
News Letter

合同会社西友は、「地域のみなさまに、良いものを安く」をより高いレベルで実現するため、2019年６月、中期事業
計画「スパーク2022」*を発表しました。現在、その計画に沿って、生鮮食品、お惣菜、プライベート・ブランド、魅力的
な店舗づくり、楽天西友ネットスーパーなどに注力しています。

このニュースレターでは、上の5つの分野を中心に、西友のフレッシュなニュースを毎月お届けしています。
＊「スパーク2022」の詳細は4ページ目をご参照ください。
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年末年始のおうち時間は、西友で！おうちパーティーにうれしい商品がそろっています
慌ただしく過ぎた2020年も、もう残りわずか。今年はおうち時間も増えたことから、年末年始もご自宅でのんびりと日頃の
疲れを癒やしてみてはいかがですか？西友では、冬のおうち時間がハッピーになる商品をご用意。手作りパーティーを華や
かにする商品をお楽しみください。

プライベートブランドインストア・ベーカリー/惣菜

※ 価格は全て税抜きです。
※ 取り扱い商品は店舗・地域によって異なる場合があります。

あらびきフランクのマヨコーンピザ
(ホール 598円/ハーフ 300円)
あらびきフランクとマヨコーンをトッピングし
たお子様から大人まで楽しめる一枚です。

ごろっとポテトとペパロニのピザ
(ホール 598円/ハーフ 300円)

ペパロニとダイスポテト、ブロッコリーをトッ
ピングした食べ応えのある一枚です。

トマト香るトリプルシーフードピザ
(ホール 598円/ハーフ 300円)

トマトソースにエビ・イカ・ツナの３種類の
シーフードをトッピングしました。

いつものお惣菜がちょっとの工夫で豪華な一品に。西友オススメ“ちょい足しレシピ”

ホームパーティーと聞くと、豪華なお料理を作らなくては！と力が入ってしまいませんか？おうち時間が増えた今年は、お惣
菜の力を借りてひと工夫した“手間”抜き料理はいかがでしょうか。西友では、10分以内にできるのにヘルシーでちょっと豪
華な、お惣菜のアレンジレシピを開発しました。スペシャルサイトにレシピをご用意しましたので、ぜひご活用ください。

クリスマススイーツも西友で！
おうちパーティーを彩るお菓子が勢ぞろい！

クリスマスパーティーには欠かせないお菓子も
西友におまかせ！昨年ご好評いただいたドイ
ツ伝統のお菓子「シュトーレン」や「チョコブラウ
ニー」に加え、今年は「3種のドーナツ（いち
ご・ハニー・チョコ）」を発売します。

ミニシュトーレン（598円）

洋酒とシナモンで漬け込んだフ
ルーツとくるみの入った、ドイツ
の伝統的なクリスマス菓子。

濃いチョコブラウニー（280円）

チョコレート、牛乳、卵を使った
生地に、さらにチョコチップを練
りこんだ濃厚なブラウニー。

3種のドーナツ（298円）

いちご・ハニー・チョコの人気
の３種類を詰め込みました。
個別に買うよりもお得！

ポテトサラダをアレンジ！

柴漬けとちくわの和風ポテサラ
ロースカツをアレンジ！

トマトソースのイタリア風ロースカツ
唐揚げをアレンジ！

野菜たっぷり！いろどり酢鶏

料理を手間抜きに：https://www.seiyu.co.jp/campaign/rtn/
SNSで5,000いいね！がついた、料理をする人・しない人の本音に迫ったムービー「食卓の誤解」も公開中です！

今年のクリスマス＆年末年始のおうちパーティーは西友におまかせ！
～新年も元日より営業しております！～

https://www.seiyu.co.jp/campaign/rtn/


毎年人気の適量タイプのおせちセット。多様なニーズにお応えし、今年は少量タイプもご用意
しました。内容は、伊達巻／紅白蒲鉾／栗きんとん／なると巻／黒豆（少量タイプは、伊達
巻／紅蒲鉾／白蒲鉾）。お正月気分が盛り上がる縁起の良い品々をぜひ迎春の食卓に。

プライベートブランド

環境や労働者の生活向上などに配
慮した「レインフォレスト・アライアンス認
証」を取得したベレーダ農園の豆を
100%使用。完熟豆のみを厳選する
こだわりの農園だけにその品質も “お
墨付き”。人と自然の支援につながる
風味豊かなアイスコーヒーです。

大人も満足できるカレーを目指し、
牛肉と炒め玉ねぎにレーズンや
デーツを合わせ、マイルドな味わい
に仕上げた欧風カレーです。カ
レーは好きだけれど辛いのは苦手
という方にも深いコクと爽やかなス
パイスの余韻をお楽しみいただけ
る一品です。

