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 １ ひろしまブランドショップＴＡＵについて 
   ■施設概要 

１ 

○ 設置年  ： 平成２４年７月にオープン 
○ 所在地  ： 東京都中央区銀座１丁目 上一ビルディング Ｂ１Ｆ～３Ｆ 
○ 延床面積 ： ２８９坪 
○ 運営事業者（統括管理）：（株）鞆スコレ・コーポレーション（広島県福山市） 

瀬戸内ダイニング 

TAUショッピングフロア 

TAUショッピング・情報発信フロア 

TAUイベント・バールフロア 
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 １ ひろしまブランドショップＴＡＵについて 

   ■設置目的 

２ 

ひろしまファンの拡大 

ブランド価値の向上 

「ひろしまで暮らしてみたい」 

「ひろしまに行ってみたい」 

「ひろしまのものを食べてみたい」 

ブラッシュアップ 
 様々な宝を発掘 
 磨き上げる 

価値を広める 
 情報発信・プロモーション 
 販路拡大 

目 的 
 
 
 
 
 

【多彩な地域資産】 

◆ＴＡＵは首都圏における「ひろしまの本物の魅力を発信」する情報拠点 



 １ ひろしまブランドショップＴＡＵについて 
   ■運営状況 

３ 

◆平成２７年度の状況 

  来店者数 ：８５１，７０４人  

  売上状況 ：８９７，５３４千円 

※Ｈ２８年売上も対前年度比（１月現在）１１０％で推移 

 オープン以来，３４５万人の方がご来店（１月現在） 

売上額 首都圏ショップ名 

１０億円以上 北海道どさんこプラザ有楽町店 

７億円以上 
 １０億円未満 

いわて銀河プラザ 
ひろしまブランドショップＴＡＵ 
銀座わしたショップ本店（沖縄） 

５億円以上 
 ７億円未満 

宮城ふるさとプラザ 
表参道・新潟館ネスパス 
かごしま遊楽館 
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地域活性化センター調べ（首都圏ショップ５４店舗）  



 １ ひろしまブランドショップＴＡＵについて 
   ■情報発信・プロモーション活動 

４ 

◆イベント発信 
 ＴＡＵ３Ｆのイベントフロアや１Ｆ物販催事スペースを活用して様々なイベントを展開 

広島の宝を 
活用したイベント 

カープ関連イベント，レモンまつり， 
酒プレミアム試飲会，オイスターバー 

市町連携 クレコレ（呉市），三次観光物産フェア， 
三原うまいもの市 

観光等県施策 
関連 

観光「カンパイ！広島県」の配布会， 
ＵＩターン転職相談会，移住セミナー， 
婚活応援イベント，平和パネル展 

ショップ連携 銀座７県酒まつり， 
都道府県駅伝応援スタンプラリー 

◆メディアへの露出 
 イベント等の取材による広報媒体への露出   

日本テレビ：ＺＩＰ！，ぐるぐるナインティナイン，ＴＢＳ：王様のブランチ，フジテレビ：めざまし
テレビ，雑誌：女性セブン，ＯＺマガジン ほか 

区 分 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

報道件数 ９９４件 １，４２９件 １，２７１件 

酒まつり‘全国一斉乾杯’ 

