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 ２０１４年２月２８日 

マックスバリュ東北株式会社 
      

  マックスバリュ東北㈱とマックスバリュ北東北㈱がひとつになります！ 

新生マックスバリュ東北誕生のお知らせ 
 

マックスバリュ東北株式会社（本社：秋田県秋田市／代表取締役社長：内田和明）は、３月１日（土）

にマックスバリュ北東北株式会社（本社：岩手県盛岡市）との合併を行い、新生マックスバリュ東北

として新年度をスタートいたします。 

２０１３年１１月７日付「マックスバリュ東北株式会社とマックスバリュ北東北株式会社の合併契

約締結に関するお知らせ」 で公表しましたとおり、同日付で締結した契約に基づき合併を行います。 

 

国内市場が伸び悩む中、食品スーパーマーケット事業を取り巻く環境は厳しく、ドラッグストアや

コンビニエンスストアなど業種・業態を超えた競争はより一層厳しくなっていくものと考えられます。

このような中、同じ東北エリアを地盤とする両社が一体となって事業運営を行い、企業競争力を向上

させることが重要かつ有効であるとの認識を共有するに至り合併が実現しました。 

この合併を機に、１００店舗に到達したスケールメリットを活かした商品調達や、両者のノウハウ

を結集させた経営や店舗運営に力を注ぎ、お客さまにとってより魅力的な店舗づくりに努めてまいり

ます。 

当社の店舗数は合併により１０３店舗となります。お客さまへ感謝の意を込め、マックスバリュ店

舗にて１００店舗達成記念セールを実施いたします。 

また、３月１日（土）にはマックスバリュ北東北より新たに迎える約９００名の入社式を秋田本社・

岩手事務所と岩手県内のマックスバリュ店舗にて執り行う事により，新たに入社するメンバーの団結

をはかります。 

 

【１００店舗達成記念セール】（ザ・ビッグ店舗と一部のマックスバリュ店舗では実施いたしません） 

実施期間：３月１日（土）～３月３日（月） 

・ 合併記念商品として、秋田県・青森県・山形県・岩手県・新潟県それぞれの地酒を詰め合わせ

にしたマックスバリュ東北オリジナルの日本酒セットを発売いたします。 

・ １００店舗にちなみ、数ある生活必需品の中から商品を厳選し、食品を中心としたお買い得な

１００円均一セールを実施いたします。 

・ 「５県のうまいもの大集合」と題し、当社の店舗がある秋田県・青森県・山形県・岩手県・新

潟県それぞれの食材を使用した商品や各県の産品などを販売いたします。 

 

■ 合併記念商品 

 

 

商品名 地酒五撰詰合せセット 

内容 
青森県 六花酒造 ・ 秋田県 高清水 ・岩手県 あさ開  

山形県 東光 ・ 新潟県 朝日山 

内容量 ３００ｍｌ×５本入 
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■ 合併記念商品「地酒五撰詰合せセット」商品詳細 

  製造メーカー 商品名 規格 特長 

 

 秋田県 

秋田酒類製

造 

高清水 純米大吟醸 300ｍｌ

秋田県産酒造好適米「秋田酒こまち」をひと粒ひ

と粒丁寧に４５％まで磨き、秋田流寒仕込みで

醸しあげました。程よい酸味と上品な旨みが口

の中でやわらかに広がります。華やかでふくよ

かな香りが際立つ、純米大吟醸です。 

 

 岩手県 

あさ開 
あさ開 純米酒 300ｍｌ

米の旨味を活かしたなめらかで奥深い味わい。

キリッと冷やして、すっきりとさらりと。ぬる燗で

米の旨みと甘味がふんわりと。幅広い温度で食

中酒として楽しみたい純米酒です。 

 

 山形県 

小嶋総本店 
東光 純米酒 300ｍｌ

高精白された原料米を手造りの米麹で醸し、低

温熟成させた純米酒。米の旨味をいかした、ま

ろやかで、後味の良さが特長です。 

 

 青森県 

六花酒造 

純米酒生貯蔵造酒 

じょっぱり 
300ｍｌ

洗練された淡麗さとフルーティーな香味の純米

生貯蔵酒です。新鮮な搾りたての旨さと、米の

味を生かした純米仕込みの味わいです。 

 

 新潟県 

朝日酒造 
朝日山 百寿盃 300ｍｌ

飲み飽きしない家飲みの定番品として、新潟県

で長年親しまれているお酒です。さらっとした口

当りでのど越しが良く、毎日の晩酌に最適です。

 