フォン・ド・ボー仕込み

ビーフカレー［甘口］
（180g 150円）

支持率
86.4%

輸入商品

西友は親会社の米国ウォルマートのグローバル調達拠点を活用し、世界各国の有名メーカー商品など魅力ある商品を低価
格で提供しております。12月はクリスマスギフトや年末年始のおうち時間にぴったりなワインやチョコレートなど世界の選りすぐり
の商品をお届けいたします。手土産やおうちの時間のお供にぜひご賞味ください。

迎春 おせちセット （5種5品 1,480円） 支持率 83.2%

迎春 おせちセット 少量（3種3品 798円） 支持率 91.7%

ベレーダ農園 ICE COFFEE 
無糖（900ml 148円）

支持率
84.9%

ベレーダ農園 ICE COFFEE
微糖（900ml 148円）

支持率
81.7%

クリスマスギフトや年末年始のおうち時間を充実させる商品をセレクト！

11月4日より、福岡市内4店舗（サニー光が丘店、向新町店、宝町店、白木原店）にて、認定NPO法
人「フローレンス」（以下:フローレンス）と協働し、福岡県内のスーパーマーケットでは初の取り組みとなる
食品寄付活動を開始。西友では2009年より小売業界に先駆けて、関東地方で食品寄付活動を行って
まいりましたが、より地域密着型の地域貢献を強化したいとの考えから、フローレンスを通じて地元の子ども
食堂を支援する「ふくおか筑紫フードバンク」への寄付を行います。今後さらに食品寄付活動を拡大していく
ことを目指し、地域社会のライフラインを支える存在として、フードセーフティネット構築を支援してまいります。

ロンデルブリュット 750ml 698円

細やかな泡に、舌に心地よいほのかな酸味が特徴。
鶏肉料理、リゾット、焼き魚に。

ロンデルゴールド セミセコ 750ml 698円

フルーツのフレッシュな香りが特徴の甘口ワイン。
食前酒やデザートに。

ロンデルブリュット ロゼ 750ml 698円

バランスに優れた飲みやすく華やかな果実味。
トマトソースのパスタ、揚げ物料理、魚介のマリネにも。

クリスピーソルトキャラメルチョコレート 80g 278円

クリスピーダークチョコレート 80g 278円

クリスピーミルクチョコレート 80g 278円

シャンパンと同じ製法で造られたスペインの
本格スパークリングワイン（画像左から）

ベルギーの本格チョコレートをチップス状に
薄くした軽い食べ心地。クリスプも入りサクっ
とした食感も楽しめます。（画像左から）

人と自然にやさしい味わい豊かなコーヒー

迎春おせちセット12月25日より発売、今年は少量タイプもご用意

福岡県のスーパーマーケットで初 サニー店舗で食品寄付活動を開始！

大人も楽しめる欧風甘口カレー



西友長崎駅店とLIVIN田無店がリニューアルオープンしました。 毎日安くて、もっと買いやすいお店になりました。生まれ変
わったお店で、ぜひお買い物をお楽しみください。

西友長崎駅店 LIVIN田無店

長崎ならではの商品も豊富に取りそろえており、地域に密着し
た店舗になっております。地元の野菜コーナーや惣菜コーナーも
刷新し、鮮度感や出来たて感をより一層お客さまに体感してい
ただける売場に生まれ変わりました。また、セミセルフﾚジも新た
に導入しております。

青果売場では地元、田無農協から地場野菜を、水産売
場では市場直送の魚介類を仕入れるなど、生鮮食品の鮮
度UPを図っています。レジスペースも拡張し、セミセルフレジ
を導入。お客さまにとって使い心地の良い店舗へとリニュー
アルしました。

西友初の試みとしてデジタルサイネージ「SEIYU 
SUPER TV」を視認性の高い食品レジ前に設置し、
来店されたお客様へのお得なお買い物情報やメーカーの
最新広告などをレジ待ちの時間に楽しんでいただけます。
(関東地方の店舗に2021年1月末までに導入予定)

店舗

年末年始も休まず営業！数日限りの超特価でもご提供！

西友長崎駅店とLIVIN田無店がリニューアルオープン！

12月より「楽天ペイ」「LINE Pay」利用開始！キャッシュレス決済がさらに使いやすく

デジタルサイネージ「SEIYU SUPER TV」でお得な情報をいち早くご提供！

全国の西友、LIVIN、サニーは年末年始も休まず営業いたします。また、12/31（木）～1/3（日）に
は、食品を中心に数日限りの超特価でご提供！西友、LIVIN、サニーで新年をハッピーに迎える準備をす
るのはいかがでしょうか。年末年始も、みなさまのご来店をお待ちいたしております。

※LIVIN田無店は、元日のみ休業させていただきます。1月2日（土）あさ10時より営業いたします。
※一部店舗では元日の営業時間が変更になります。

「PayPay」に加え、12月から「楽天ペイ」と「LINE Pay」が
西友、LIVIN、サニーの全店で利用可能となりました。
（ユーザースキャン方式）

利便性の高い決済体験を提供すべく、今後もサービスの向
上を図ってまいります。

【楽天ペイ 冬の大還元祭】西友・LIVIN・サニーで最大5%還元キャンペーン
「楽天ペイ（アプリ決済）」導入開始を記念し、「楽天ペイ」アプリをご利用いただくと、最大5％
分「楽天ポイント」をプレゼントするキャンペーンを実施します。