カープ・リーグ優勝 鏡割り 



 １ ひろしまブランドショップＴＡＵについて 
    ■首都圏での商品ＰＲ・販路拡大 

◆バイヤープロモート専門のスタッフによる販路開拓の支援 

区 分 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

成約件数 ４９件 ６３件 ８６件 

テストマーケティング 
毎月１０商品程度のテスト販売を実施。来店者や専門家の意
見をフィードバック〔延２００社３９５商品（１月現在）〕 

販路開拓 
セミナーの開催 

首都圏への販路開拓に意欲のある事業者さまを対象とした
商談指導等のセミナー〔Ｈ２８：県内２会場〕 

ＴＡＵ商談会，卸主催商談
会への参加 

首都圏バイヤーとのマッチング機会の創出〔Ｈ２８：４回実施〕 

県産品フェアの開催 百貨店，高質スーパー等での「ひろしまフェア」への出品 

ＴＡＵ店内催事の展開 
ＴＡＵ１Ｆ物販エリアでの試食販売を通じた消費者ニーズの把
握〔随時〕 

※主な成約先 
 三越伊勢丹，サカガミ，AKOMEYA，日本百貨店， 
 国分，伊藤忠食品 ほか ＴＡＵ商談会 

５ 



 １ ひろしまブランドショップＴＡＵについて 
    ■ＴＡＵ店内催事の展開 

６ 

◆事業者さまによる試食販売 

 出品いただいている事業者さま自らがＴＡＵ１Ｆ物販フロアにて試食販売
を実施。 

 地域の食材や特産品への感度が高い首都圏消費者の反応を直接，体
感いただけます。今後の商品づくりの参考にお役立てください。 

三宅水産さま 
食協さま 上万糧食さま 

○実施場所：ＴＡＵ１Ｆ物販フロア（冷蔵商品可） 
○実施時期：随時（他イベント等との調整，販売期間は別途相談） 
○実施商品：ＴＡＵ出品商品 



 １ ひろしまブランドショップＴＡＵについて 
    ■ＴＡＵ外販活動 

◆店舗外における商品ＰＲ・販売活動 

 県産品の販売機会を拡大させ，ＴＡＵとは異なる客層に対しても“ひろしま”
の魅力をアピールするための外販活動を展開 

６ 東急二子玉川店 

ひろしまフェア外務省飯倉公館 ヨーカドーららぽーと横浜店 

三井住友銀行本社催事 

集客力の高い百貨店やブラ
ンド発信につながるイベント
催事への出店 

●年間30回程度の出店 
 横浜高島屋，そごう川口店，エキュート大宮（ＪＲ 
 大宮駅），東急二子玉川店，松屋銀座，都市銀 
 行 本社催事（みずほ・三井住友銀行） 等 

７ 



 ２ 店舗リニューアル 
   ■改装に伴う閉館のお知らせ 

８ 

◆工事スケジュール 

 ○ 全館閉館期間        平成２９年４月７日（金）～２６日（水） 

 （Ｂ１Ｆ飲食店「遠音近音」は先行閉館  平成２９年３月１８日（土）～４月２６日（水）） 

 ○ 工事期間           平成２９年３月２３日（木）～４月２０日（木）頃 

 ○ 開店準備，商品仕入等  平成２９年４月２１日（金）～２６日（水） 

 

◆リニューアルオープン  平成２９年４月２７日（木） 

○ ＴＡＵはオープンして５年が経過しました。これを機会に今後ともブランド  
 ショップとしての機能をさらに高めていくために店内改装を行います。 
○ 皆様方にはご不便，ご迷惑をお掛けいたしますが，何卒ご理解を賜り  
 ますようよろしくお願いいたします。 
○ 既にＴＡＵへ納品されている事業者さまにおかれましては，商品の取扱  
 調整，仕入再開等につきまして個別にご連絡申し上げます。 



 ２ 店舗リニューアル 
   ■店舗改装の概要① 

９ 

  ◆フロア構成 
    お客様から認知いただいている従来のフロア構成はそのままに，より快適でゆっくりとお買物やお食 
  事が楽しめ，いつ来ても新しい“ひろしま”を体感できる空間を演出して参ります。 

