスが期
待されます。

● ユニバーサルデザインを意識したショッピングセンター
「ゆめタウン光の森」（熊本県菊池郡）、「ゆめタウン佐賀」（佐賀県佐賀市）で培った
ノウハウをもとに、店舗内外の駐車場から売場まで段差なく移動できるよう配慮した店舗
づくりや、『乗り降りが容易なエスカレーター』の設置、オストメイトの方をはじめ様々
なお客様に配慮した２ヶ国語対応音声ガイド付の『多目的トイレ』、大きさや色使い等の
『視認性に配慮した案内サイン』など、誰もが年齢や性別、身体的ハンディキャップを意
識することなく利用できるユニバーサルデザインの概念を取り入れ、「ゆめタウン高松」
の機能をしのぐ人にやさしい最新設備を導入しております。
また、ハンディキャップがあるお客様のために、お買い物のお手伝いや補助をさせてい
ただく『エスコート係』を５名配置しています。

● 売場のエキスパートが専門知識でアドバイスします
イズミ（直営）売場では、専門知識の豊富なアドバイザーが皆様の買物のお手伝いをさ
せていただきます。靴売場では最適な一足をお選びする『シューズアドバイザー』。子供
服売場では、赤ちゃんとお母さんの様々な要望に応える『ベビーアドバイザー』。肌着売
場ではお客様のボディラインをより美しく魅せる『ランファンアドバイザー』。化粧品シ
ョップ「ビーメイク」からは、お客様一人一人のお肌にあったスキンケアのアドバイスを
させていただく『ビューティアドバイザー』を配置。合計６名の専門スタッフがお客様の
お買物のサポートをいたします。
３

● 安心・安全・健やかな暮らしと地元産品を応援します
毎日使うものだから安全・安心や健康にこだわりたい。そんなお客様のご要望にお応え
して、イズミ（直営）が厳選した商品には、わかりやすい表示を施しました。『まいにち
健康シリーズ』は、アレルギー対策、メタボリック対策、有機 JAS 野菜などの食品売場に。
『ＬＥＴʼＳ健康』はウォーキングシューズ、スポーツウェアなどの売場に。『安心・安
全 日本製』は、あかちゃんの肌着、寝具売場などに。さらに婦人服コーナーにも地元『香
川製』表示を施し、お客様の高い関心にわかりやすくお応えしました。

● ゆめタウン丸亀で使える電子マネーＥｄｙ（エディ）！
非接触ＩＣ技術「フェリカ」を活用した、プリペイド型電子マネー『Ｅｄｙ（エディ）
』
がゆめタウン各レジ（専門店は除きます。）でご利用いただけます。お支払いは店内各レ
ジにある専用端末にタッチするだけ。小銭のやりとりがなく、簡単スピーディなお支払い
ができます。

● 住みよい街づくりを目指して 「災害・防犯活動等への協力協定」
平成 20 年 11 月 10 日、丸亀市とイズミは『防災・防犯活動等への協力に関する協定書』
を締結しました。地震や風水害等の不測の事態が発生した場合、丸亀市の要請に応じて避
難場所や必要物資の提供を実施するほか、子供たちの登下校時の安全対策や防犯パトロー
ルなどを連携して推進することを確認しました。私たちは地域で生活するお客様の視点で、
行政や住民団体と協力し安心で住みよい街づくりを応援して参ります。

● 心にエコを育てよう。 環境に やさしい店舗づくり
地球市民としての使命感に基づき、私たちは環境保全に努めるほか、行政やお客様とも
連携しながら、環境にやさしい店舗づくりを推進しています。
『食品トレー・牛乳パック・
ペットボトル回収活動』や、レジ袋を辞退されるお客様にゆめカード値引積立額３円をプ
レゼントする『お買い物袋持参運動』を実施し、レジ袋の削減に地域のお客様と一緒に取
り組んで参ります。
＊ 『容器回収実績/月平均』（2007 年度 イズミ・ゆめタウン全店）
① 食品トレー

