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梅田店拡大や札幌の出店構想も

　大阪市では、JR大阪駅前の「ヨド

バシカメラ梅田店」の北側駐車場約

7000㎡に高さ150mの大型複合ビル

をを建設し、売り場を拡大する。土地

はヨドバシカメラが1997年に1010億

円で取得した社有地。ビル完成後の家

電売り場は、現在の2万5000㎡からお

よそ2割増の約3万㎡規模になるもよ

うだ。敷地南側の現ヨドバシ梅田とは、

低層部で接続する。順調に進めば、16

年春に竣工する。なお、新ビルの上層

部にはホテルが入る。

　今後の計画では、旧マルチメディア

仙台（仙台市宮城野区榴岡1-3-1）の解

体跡地に14年、延べ7万㎡規模の国内

最大級となる新店舗が建設される予

定。16年には、同年竣工する「（仮称）

名古屋駅新ビル」への出店を予定して

おり、これに合わせて、三重県桑名市

にアッセンブリーセンター（物流セン

ター）の建設を進めている。そのほか、

新宿西口本店の増床も検討しているも

よう。

　札幌市中央区では、10年に㈱そご

う・西武との買収交渉の末、旧西武百

貨店札幌店の土地・建物を取得した。

市内一等地にあり、建屋解体後にヨド

バシカメラを新設する可能性が高い。

同社は、札幌に「マルチメディア札幌

店」を構えているが、新建屋完成後に

2店体制にするか、新建屋に移店する

かは不明。

�

ている。

　同社で現在、最も古い店舗は1975

年11月にオープンした新宿西口本店。

最新の店舗は、11年3月期に3年ぶり

に出店した「マルチメディア京都」で

ある。また12年4月に、JR仙台駅東

口で営業中の「マルチメディア仙台店」

の東側隣接地（仙台市宮城野区榴岡

1-2-10）に「ヨドバシカメラ仙台第2ビ

ル」を建設し、同名の店舗を移転オー

プンした。現在の総店舗数は21店。1

店当たりの売り上げは約320億円と、

郊外ロードサイドへの展開で成長して

きたヤマダ電機の同26億円などと比

べると、両社のビジネスモデルには大

きな違いがある。

15年めどに東京・原宿に新店

　今後の計画では、新たに東京・原宿

への進出計画が浮上した。2015年を

めどに、JR原宿駅近くにある旧コク

ド本社ビル跡地（東京都渋谷区神宮前

6-35）に店舗を新設する。場所は、原

宿駅の表参道口から徒歩2分。改札か

ら南方向に望むと、歩道橋の下に建設

地が見える。敷地面積は2860㎡。ヨ

ドバシはこの土地を推定約270億円で

取得したと見られる。

　新店では10～30代の若者や団塊

ジュニア世代などをターゲットに、ス

マートフォンとそのアクセサリー、タ

ブレット、美容家電などを充実させ

る。売り場面積は1万㎡を下回ると見

られ、大型店が多い同社からすると中・

小型の規模に位置づけられそうだ。

家電市場の縮小で減収続く

　2011年7月のテレビ地上デジタル

放送移行、東日本大震災に伴う節電家

電需要、11年3月のエコポイント終了

前の駆け込み需要などの反動に端を発

した家電市場の縮小は、家電量販店各

社の業績に引き続きマイナスの影響を

与えている。毎年安定した売り上げを

確保してきたヨドバシカメラもその例

外ではなく、売上高は12年3月期に前

年同期比4.1％減の6714億円と7000

億円を切ると、12年3月期は5.1％減

の6371億円と減少幅をさらに広げた。

同社の現在までの最高売上高は08年

3月期の7121億円。前期の売上高は7

年前の06～07年ごろの水準に戻って

いる。ただ、今後新店をオープンする

ことになれば、安定収益に定評がある

だけに、再び業績は上向いていくもの

と見られる。

駅前巨艦店で大きく成長

　同社は、主要都市のターミナル駅前

に特化し、大型の家電量販店を開発し

ている。05年に、JR秋葉原駅前にオー

プンした「マルチメディアAKIBA」は、

同社の代表的な店舗。全9フロアの

うち、同社が1～6階まで家電売り場

を展開している。直営店舗面積は2万

3000㎡。地下部分に520台分と、駅前

でありながら郊外店舗並みの駐車場を

確保したことで、駅前にありながら電

車だけでなく、車での来店も促してい

る。売上高は1000億円程度と見られ

㈱ヨドバシカメラ
【所在地】〒169-8585 東京都新宿区北新宿 3-20-1 Tel.03-3362-1010
【代表者名】藤沢 昭和 【資本金】3000万円 【売上高】6371億円（13 年 3月期）
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 仙台市太白区 仙台市泉区 ← ← 石巻市