■キャンペーン期間： 2020年12月1日(火) 9:00～2020年12月31日(木)23:59
■対象店舗： 全国の「西友」「LIVIN」「サニー」
■キャンペーンサイトURL：https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/1201_seiyu/

詳細はこちらから：
https://www.seiyu.co.jp/campaign/#area3

https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/1201_seiyu/
https://www.seiyu.co.jp/campaign/#area3
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スパーク2022とは？

西友の中期事業計画「スパーク2022」では、「地域のみなさまに、良いものを安く」を実現するために、以下の４つの約束

を掲げています。価格、惣菜、生鮮食品、プライベート・ブランド、店舗、オムニチャネルを戦略的に強化し、お客さまの毎日

のお買い物がより豊かで便利になるように貢献してまいります。

「毎日のお買い物を一番安く」 「うれしい、おいしいお惣菜」 「新鮮な生鮮食品」 「快適な買い物体験」

お客さまに快適に買い物を楽しんでいただくために、改

装店舗をこれまでの2倍に増やす計画です。また、次

世代レジを積極的に導入することで、お客さまの待ち

時間を削減し、スムーズなお支払いをお約束いたしま

す。そして店舗ごとに価格や重点商品を見直すことで、

より地域に根ざした店舗運営を実現してまいります。

オムニチャネル部門は、西友と楽天が協働運営する

ネットスーパー事業です。現在、横浜市に楽天西友

ネットスーパー専用の物流センターを開設する準備を

進めています。このセンター開設により、配送キャパシ

ティを拡大し、これまで以上に多くのお客さまに楽天西

友ネットスーパーを便利に利用いただくことを目指します。

「毎日のお買い物を一番安く」を実現するために、お客さ

まに喜んでいただける商品を中心に、より低価格を目指

してまいります。

西友の強みであるEDLP（エブリデー・ロー・プライス＝毎

日低価格）のさらなる強化に向けて、引き続き徹底した

業務の効率化とテクノロジーの導入により EDLC（エブ

リデー・ロー・コスト＝毎日低コスト）を推進し、価格に

投資していきます。

生鮮部門では、サプライチェーンの川上から川下までのす

べての活動を見直し、品質・鮮度を改善しています。

青果部門では近郊野菜に注力し、各店舗の近郊で栽

培された野菜の取り扱い量を増加させることで、お客さま

にこれまで以上に新鮮な野菜を提供してまいります。

プライベート・ブランド部門では、新商品の開発を加速

させる予定です。 「みなさまのお墨付き」は、一般の

方々が参加する消費者テストで、支持率80%以上

を得たものだけを商品化するブランドです。

販売中の商品も、随時新たな合格基準でリニューア

ルすることで、「みなさまのお墨付き」ファンの方々にご

満足いただける商品ラインナップを年間を通じて提供

してまいります。

【西友について】

ウォルマート・ジャパン／西友はそのミッションである、 “Saving people money 

so they can live better.” 「お客さまに低価格で価値あるお買物の機会を

提供し、より豊かな生活の実現に寄与する」 の実現を目指します。今後も

EDLP（エブリデー・ロー・プライス＝毎日良いものを低価格で）でお客さまをお

迎えし、地域に密着した先進的で革新的なバリュー・リテイラーとして、親会社の

ウォルマートのパワーを活用しながら毎日のお客さまの利便性の高い生活のため

に貢献してまいります。

公式HP ：http://www.seiyu.co.jp/

西友企業情報 ：https://www.walmartjapanseiyu.com/

西友広報ブログ ：https://www.walmartjapanseiyu.com/blog

西友Facebook：https://www.facebook.com/walmartjapanseiyu/

本ニュースレターで、このマークが付い

ている商品は、毎日の食品や日用

品がいつでも安い「楽天西友ネット

スーパー」でお買い求めいただけます。

https://sm.rakuten.co.jp/

西友にとって惣菜は重要な成長戦略の一環として位置

づけております。スーパーマーケットに対するニーズが多様

化し、競争が激しさを増す中、惣菜はお客さまの来店動

機となる重要な分野です。また、女性の社会進出やライ

フスタイルの多様化などにより料理にも時短が求められて

おります。これを受け、西友では昨年から“惣菜大改革”

を掲げ、1年を通じて惣菜の見直しをし、順次、新商品

の開発や商品リニューアルを実施しております。

http://www.seiyu.co.jp/
https://www.walmartjapanseiyu.com/
https://www.walmartjapanseiyu.com/blog
https://www.facebook.com/walmartjapanseiyu/
https://sm.rakuten.co.jp/