区 分 店舗名 運営事業者 

３
Ｆ 
飲食 

BOUNO ! HIROSHIMA 

Mｅｒｉ Princpessa 
（株）ビッグスマイル 

２ 
Ｆ 

物販 － 
（株）鞆スコレ・ 
コーポレーション 

熊野
筆 

熊野筆 セレクトショッ
プ銀座店 

（一財） 
筆の里振興事業団 

お好
み焼 

鯉々（KOI KOI） 
（一財） 
お好み焼アカデミー 

１
Ｆ 
物販 － 

（株）鞆スコレ・ 
コーポレーション 

Ｂ
１
Ｆ 
飲食 

瀬戸内ダイニング 

銀座 遠音近音 
（株）鞆スコレ・ 
コーポレーション 

 
 ●店名表記の見直し 
  「広島ブランドショップ」から 
 

 
 

「ひろしまブランドショップ」へ 

【統括運営事業者 （株）鞆スコレ・コーポレーション〕 



 ２ 店舗リニューアル 
   ■店舗改装の概要② 

１０ 

◆１Ｆ物販フロア  ◆２Ｆ物販フロア  

○酒売り場には可変式什器を導入。試
飲イベント時には試飲コーナーを拡張。 
○府中焼や尾道焼など地域のご当地 

お好み焼や県内有名店のお好み焼が
味わえる店舗「鯉々KOIKOI」に交替。 

○什器を変更し，買い回りしやすいよう導線も確保。 

○従来のイートインから広島の旬の食体験ができる
食の催事場「ひろしまCAFE」を設置。 
○鮮魚コーナーを新設。瀬戸内の鮮魚の対面販売。 

○カイハラデニムや尾道帆布など県内製品を素材と
したユニフォームに一新。 



 ２ 店舗リニューアル 
   ■店舗改装の概要③ 

１１ 

◆１Ｆ物販フロア（平面図）  

○対面式の鮮魚コーナー 

 お客様の注文を受けて調
理するサービスを展開 

○食の催事場「ひろしまCAFÉ」   

 お買物エリアとの間に可動式間
仕切りを設置してランチなど混雑
時の飲食エリアとお買物エリアを
棲み分け 

ＩＮ 

○壁什器の上部
や島什器の下部
には収納を設置
して収納不足を
改善  



 ２ 店舗リニューアル 
   ■店舗改装の概要④ 

１２ 

○新設什器で商品をより見やすく 

・陳列棚のワイド寸法は全体で約２割アップ。豊富
な品揃えに応えます。 

・アイテム別に専用ＢＯＸを各種用意。レモン，ミカン
といった生果などの陳列には採れたて感を演出。 
・通路幅は1100～1200ｍｍを維持。客導線を遮ら
ずに販売員さんが接客できるように配慮。 
○「食の催事場」「鮮魚コーナー」との連動性 