約 124 万枚

② 牛乳パック

約 61 万パック

③ アルミ缶

約 84 万個

④ ペットボトル

約 43 万個

＊ 『食品お買物袋持参運動実績』
（2007 年度 イズミ・ゆめタウン全店）
お買物袋持参率実績

22.8％（月間平均）

４

１F フロアーコンセプト

『美と健康にお応えしながら 新鮮な食材と多彩なグルメを堪能
総合食料品とトータルビューティ、グルメのフロア』

● 新鮮・健康・安全 それがゆめタウンのこだわり 「食品館（イズミ直営）」
毎日の気になる健康に配慮しながら美味しさにも十分にこだわった「まいにち健康シリ
ーズ」。健康な土づくりから取り組んだ「JAS 認定有機野菜」コーナーからは産地、栽
培法、作り手までも真剣にこだわり抜いた野菜を。一般食品も「アレルギー対策」「ダイ
エット」「メタボリック対策」「オーガニック」など、家族みんなの指向にあわせたコーナー
化を実施しました。また、ご当地香川が誇る至高の「おか泉うどん」や新鮮とれたて鮮
魚が自慢の「丸亀市場直送の生魚」、惣菜コーナーでは県産いりこだしで手作りした
讃岐のおふくろの味「ごった煮」「まんばのけんちゃん」など、ふるさとが誇るうまいものを
多彩に取り揃え。ゆめタウンのこだわりをご堪能ください。
● 上質な女性とその家族のおしゃれな日常を彩る 「トータルファッションゾーン」
“家族の絆”をテーマに、ファミリーファッションと生活雑貨を豊富に品揃え。家族の
ライフスタイルがふくらむ「コムサイズム」（㈱ﾌｧｲﾌﾞﾌｫｯｸｽ）や、30 歳を中心としたママに
向けて“家”や“家族”をテーマにライフスタイルを発信する「３can４ｏｎ」（㈱ﾜｰﾙﾄﾞ）。ト
レンドを意識したカジュアルを中心に、雑貨、アクセサリーまで多彩に提案する「ピンク
アドべ」（㈱ﾜｰﾙﾄﾞ）。レディス「ニコルホワイト」、メンズ「ニコルクラブ」、キッズ「ミキハウ
ス」などのブランド編集型ショップ「Vｉｃ＆Ｃｏコンセプトショップ」（㈱ﾋﾞｯｸ）など、家族の
おしゃれごころをくすぐるファッションテナントが勢ぞろい。幅広いニーズにお応えし、高
感度なトレンドを発信します。

● 洗練された毎日飽きない世界のおいしさを堪能 「レストランゾーン」
懐かしいおふくろの味 味噌汁が自慢。うまい汁、うまい飯、うまいおかずに舌鼓
「味噌汁や」（㈱ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ）、九州の風雨に耐えた小麦を用い、「うまさ」を愚直なまで
に追求したこだわりうどん「く〜かい」（㈱温）、お子様からおじいちゃん、おばあちゃん
まで三世代みんなが笑顔になるファミリーレストラン「カボチャ食堂」（㈱ﾋﾟｱ-ｻｰﾃｨ-）、
さらに北と南 究極のラーメン対決が楽しめる札幌ラーメンの「栄輝」（㈱満一）、博多
ラーメンの「博多ちょうてん」（㈱満一）など、四国・香川初登場グルメが大集合。８つの
個性が集合した多彩なメニューをお楽しみください。

● すこやかで上質の生活を提案します 「健康・ビューティゾーン」
南の島のアジアンリゾートを意識したヒーリングスペース「スローライフ」（㈱ｱｯﾌﾟﾃﾞｲ
ｽﾞ）、脱毛効果で評判の総合エステ「ミュゼプラチナム」（㈱ｼﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）、ネイルか
らまつげパーマ、フットケアまで一度にできる「カールズネイル」（㈲ｶｰﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ）、マツ
モトキヨシグループの「メディカル･ワン」（㈱イズミ）では「マツモトキヨシオリジナルブラ
ンド」の商品をはじめ、健康食品やサプリメントを幅広く品揃え。カウンセリング化粧品
の「ｂｅ-ｍ@ｋｅ」（㈱イズミ）では専門のアドバイザーが、お客様ひとりひとりのお肌に
あったスキンケアやメイクのアドバイスをさせていただきます。バラエティコスメショップ
「ア・フルール」（㈱イズミ）では通販で人気のドクターズスキンケアや、地域初登場のオ
ーガニックコスメ「ドクターハウシカ」「ラベーラ」「ナチュラピュリファイ」などトレンド満載
の品揃えで健やか・上質な生活を応援します。
５