（仮称）IKEA仙台店：新設 13.7.19

イケア・ジャパン㈱　〒273-0012 千葉県船橋市浜町 2-3-30　Tel.047-436-1111
同上

【計画地】仙台市太白区あすと長町 2-1-2　【敷地】1万 8301 ㎡　【規模】S造り地下 1階地上 3階建て延べ 4万 8761 ㎡

【店舗面積】2万㎡　【駐車台数】666 台　【営業時間】8時～ 23 時　【開店予定】14年 9月 1日

同社は東北地区初の大型店をあすと長町土地区画整理事業地 16街区に出店する。13年 8月に鹿島建設の設計施

工で着工しており、14年9月のオープンを予定している。なお仙台市泉区の柴山プラザ内の仙台ミニショップ（店

舗約 1980 ㎡）は、開業後に閉鎖して、従業員は新店に引き継ぐとしている。

エムアイプラザ 三越タピオ店：新設 ―

仙台三越　〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-8-15　Tel.022-225-7111
同上

【計画地】仙台市泉区寺岡 6-5-1　【敷地】―　【規模】―

【店舗面積】550 ㎡　【駐車台数】―　【営業時間】10時～ 20 時　【開店予定】13年 10 月 10 日

仙台三越は三菱地所が開発し、三菱地所リテールマネジメントが運営する泉パークタウンタピオ内に小型店を出

店する。震災復興による高品質商品のニーズの高まりに合わせて展開するもので、今後 5年間に 8店程度を開

設する。三越タピオ店は南館 1階に出店し、婦人服から身の回り用品、食品まで扱う。

仙台市松森複合施設：新設 13.7.19

大和情報サービス㈱　〒110-0005 東京都台東区上野 7-14-4　Tel.03-5828-8891

【計画地】仙台市泉区松森字陣ヶ原 13-3 ほか　【敷地】2万 1264 ㎡　【規模】A・B・C棟総延べ 9749 ㎡

【店舗面積】7380 ㎡　【駐車台数】―　【営業時間】―　【開店予定】13年 12 月

県特定大規模集客施設の立地の誘導に関する条例届け出により、仙台市営地下鉄南北線黒松駅から東へ約 2km

の陣ヶ原地区に複合商業施設を開発するもの。施設は、SMと Drg、HCで、A棟は 2階建て延べ 5478 ㎡、B棟

は平屋建て 2771 ㎡、C棟は平屋建て 1499 ㎡。総延べ 9749 ㎡で、店舗面積は 7380 ㎡となる。

（仮称）Dプロジェクト仙台泉Ⅰ-A：新設 ―

日立キャピタル㈱　〒105-0003 東京都港区西新橋 2-15-12　Tel.03-3503-2111
同上

【計画地】仙台市泉区明通 2-9-1　【敷地】1万 8554 ㎡　【規模】S造り 3階建て延べ 1万 2741 ㎡

【店舗面積】―　【駐車台数】―　【営業時間】―　【開店予定】14年 2月中旬

計画によると、仙台市の泉パークタウン流通工業団地のフリースケールセミコンダクタジャパン仙台工場跡地に

物流センターを建設する。施設は、敷地約 1万 8554 ㎡に、S造り 3階建て延べ 1万 2741 ㎡規模。設計・施工

は大和ハウス工業が担当する。14年 2月中旬の完成を予定している。

石巻市立町1丁目4・5番地区市街地再開発：新設 ―

未定
石巻市立町1丁目4・5番地区市街地再開発準備組合　〒986-0824 石巻市立町1-5-17（石巻商工会議所）　Tel.0225-22-0145

【計画地】石巻市立町 1-4・5　【敷地】約 8100 ㎡　【規模】―

【店舗面積】―　【駐車台数】―　【営業時間】―　【開店予定】15年度

東日本大震災の津波により浸水した石巻市立町 1丁目地区の約 8100 ㎡を対象に再開発事業で施行する。計画で

は敷地約 6600 ㎡に災害公営住宅と低層に商業施設、石巻商工会議所などが入居する事務所フロア、駐車場など

を配置する。事業協力者は大成建設・丸本組。13年内の都市計画決定へ。
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 奈良市 ← 大和高田市 生駒市 平群町