■ 「５県のうまいもの大集合」商品一例 

お惣菜コーナーでは、各県の食材や名物商品を使用したこだわりのコロッケやメンチカツを販売いた

します。 

県 商品名 商品特長 展開店舗 

秋田県 ハタハタ入りしょっつる味コロッケ 

ハタハタの身を入れ、秋田名物の魚醤

「しょっつる」で味付けしました。また、つ

なぎに「あきたこまち米粉」を使用してい

ます。 

秋田県、岩手県、

山形県、青森県、

新潟県 

岩手県 宮古産茎わかめと鱈入りコロッケ 

宮古産茎わかめと三陸産鱈を使用したコ

ロッケです。茎わかめのおいしさを活か

すため、塩味に仕立てました。 

秋田県、山形県、

青森県、新潟県 

岩手県 南部一郎を使ったかぼちゃコロッケ

「南部一郎」という岩手でしか作られてい

ない日本カボチャを使用したこだわりの

コロッケです。甘味の強さが特徴です。 

岩手県店舗のみ 

山形県 
舞茸えのき入り山形の恵みコロッ

ケ 

山形県産舞茸とえのき茸、椎茸を入れた

きのこコロッケです。隠し味に鶏皮と味噌

を入れてコクを出しています。 

秋田県、岩手県、

山形県、青森県、

新潟県 

青森県 
スタミナ源たれ国産ポークと玉ねぎ

入りコロッケ 

国産の豚肉と玉ねぎのコロッケを上北農

産加工の「スタミナ源たれ」で味付けしま

した。 

秋田県、岩手県、

山形県、青森県、

新潟県 
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県 商品名 商品特長 展開店舗 

新潟県 舞茸メンチカツ 

雪国まいたけを使用、雪室で熟成させた

豚肉を使用したジューシーなメンチカツで

す。 

秋田県、岩手県、

山形県、青森県、

新潟県 

※ザ・ビッグ店舗と一部の小型マックスバリュ店舗では販売いたしません。 

 

 

【合併入社式について】 

日時：３月１日（土） 時間：会場によって異なります。 

・ 店舗営業中の実施となるため、秋田本部・岩手事務所・岩手県内各店舗（北上店を除く、マッ

クスバリュ北東北より継承する全９店舗）にて執り行います。 

・ 店舗で行う入社式につきましては、より多くの従業員が無理なく参加できるよう午前・午後の

２回に分けて実施いたします。 

 

■ 入社式会場詳細 

場所 住所 電話番号 
入社式開催 

時間 

秋田本社 秋田県秋田市土崎港北一丁目 6-25 018-847-2772 9：30～9：50 

岩手事務所 岩手県盛岡市駅前通 16-21 019-606-3615 9：30～9：50 

8：30～8：50 マックスバリュ 

盛岡駅北通店 
岩手県盛岡市盛岡駅前北通 11-1 019-629-3711 

15：30～15：50 

9：40～10：00 マックスバリュ 

盛岡中屋敷店 
岩手県盛岡市中屋敷町 9-25 019-648-3800 

16：40～17：00 

8：30～8：50 マックスバリュ 

紫波店 

岩手県紫波郡紫波町北日詰字東ﾉ坊

71-1 
019-672-1444 

15：30～15：50 

9：40～10：00 マックスバリュ 

矢巾店 

岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第 7 地割

413 
019-697-1700 

16：40～17：00 

8：30～8：50 マックスバリュ 

盛岡津志田店 
岩手県盛岡市津志田南１丁目 12-50 019-614-3000 

15：30～15：50 

8：30～8：50 マックスバリュ 

西根店 
岩手県八幡平市平舘第 25 地割 286 0195-74-2100 

15：30～15：50 

8：30～8：50 マックスバリュ 

江刺店 

岩手県奥州市江刺区八日町１丁目

9-45-5 
0197-35-7000 

15：30～15：50 

8：30～8：50 マックスバリュ 

花巻店 
岩手県花巻市中根子堂前 55 0198-23-0011 

15：30～15：50 

9：40～10：00 マックスバリュ 

石鳥谷店 
岩手県花巻市石鳥谷町八幡 3-9-1 0198-46-1270 

16：40～17：00 
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■ 入社式次第 

１．開会の言葉 

２．社長メッセージ、参加役員挨拶 

３．辞令交付（午前の部のみ） 

４．店長挨拶 

５．閉会の言葉 

 

【３月１日からの店舗数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【ご参考：マックスバリュ東北の概要】 
(1)商号    マックスバリュ東北株式会社 

(2)所在地   秋田県秋田市土崎港北一丁目６番２５号 

(3)設立年月日 １９７２年１２月 

(4)代表者名  代表取締役社長 内田 和明 

 

   

 

 

 
合計 

秋田県 28 9 37 

山形県 25 1 26 

青森県 21 2 23 

岩手県 10 0 10 

新潟県 7 0 7 

合計 91 12 103 