２F フロアーコンセプト

『大人のオシャレを楽しみながら 暮らしに素敵なエッセンスを奏でる
レディス＆メンズファッションとリビング・大型書籍のフロア』

● 都市型マインドを集積した 「ファッショナブル・ブランドゾーン」
コンサバティブでエレガントなブランドを提案する「JOIE(ｼﾞｮｱ)」（ｴﾒﾛｰﾄﾞ㈱）、「やす
らぎ」「くつろぎ」「遊び心」をキーワードに自分らしい日常着を提案する「CＨIME(ﾁｬｲ
ﾑ)」（㈱ｴｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ）、天然石やビーズを使った手作りアクセサリー「JEMSTONE(ｼﾞｪ
ﾑｽﾄｰﾝ)」（㈲ｴﾌ・ｼｰ･ﾋﾟｰｶﾝﾊﾟﾆｰ）が香川初登場。また、ティーンに絶大な人気を誇る
「GAL FIT(ｷﾞｬﾙﾌｨｯﾄ)」（㈱ﾊﾟﾚﾓ）、明るく元気なスタッフがぴったりのコーディネイトを
提案する「AFRICATARO(ｱﾌﾘｶﾀﾛｰ)ミーアキャット」（㈱ｱﾌﾘｶﾀﾛｳ）、トレンドからベー
シックまで幅広い品揃えの「HOnEY CLUB」（㈱ﾊﾆｰｽﾞ）、ファッション性のある高品質カ
ジュアル「UNIQLO(ﾕﾆｸﾛ)」（㈱ﾕﾆｸﾛ）、レディスシューズのスペシャリスト「CALDO(ｶ
ﾙﾄﾞ)」（㈲ﾔﾏﾄ）など、都市型マインドを満載し、素敵な「お目当て」がきっと見つかるフ
ァッショナブルゾーンを実現します。

● “本があると、あったかい“大型書籍専門店 「紀伊國屋書店」
「 人」と「文化」が行き交う大型書店空間 「紀伊國屋書店」 （㈱紀伊國屋書店）が四
国４店舗目となる待望の新規出店。地域最大級 530 坪のゆったりとした店内はスタイ
リッシュでグレード感あふれる紀伊國屋 最新バージョンで、お目当ての一冊との出会
いを心地よく演出します。話題の本から専門書、DVD や CD、文具も多彩に品揃えし、
地域の皆様の幅広いニーズにお応えします。また、お探しの本が店内のどの棚にあ
るかがすぐわかる検索端末「KINO ナビ」を店内に３台設置。この在庫検索サービスは
携帯電話からも「KINO ナビ・モバイル」としてアクセスができ、ご来店前の在庫確認が
可能です。紀伊國屋書店で本と向き合う豊かな時間をお楽しみください。

● 世界の一流品をリーズナブルに ワールドインポートセレクトショップ 「エクセル」
日本最大級のワールドインポートショップ東京銀座「エクセル」（㈱ｲｽﾞﾐ）が四国２店
舗目として地域初登場。「オメガ」「シャネル」「グッチ」「プラダ」など、世界の一流ブラン
ドを一堂に集めた高感度なセレクトショップとして、旬の新作や今話題の商品など、上
質でワンランク上の商品をリーズナブルな価格でご提供いたします。

● 上質の西川寝具・ブランドキッチンなど、暮らしの快適品を取り揃えました。
寝具・インテリアコーナー「Rooｍ next（ﾙｰﾑﾈｸｽﾄ）」では、上質で快適な眠りを
お届けする 「西川寝具」 や、高品質な「日本製品」を多数品揃えしました。さらに、
様々な用途に便利なギフトコーナー「Gift next(ｷﾞﾌﾄﾈｸｽﾄ)」を設置、社会催事から
パーソナルギフトまで幅広く対応します。キッチン用品のコーナー「Life next(ﾗｲﾌﾈｸ
ｽﾄ)」ではキッチンで使用する調理用品から住居用品まで次世代のライフスタイルを
提案します。

