ゆめタウン三豊 店舗概要
1. 店

「ゆめタウン三豊」

名

かねとう

やすひろ

2. 支 配 人

金 藤

安 博

3. 所 在 地

香川県三豊市豊中町本山甲２２番地

4. 電話番号

0875-62-6600（代表）

5. FAX番号

0875-62-6690

6. 開 店 日

2008年（平成20年）11月11日

7. 営業時間

9:30〜22:00
＊11月11日〜16日 / 9:00〜22:00

8. 敷地面積

約

62,000

㎡

9. 延床面積

約

61,000

㎡

10. 店舗面積

約

24,000

㎡

11. 駐車台数

約

1,850

台

12. 建物構造

鉄骨造

地上3階建て

（1〜2階 店舗,3〜R階 駐車場）
13. 投

資

約

14. 建設業者
15. 商圏

74 億円
鹿島建設株式会社

設定商圏
0㎞〜5㎞
5㎞〜10㎞
10㎞〜20㎞
合計

16. 来店客数予測 年間
17. 従業員数
18. 専門店数

約

人口総数
53,000
75,200
121,800
250,000

世帯数
18,200
25,000
47,100
90,300

約600 万人
1,050 名 （うち地元採用 約850名）
82 店舗（四国初10店、香川初5店、地元19店）
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『ゆめタウン三豊』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。イズミ（直営）と個性
豊かな約 80 の専門店からなる「カジュアル型ゆめタウン」を実現しました。

● 新生「三豊市」の人と街が潤う中核商業施設
『ゆめタウン三豊』は、７町が合併し誕生した新生・三豊市が推進する新たな街づくりの中核を
担うシンボルとして開発されました。四国の大動脈である「国道 11 号線」に面し、「高松自動車道
さぬき豊中インターチェンジ」近くに位置する優れた立地は、近隣のデイリー商圏はもちろん、25
万人を数える半径 20 ｋｍ商圏からの集客が期待されています。駐車場は西讃エリア最大の
1,850 台を完備し、年間 600 万人が集い、ふれあう交流拠点として活気あふれる街づくりに貢献
して参ります。

● 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、妊婦さん専用駐車場など、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 20 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フィッター（足と靴と健康
協議会認定資格）やシューアドバイザー。子供服売場では、あかちゃんとおかあさんの様々
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５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、寝具売場などに掲示し、お客様の高い関心にわかり
やすくお応えしました。

● ゆめタウン三豊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。

● 心にエコを育てよう。 環境に やさしい店舗づくり
「お客様にご満足いただくこと」が私たち、ゆめタウンの願いです。お買物の利便性、
快適性はもちろんのこと、環境保全活動などにも積極的に取り組んでまいります。
食品トレーや牛乳パック、ペットボトルの回収活動や、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

『新鮮・健康・安全にこだわった食材から バラエティ豊かなレストラン
ファッション・雑貨まで幅広く揃った「食」と「美」のフロア』

● 地域の新鮮・健康・安全 それがゆめタウンのこだわり （ｲｽﾞﾐ直営 食品館）
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」コーナーからはこだわり抜
いた安全野菜を。一般食品も「ｱﾚﾙｷﾞｰ対策」「ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ対策」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、約 60 もの生産者のみなさんが毎日新
鮮野菜をお届けする「生産者直送コーナー」や「観音寺市場直送の生魚」など、「ゆめ
タウン高松」よりもさらに地域に密着したうまいものを多彩に取り揃え。さらに全国の
百貨店にも展開する至福の和菓子専門店「柿安口福堂」（柿安ｸﾞﾙﾒﾌｰｽﾞ㈱）や手土
産に欠かせない地元銘菓「名物 かまど」（㈱名物かまど）も併設しました。ゆめタウン
のこだわりをご堪能ください。
● 上質な家族のおしゃれな日常を彩る ファミリーファッションゾーン
ナチュラルでシンプル。自由にコーディネイトする楽しさ。そんな上質感と上品なカジ
ュアル服を提案する「組曲」（㈱ﾋﾞｯｸ）や、家族のつながり、きずながテーマのファミリー
カジュアル「３can４ｏｎ」（㈱ﾜｰﾙﾄﾞ）。あたらしい時代に敏感でアクティブな女性にぴっ
たりな商品を扱う「ｱｶｲﾐ」（㈱ﾋﾛｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）。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。