 調理機能を備えた「食の催事場」では簡易な調理
が可能に。ＰＲ手法の幅が拡がります（提供できる
料理内容等は要相談）。 

◆１Ｆ物販フロア（催事機能）  

○催事用の収納スペースを新設 

・階段わきに催事専用カートラックを
設置。 

・在庫品の管理やイベント時に発生
する不要な段ボールなどもスッキリ
収納。店内クリンネスを維持します。 

皆様にご利用いただきやすい機能を高めました。 
事業者さまの試食販売や市町さまによる物産展 
開催の積極的なご活用をお願いします。 



 ２ 店舗リニューアル 
   ■店舗改装の概要⑤ 

１３ 

◆３Ｆ飲食フロア  ◆Ｂ１Ｆ飲食フロア  

○オーナーが別店舗で展開する「メリ プリンチペッサ」に店
名変更。本格ピザをワンコインで提供。 

○イベントスペースと兼用のため，フレキシブルに対応でき
る備後絣のカーテンを使用。 
○２０時以降の集客力を高めるためにバール機能を付加。 

○エントランスに日本酒ディスプレイを設置。
２Ｆ酒売り場「翠」との連携をアナウンス。 

○鮮魚ディスプレイショーケースを拡大して
陳列する魚種を充実。 



※四半期ごとに実施する商品選定会議を通じ
て商品見直しを行います。 

 ３ ＴＡＵの商品取扱について 
   ■商品構成 

１４ 

◆ＴＡＵの商品構成（１Ｆ・２Ｆ物販） 

◆商品動向 
 ○食品加工品（１，０００品目）は 
  年間で約２～３割を入替。 
 ○オープン時の売れ筋上位２０品 
  目のうち約半数が入替っている。 

◆取扱品目数 ◆お取引状況 

  取引事業者数  ： 約７００社 
  （Ｈ２４年７月～Ｈ２９年１月） 

  直近１年間では ： 約４００社 
  （Ｈ２８年２月～Ｈ２９年１月） 

区 分 品目数 

食品加工品（１Ｆ） 約1,000品目 

酒類（２Ｆ） 約500品目 

工芸品・雑貨（２Ｆ） 
（カープ関連商品含） 

約1,500品目 

計 約3,000品目 菓子・スイーツ・

柑橘類, 13.4% 

漬物・調理

品, 8.8% 

調味料・お好み

ソースなど, 

7.7% 
乾物・珍

味, 4.4% 

ドリンク・乳

製品, 3.6% 海産加工

品・鮮魚・肉

類など, 2.0% 

酒類（２Ｆ）, 

12.8% 

工芸品・雑貨

（２Ｆ）, 47.4% 



 ３ ＴＡＵの商品取扱について 
   ■消費者動向 

１５ 

  ◆ＴＡＵの購買層 
    ＴＡＵポイントカード会員による 
   構成割合からみると  
   ○男女別では女性客が約７割。 
   〇年代別では４０代～５０代が 
    約５割を占めている。 

◆購買動機 

○ＴＡＵお客様アンケートから 
 ＴＡＵを利用される理由をみると 

・「東京ではＴＡＵでしか入手できない商品
や飲食メニューがあるから」 

・「物販の品揃えや飲食メニューが豊富だ
から」 
・「広島県にゆかりがあるから」 
が上位を占めている。 

２０代未満 

1% ２０代～３０

代 

20% 

４０代～５０

代 

52% 

６０代以上 

27% 

男性 

34% 

女性 

66% 
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東京では「TAU」でしか入手で

きない商品や飲食できないメ

ニューがあるから(204人)

品揃え(物販)やメニュー(飲

食)が豊富だから(133人)

広島県にゆかりがあるから

(105人)

話題になっていたり季節の旬

を感じさせる商品やメニュー

があるから(48人)

広島に関する情報が手に入

るから(42人)

接客やサービスが良いから

(33人)

価格が値頃だから(31人)

その他(11人)

TVで紹介されていたから(2

人)

総回答数＝609

ｎ＝276人
(%)



◆店舗リニューアルに向けた商品募集の取扱 
 今回はリニューアルに伴う募集のため，上記通常申込とは異なります。 
 ●商品申込書のメール提出先：県庁ひろしまブランド推進課 宛 〔電話082-513-3441〕  
                                          Ｅﾒｰﾙ：syobrand@pref.hiroshima.lg.jp 
 ●書類選考後，サンプル品送付を依頼します。   
   サンプル品送付先     ： 〒７３０ー８５４０ 広島市中区胡町５－２２ー９Ｆ（アレッタ広島店） 
                              ひろしまブランドショップＴＡＵ 外商（城山）宛て 
                              電話/ＦＡＸ 082-246-5056 / 082-249-8630  
 ●募集期間        ： 説明会終了後～３月２１日（火） 
 ●商品選定，仕入調整 ： ４月上旬 