６

３F フロアーコンセプト

『元気なオシャレを選びながら おいしい、楽しい時間を満喫
キッズファッションとアミューズメント、フードコートのフロア』

● 三世代のもっとを集積した雑貨街が誕生 「トータルグッズゾーン」
ひとつひとつがこだわりのテーマパークのように個性豊かなトータルグッズゾーン。
京都嵐山からは、招き猫や鶴亀、金魚などの縁起物をテーマにした開運和雑貨「まね
きねこのて招喜屋」（ｴﾑﾙｰｶﾝﾊﾟﾆｰ㈱）、アジアンリゾートなインテリア雑貨「ブォーナバ
リ」（㈱ﾀﾞｲｲﾁﾐｼﾝ）、全品税込 315 円のプチプライス雑貨「ｃａｃｈｅ-ｃａｃｈｅ（ｶｼｭｶｼ
ｭ）」（㈲ｿﾘｯﾄﾞ）、奇想天外なグッズと書籍のコラボ「ヴィレッジヴァンガードﾞ」（㈱ｳﾞｨﾚｯｼﾞ
ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）や、人気のホビーが集合した「ホビーゾーン」（㈱冒険王）、トッ
プアスリートに愛されつづける RAKUWA ネックの「ファイテン」（㈱かぐや姫）などな
ど・・・。地域一番のグッズを集積したゆめタウン丸亀で三世代三様のこだわりを求め
て、思う存分探求ください。

● 子供服をもっとおしゃれに。キッズファッション NEW STAGE！「キッズゾーン」
キッズコーナーではちょっぴり背伸びをしたいローティーンジュニアから、かわいい
盛りのベビーまで、キュートでハッピーなおしゃれが満載。明るく元気な子供たちのデ
イリーウェア「ﾑｰｼﾞｮﾝｼﾞｮﾝ」ｺｰﾅｰや、やさしい素材にこだわった新生児衣料、フレン
チナチュラルカジュアルの「ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ」ｺｰﾅｰを配置。「日本製ﾍﾞﾋﾞｰ布団･肌着」ｺｰ
ﾅｰでは、安全安心にこだわったやさしい商品で、赤ちゃんの健やかな成長を応援し
ます。また、出産にまつわる準備品や、出産後の赤ちゃんの必需品などのお買物の
お手伝いをさせていただくベビーアドバイザーを２名配置し、赤ちゃんとお母さんの快
適な暮らしをサポートします。赤ちゃんの授乳やオムツの取り替えに利用いただける
「赤ちゃんの部屋」、元気いっぱいの子供たちでにぎわう「無料遊び場」も隣接し、「快
適なおしゃれと遊び」の空間が広がります。

● 洗練されたおいしさをご堪能ください 「ファミリーフードコート」
手こねにこだわり、目の前で作るふっくらやわらかなハンバーグをアツアツの鉄板で
お届けする「手こねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ工房 高尾」（高尾商事㈱）、ボリュームたっぷりでヘルシ
ーな広島の健康食、お好み焼き「お好み一番地」（ｲｽﾞﾐ・ﾌｰﾄﾞ・ｻｰﾋﾞｽ㈱）、職人が焼き
上げるこだわりのタコ焼き「たこ一番」（ｲｽﾞﾐ・ﾌｰﾄﾞ・ｻｰﾋﾞｽ㈱）、雪のようにフワッと広が
る新食感スイーツ「雪花の郷(しぇーほぁのさと)」（㈲しゃぶ亭まる）が地域初登場。さら
に、現状に満足せず、常に味に進化を重ねる「風風(ふうふう)ラーメン」（㈲燦）、
安全・安心・おいしい牛丼の「すき家」（㈱ｾﾞﾝｼｮｰ）、打ち立て・茹でたて・自家製麺の
讃岐うどん「麦まる」（㈱ｸﾞﾙﾒ杵屋）など、気軽に楽しめる９ショップのおいしさがズラリ。
ゆったり座れる５５０席には、お子様連れにうれしいベビーカートもゆったり停められる
ファミリーコーナーもご用意しました。お買物の休憩や手軽なお食事に是非ご利用くだ
さい。

７