● 家族の会話が思わずはずむ 美味しさとゆとりの レストラン・フードコート
お箸で食べられるイタリアンをテーマに気軽に本格イタリアンを味わえる「和伊 wai
ダイニング TABEROZE（ﾀﾍﾞﾛｰｾﾞ）」（㈱ﾊｯﾋﾟｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ）、和の贅沢をふんだんに詰め込
んだ竹かご懐石が自慢の「かかし」（㈱ｵﾌﾞﾘｶﾞｰﾄﾞ）などのレストランをはじめ、バターを
ふんだんに使った生地にビターテイストのチョコを包み込んで焼き上げたチョコクロで
おなじみの「ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ」（㈱ｻﾝﾏﾙｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）が地域初登場。
お買物の合間に立ち寄れる便利なフードコートでは、ご当地ラーメン対決で何度も
優勝を経験した久留米の老舗ラーメン「満洲屋が一番」（㈱満一）が香川県初登場。
TV 番組でも優勝したぎょうざも自慢。様々なジャンルの皿をお好みでデコレーション、
好きなものを好きなだけチョイスできる「ディッシュデコ」（ﾉｳﾞｨﾙ㈱）。こだわりの「生
たこ」を職人技でカリッと焼き上げた極上たこ焼きの「たこ一番」（ｲｽﾞﾐ・ﾌｰﾄﾞ・ｻｰﾋﾞｽ
㈱）、ボリュームたっぷりでヘルシーな広島の健康食「お好み一番地」（ｲｽﾞﾐ・ﾌｰﾄﾞ・ｻｰ
ﾋﾞｽ㈱）など、気軽に楽しめるおいしさがズラリ。ゆったり座れる３００席には、お子様連
れのファミリーシートも完備。ご休憩に手軽なお食事に気軽にご利用いただけます。
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２F フロアーコンセプト

『おしゃれ心くすぐるファッショングッズと
家族みんなの笑顔が集うアミューズメントのフロア』

● 家電とパソコンならお任せください デオデオゆめタウン三豊
香川県西部初登場の「デオデオゆめタウン三豊店」（㈱デオデオ）は、「ゆめタウン
三豊」の幅広い客層に合わせ、映像、音響家電、生活家電、情報家電からサプライ商
品までを幅広く品揃え。特に地域のお客様に便利にご利用いただける専門店として、家
電アドバイザー資格を取得した 13 名の専門スタッフや専任のサービスマンを配置し、家
電の購入に関するご相談や迅速なアフターサービスに対応いたします。

● オシャレを楽しむ毎日を発見。女性がきらめくファッションゾーン
街に映えるカジュアルファッションや、エレガントなお出かけ着で上質な女性を応援す
る「ラスコリナス」（㈱ﾀﾂﾐﾔ）、「自分らしくあるために」をコンセプトにトレンドからベーシッ
クまでミセスをトータルコーディネイトする「ミモザスタイル」（㈱ﾐﾓｻﾞ）、エレガンス＆スタイ
リッシュをベースに大人の女性のオンとオフを提供する「ＡＶＡＮ（ｱｳﾞｧﾝ）」（㈱ﾆｼやﾏｰ）、
ティーズのオシャレごころにわくわく驚きを発信する「ＧＡＬ ＦＩＴ（ｷﾞｬﾙﾌｨｯﾄ）」（㈱ﾊﾟﾚﾓ）
や“さんねこ”でお馴染みのリーズナブルな古着屋「３びきの子ねこ」（㈲３びきの子ねこ）
など、ヤングからミセスまで心踊るラインナップで今までにないワンランク上の着こなしを
応援します。

● 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。ベビーコーナーでは大切なあかち
ゃんに安心の「日本製コーナー」を設け、ベビー布団やベビー肌着を豊富に品揃え。さら
に「無料遊び場」や、授乳やオムツの取り替えに便利な「あかちゃんの部屋」、元気なキッ
ズでにぎわうおもちゃ専門店「ペリカン」（㈱ﾍﾟﾘｶﾝ）も併設し、「おしゃれと遊び」の快適空
間がいたるところに広がります。

● ワクワク驚き 無限大。みんな楽しい アミューズメントスペース！
ファミリーで楽しめるアメイジングアミューズメントスペースが「ビッグウェーブ」（ｴｲﾄﾚｼﾞｬ
ｰ物産㈱）。小さなお子様向けの各種乗り物や地域最大の品揃えを誇る話題のゲーム
マシンと、ドキドキいっぱいの感動空間がココにあります。家族みんなで安全に楽しめ
る室内ミニ遊園地にご期待ください。

６

