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2019年 4月 15日 

 

 

「ＱＡＮＡＴ
カ ナ ー ト

 ＭＡＬＬ
モ ー ル

 和泉府中」開店について 

 

 
施設イメージ 

 

イズミヤ株式会社（本社：大阪市西成区、社長：四條晴也、以下 イズミヤ）は 4月 27日（土）大阪府

泉大津市に「ＱＡＮＡＴ ＭＡＬＬ和泉府中」をグランドオープンいたします。 

「ＱＡＮＡＴ ＭＡＬＬ和泉府中」は、スーパーマーケットであるデイリーカナートイズミヤ和泉府中

店と 31の専門店、1行の ATMからなる NSC（近隣型ショッピングセンター）です。幅広い年齢の方に人気

の「ユニクロ」「GU」、家電量販店「ケーズデンキ」、100 円均一ショップ「ダイソー」などの人気の専

門店に加え、コーヒーと輸入食品のワンダーショップ「カルディコーヒーファーム」、眼鏡ショップ「JINS」、

紳士服の「AOKI」など QANAT MALL初出店の店舗も数多く揃え、地域のお客様のデイリーニーズにお応え

し、普段の生活をより便利に、おしゃれに、楽しくする「毎日行きたくなるモール」を目指します。 

施設面ではスーパーマーケット内のイートインコーナー（55席）に加え、飲食店各種を取り揃えました

フードコート（161 席）を設置。お子様の遊び場もご用意しておりますので、子育て世代のお客様も安心

しておくつろぎいただけます。 

モール内にはエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社が開設する企業主導型保育施設を併設。従業員

の多様な就労形態に対応した保育サービスを提供することにより仕事と子育ての両立を支援し、人材確保

に役立ててまいります。 

 

デイリーカナートイズミヤ和泉府中店は、従来はＧＭＳ店舗であった旧和泉府中店を建て替え、装い新

たにスーパーマーケット業態で出店いたします。毎日行きたくなる、必ず立ち寄りたくなるチェックスポッ

トとして「ライヴ感のある、食のお楽しみ満載」ストアーを目指します。 

当社が進めております店舗再編計画における建て替え店舗は、あびこ店、山田西店、住道店、伏見店に

続き当店で5店舗目になります。   

 

 

INFORMATION 
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フードコートイメージ 

【ＱＡＮＡＴ ＭＡＬＬ和泉府中の概要】 

施 設 名 ： ＱＡＮＡＴ ＭＡＬＬ（カナートモール）和泉府中 

所 在 地    ： 〒595－0023 大阪府泉大津市豊中町1丁目5番10号 

電 話 番 号 ： 0725-43-1210 

開 店 日    ： 2019年4月27日(土)  グランドオープン 

※デイリーカナートイズミヤ和泉府中店と一部の専門店は 

2019年4月25日（木）に先行オープンいたします。 

規 模 ： 延床面積 31,208㎡（9,440坪） 

  売場面積 1Ｆ6,313㎡（1,910坪） 

≪イズミヤ2,152㎡（651坪） 専門店、3,985㎡（1,206坪） 

保育園177㎡（53坪）≫ 

2Ｆ7,790㎡（2,357坪）  

館 長 ： 湯浅 智博 

駐車台数  ： 620台 

駐 輪 台 数 ： 自転車 475台、原付バイク 33台、原付二輪 6台 

休業日数  ： 年中無休 

【ＱＡＮＡＴ ＭＡＬＬ和泉府中のフロア構成】 

 1Ｆ 

店名 業種 基本営業時間 初出店 

デイリーカナートイズミヤ和泉府中店 スーパーマーケット 09：00～24：00  

カルディコーヒーファーム 輸入食材 10：00～21：00  ○ 

ココカラファイン ドラッグストア 10：00～21：00  

アメリカンホリック レディス 10：00～21：00  ○ 

JINS 眼鏡 10：00～21：00  ○ 

QBハウス ヘアカット専門店 10：00～21：00  

クツショウテン リペア 10：00～20：00   

チャンスセンター 宝くじ 10：00～18：30  

クリーニングルビー クリーニング 10：00～21：00  
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店名 業種 基本営業時間 初出店 