 ３ ＴＡＵの商品取扱について 
   ■商品取扱から代金決済までの流れ 

１６ 

商品取扱 
申込書提出 

申込書等の
確認・協議 

取扱有無 
取扱時期 
連絡 

納品 
商品取扱 
開始 

請求・支払 

◆商品取扱の流れ  

①申込書を提出後，ＴＡＵからの連絡により，サンプルをＴＡＵ宛に送付（返却不可）ください。 
②原則，委託販売。委託販売手数料は売上金額の３０％を基本とします。 
③「通常棚での取扱」「テストマーケティング商品としての取扱」等をご連絡します。 
④納品に係る物流コストは出品者さまがご負担ください。 
    ※別途，３か月ごとに商品選定会議を実施。販売実績等により見直しを行います。 

mailto:syobrand@pref.hiroshima.lg.jp


 ３ ＴＡＵの商品取扱について 
   ■書式等 

１７ 

◆商品取扱申込書書式（記載例） 

 
※ 食品表示について不明な点 
 がある場合には， 
  お近くの保健所等，関係機関  
 に相談や確認を行ったうえ 
 お申込みください。 
 



 ３ ＴＡＵの商品取扱について 
    ■テストマーケティング① 

１８ 

◆ご活用のお願い 
 首都圏への商品ＰＲや販路拡大にチャレンジしたい意欲をお持ちの事業者さま
は是非ご利用ください。 
 
 
 
 
 

✔地元では親しまれているが域外の販売までには至っていない 
✔昔ながらの素材を活用して新たな発想に基づく新商品を開発した 
✔自社商品の首都圏消費者の反応を確かめたい 
✔専門家による商品アドバイスを受けたい 

◆実施方法 
 ○設置期間：１か月（毎月10商品程度）  ○設置場所：ＴＡＵ１Ｆ物販エリア 
 ○対象商品：食品加工品（商品評価のフィードバックを希望する商品から選定） 
 ○申込方法：通常の商品申込と同様  ○提 出 先 ：ＴＡＵ（中央区銀座1-6-10） 

◆概要 
 ○ＴＡＵ内に設置するコーナーにおいてテスト販売及び消費者ヒヤリングを実施。 
 ○１か月間の販売終了後，専門家の意見を添えた商品評価をフィードバック。 
 ※好調商品はそのままＴＡＵでの継続販売となります。 



 ３ ＴＡＵの商品取扱について 
    ■テストマーケティング② 

１９ 

◆商品評価報告書書式 

 
 
 

マーケティングコーナー 



 ４ 終わりに 

   ■ＴＡＵの今後の取組 
 
   “ 
“豊富な品揃え”と“ここでしか味わえない食” “年間を通じた魅力的なイベント”を展開 

ＴＡＵは首都圏における「ひろしまの本物の魅力を発信」する情報拠点 

◆物販・飲食機能とイベント催事を連動させた発信 
 ○１Ｆ物販フロアでは旬商品やＴＡＵイチオシ商品を２WEEKごとに入替。いつ来ても飽きさ 
  せない売場づくりを推進。 
 ○３Ｆではターゲットを絞ってイベント発信（食材，酒，マリン，里山など）。イベント開催に 
  連動したテーマ商品を１Ｆフロアでも物販展開して相乗効果を高める。 
 ○Ｂ１Ｆ飲食「遠音近音」では２Ｆ酒売り場「翠」をアナウンスし持ち込みも誘導。 

 
 
 

◆ＴＡＵオリジナル商品の開発（“ここならでは”の品揃えを強化） 
 ○地元の皆さまからのご協力をいただきＴＡＵ独自商品やギフト商品を開発 

◆積極的な外販展開（首都圏のあらゆる層に“ひろしま”の認知を図る） 
 ○百貨店やセレクトショップ等での食品，服飾，工芸などオールひろしまの販売・ＰＲ。 
 ○首都圏企業本社でのＴＡＵフェアの開催 など 

◆従業員教育の徹底 
 ○商品知識はもとより“ひろしま”に誇りを持ち，こよなく愛するスタッフを養成し，地元の皆  
 さまの代わりになれる接客，ホスピタリティの向上に努めます。 

２０ 



これからもＴＡＵをよろしくお願いいたします！ 

店長・村上 

１Ｆ物販フロア担当の松村 

２Ｆ物販フロア 
担当の落岩 

２１ 



広島県  （株）鞆スコレ・コーポレーション 