（仮称）スーパーセンターオークワ奈良中町店：新設 13.6.27

㈱オークワ　〒641-0006 和歌山市中島185-3　Tel.073-425-2484
同上

【計画地】奈良市中町 233-1 ほか 25 筆　【敷地】1万 6592 ㎡　【規模】平屋建て延べ 5628 ㎡

【店舗面積】3637 ㎡　【駐車台数】163 台　【営業時間】9時～ 24 時　【開店予定】14年 2月 28 日

国道 308 号線沿い南側にスーパーセンターを出店する。同社のみ出店する方針で、食料品、衣料品、日用品な

どを取り扱う。駐車場は 163 台、駐輪場は 109 台を整備する。

（仮称）メッサオークワ北登美ヶ丘店：新設 13.5.15

㈱オークワ　〒641-0006 和歌山市中島185-3　Tel.073-425-2484
同上

【計画地】奈良市北登美ヶ丘 6-1500　【敷地】1万 3126 ㎡　【規模】平屋建て延べ 2999 ㎡

【店舗面積】2000 ㎡　【駐車台数】147 台　【営業時間】9時～ 24 時　【開店予定】14年 1月 16 日

市道中部第 1302 号線沿い東側に、高質スーパーマーケットの “メッサ” 業態を出店し、高級食材や輸入食品な

どの食料品を取り扱う。同敷地内には、「（仮称）ココカラファイン北登美ヶ丘店」も出店する予定で、駐車場は

共有で 147 台、駐輪場は 97 台を整備する。

ココカラファイン坊城店：新設 13.8.2

㈱ココカラファインヘルスケア　〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-13-16　Tel.045-548-5929
同上

【計画地】大和高田市根城柿 410-1 ほか 10 筆　【敷地】―　【規模】平屋建て延べ 716 ㎡

【店舗面積】600 ㎡　【駐車台数】100 台　【営業時間】9時～ 21 時　【開店予定】14年 2月 20

㈱スーパーヨシムラ（奈良市押熊町）が運営する「卸値市場ヨシムラ坊城店」の隣接地となり、敷地を共有する。

なお、同計画はスーパーヨシムラとココカラファインヘルスケアにより、大店立地法に基づく変更の届け出を行っ

ている。2店の合計店舗面積は 2200 ㎡となる。

ベルテラスいこま：新設 12.4.12

㈱近商ストア　〒580-0016 大阪府松原市上田3-8-28　Tel.072-333-3800
生駒駅前北口第二地区市街地再開発組合　〒630-0245 奈良県生駒市北新町12-32　Tel.0743-73-8361

【計画地】生駒市北新町 708-1 ほか　【敷地】約 8万㎡　【規模】地下 1階地上 5階建て延べ 1万 3358 ㎡

【店舗面積】1931 ㎡　【駐車台数】288 台　【営業時間】8時～ 21 時 45 分　【開店予定】14年 4月

近鉄生駒駅前での第一種市街地再開発事業。A街区は 13 階建ての住宅棟と 5階建ての施設棟で構成。B街区は

13 階建ての住宅棟を建設する。施設棟の 1～ 2階に近商ストア、3階に専門店、4階に医療モール、5階に公益

施設を配置する。12年春に奥村組で着工しており、工事は最終段階である。

（仮称）ホームセンターコーナン平群店：新設 13.3.26

コーナン商事㈱　〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町 6丁637-1　Tel.072-274-1621
同上

【計画地】生駒郡平群町椿井 60-11 ほか　【敷地】5万 13 ㎡　【規模】平屋建て延べ 9839 ㎡など

【店舗面積】8341 ㎡　【駐車台数】651 台　【営業時間】6時～ 21 時 30 分　【開店予定】13年 11 月 27 日

国道 168 号線沿いにホームセンターを出店する。平屋建ての 2棟構成。A棟（延べ 9839 ㎡）の店舗面積は

8341 ㎡で、住宅補修品、建築資材、住生活関連品、工具関連品を取り扱う。B棟（延べ 2566 ㎡）の店舗面積

は 1833 ㎡で、園芸品、ペット関連品などを取り扱う。なお、A棟と B棟の敷地の境界に町道が整備される。
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