住まいるカウンター 不動産カウンター 10：00～21：00 ○  

ハピンズ 雑貨 10：00～21：00  ○  

スリーピー 雑貨 10：00～21：00  ○  

ユニクロ カジュアル 10：00～21：00  

リンガーハット 長崎ちゃんぽん 10：00～21：00  

大釜屋 たこ焼き 10：00～21：00  

ジェラフル クレープ 10：00～21：00  ○  

ひまわり 和風レストラン 11：00～21：00  

サンマルクカフェ カフェ 10：00～21：00  ○  

生花青果 生花 10：00～21：00  ○  

H2Oほいくえん 保育園 07：30～18：30  

イ―ネット ATM 10：00～21：00  

 

フロア図 
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 2Ｆ 

店名 業種 基本営業時間 初出店 

ケーズデンキ 家電 10：00～21：00  ○ 

ヘアーズゲート 美容室 10：00～19：00  

ハニーズ レディス 10：00～21：00  

AOKI 紳士 10：00～21：00  ○ 

ダイソー 100円均一 10：00～21：00  

スタジオアリス 子供写真館 10：00～20：00  

ニコパ アミューズメント 10：00～21：00  

セイハ英語学院 教室 10：00～19：00  

ピーチクラブ 雑貨 10：00～21：00  

手芸センタードリーム 手芸 10：00～21：00   

ABCマート 靴 10：00～21：00  

GU カジュアル 10：00～21：00  

 

フロア図 

 

※「ユニクロ」「GU」は4月26日（金）9時オープン 
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◇ デイリーカナートイズミヤ和泉府中店 について 

【店舗概要】 

店 舗 名 ： デイリーカナートイズミヤ和泉府中店 

電 話      ： 0725-40-1238 

開 店 日    ： 2019年4月25日(木)   ※2019年4月27日（土）グランドオープン 

規 模 ： 売場面積2,152㎡（651坪）  

営業時間  ： 9：00～24：00 （直営） 

休業日数  ： 年中無休 

年商予定  ： 30億円 （初年度予定） 

店 長      ： 中上 英樹（なかがみ ひでき） 

従 業 員    ： 86名（社員17名 パート69名） ※パートタイマー8時間換算 

【立地と商圏】 

当店はJR阪和線和泉府中駅から徒歩約10分の場所に立地し、また府道26号線南北、府道480号線南西

などの幹線道路も近く、車でのアクセスが非常に良好です。比較的広域のお客様もご来店しやすい店舗に

なっております。東側には学校、商業、西側には住宅地が広がっています。 

また、3km圏内には約82,700世帯が居住されており、40歳代の子育て世代の構成比が高い地域です。 

 

～1㎞ 約12,100世帯 約29,200人 

1㎞～2㎞ 約27,000世帯 約66,300人 

2㎞～3㎞ 約43,600世帯 約106,200人 

計 約82,700世帯 約201,700人 

   

 

 

【売場の特徴】                                 

■生鮮  

青果売場では、地域一番の鮮度と価格で野菜や果物をご提供します。トレンドカテゴリーとして多品種

のトマトやサラダ素材を品揃えした「サラダアイランド」や「ドライフルーツ＆ナッツ」を展開、さらに

生産者の顔が見える青果物を取り揃えた「さんさん市場」にはこだわりの地場野菜を取りそろえます。ま

た、さつまいもコーナーでは焼き芋機を導入し、スィーツ感覚で食べられるトレンド品種を、焼き芋、冷

し焼き芋として販売いたします。 

精肉売場ではイズミヤが飼育環境や飼料にこだわって厳選した優良産地の交雑牛「匠のすこやか牛」を

中心として「ハレの日」にピッタリの「赤鶏」「岩手合鴨」「黄金豚」「国産黒毛和牛」「のざき牛」な

ど、グレードの高い品種を豊富に品揃えいたします。また簡便商材として「味付け肉」「生ハンバーグ」、

話題商品として「希少部位」の充実をはかります。加えてファミリー需要として「大容量商品」や「素材

型冷凍肉」を拡充します。さらに健康オイルとして注目されている亜麻仁油を与えた豚肉・鶏肉も導入い

たします。 

鮮魚売場ではお客様のニーズに合わせて午前中は丸魚・切身を中心に新鮮なお魚を提供し、午後からは

切身・お造り・焼煮魚を中心に販売いたします。また大阪府産の「泉だこ」「釜揚げしらす」など地元な

らではの商材を取り扱いいたします。その他、「まぐろコーナー」では当店自慢の「本まぐろ」や「めば

ちまぐろ」を販売します。 

 

 

 

 



6／7 

■惣菜・ベーカリー 

惣菜売場では店内手作りならではの鮮度感あふれる「サラダ」、「サンドイッチ」、「おむすび」をご

用意しました。また店内でも販売している新鮮な鮮魚、精肉を使用したこだわりのお惣菜も取りそろえま

す。 

ベーカリー売場では焼き立ての菓子パン・惣菜パンを提供する「阪急ベーカリー香房」を導入、100 円均

一（本体価格）の商品を中心に選べる楽しさを提供いたします。またボリュームたっぷりで食べ応えのあ

る「まんぷくバーガー」を取り扱いいたします。さらにもっちり・しっとり、そのままで食べておい

しい「生食パン」等のこだわり食パンも時間・数量限定で品揃えいたします。 

 

■加工食品・日配 

一般食品売場では、「健康」「美容」をキーワードに商品をカテゴライズした「健康＆美容ストリート」

を導入し、今話題の「低糖質」「アレルゲンフリー」商品を品揃えいたします。さらに子育て世代である

30～40 代のファミリー対応としてグミやキャラクター等のお菓子やお弁当材料の品揃えを充実させてお

ります。 

日配売場では「今井豆腐」「タマヤ」「府中大寺屋」など地元ブランド商品を各種取り揃えました。さ

らにファミリー需要として「加熱すればすぐ食べられる」「そのまま食べられる」個包装惣菜やレンジアッ

プ商品などの時短、簡便商材や大容量商品を拡充いたします。 

 

■銘店  

普段の贈り物・お土産に、包装済みの銘店商品を数多く品揃えします。 

 

■日用品 

毎日のくらしに欠かせない日用消耗品を中心に品揃えいたします。 

 

【各種サービス】                                  

■試食コーナーの設置  

トライどっとこむ（試食コーナー）を導入いたします。旬・話題・新商品などの提案等を通して、お客様

とのコミュニケーションを図ってまいります。 

■イートインコーナーの設置  

『イートインコーナー（55席）』を新設いたします。電子レンジを設置し、お買上商品も店内で召し上

がっていただけます。また、煎れたてコーヒーマシン、給茶機（有料）も導入いたします。お子様の遊

び場も併設し、様々なイベントも開催いたしますので、近隣のお客様が集う憩いの場としてもご利用し

ていただけます。 

 

■Ｓポイントが貯まる「ポイントカード ヒナタス」「ソレーナＳＴＡＣＩＡカード」会員様への特典  

お買い上げ額に応じたポイントの進呈など、会員様向けの特典をご用意しております。 

 

■その他サービス   

氷・純水・ドライアイス（有料 10円）等をご用意しております。 

リサイクルBOXを設置し資源回収を推進しています。 
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【店内レイアウト】 

 
 

【店舗周辺地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

                                      

 

イズミヤ株式会社 総務部 広報担当 

〒557-0015 大阪市西成区花園南1－4－4 

TEL 06－6657－3310  FAX 06－6657－3398 

ホームページ  http://www.izumiya.co.jp/ 


