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五十嵐ゆうこの米国小売業最新レポート 

2020 年 8 月 7 日 

We are Open!! 

                                                  

 米国全体での感染者数増加が収まらない状態が続く中、一時期は世界で感染者

と死亡者が最多だったニューヨーク州の感染者数が激的に減少しています。 

 ニューヨークでは先週から経済再開がフェース 4 のレベルに移行し店内で飲

食をする際の制限は未だ続くもののオープンスペースが多い植物園やショッピン

グモールへも入場が可能となり映画やテレビドラマの撮影も始まりました。 

 感染者数減少の要因は、市民であれば無症状であっても PCR や抗体検査を気

軽に受けられるようになった事、感染者の年齢層や居住地を特定する対策が功を

奏した事、感染者の隔離が徹底できた事であると言われています。 

 

 一方、カリフォルニア州ロサンゼルスでも 5 月から市民であれば誰でも PCR

検査が無料で受けられる事と同時に検査所も増えました。 

 ただし現在はその検査を増やしていることが陽性者数の増大に拍車をかけてい

るようです。 

 ロサンゼルスの代表的産業の 1 つでもある映画製作の本場ハリウッドでは、

撮影の延期が続いておりエンターテインメント産業にも失業者が多く出ており、

ニューヨークに続くような感染者数の減少を期待し何より映画館の再開が町の悲

願となっています。 

Stay Home の影響でオンラインでの業績が伸びている中、エンターテイメン

ト業界や外食産業、アパレル業界では倒産や店舗の淘汰が余儀なく起こっており

ますが、生活に必要不可欠な食品小売業はオンラインと宅配のプロモーションを

強化しているので全般的に業績は好調です。 

 本年度は現状維持で新規出店を行わないチェーンもある中、あえて店舗をオー

プンし続けて雇用者数を増やし、町を活性化する努力を惜しまない幾つかのチェ

ーンの姿は我々の気持ちを明るくさせてくれます。 

 今回はパンデミックの最中においても新店をオープンしている情報について紹

介したいと思います。 
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 まずは 2019 年度はトップ 3 にも輝き“全米で働きがいのある企業トップ

100”  の上位に 22 年間連続してランクインし続けているスーパーマーケットチ

ェーンの Wegmans の新店オープンのニュースです。 

 8 月 5 日同チェーンは、ニューヨーク・マンハッタンより北に 40km 程の 

106 Corporate Park Drive, Harrison City, New York に Harrison 店をオープン

しました。 

 当初の開店予定は 6 月でしたが新型コロナウイルス感染拡大の影響により 10

月に開店をするという先延ばしの発表をしていました。 

 幸いにも感染者が減少してきた事で予定の前倒しを行ってのオープンとなりま

した。 

 Wegmans は 1916 年にニューヨーク州郊外のロチェスターで創業した家族経

営のスーパーマーケットチェーンです。 

 同チェーンはこの新店舗を合わせて合計 102 店となり、新店の面積は約 3400

坪あります。 
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 Wegmans といえば家庭的なものから高級感があるレストランクオリティーの

ものまで取り揃えた豊富な総菜コーナーが有名ですが、新店では手作りのハンバ

ーガーをカスタムメイドで提供する "ハンバーガー・バー" が新しく設けられ

ました。 

 そして売り場を欧州の野外市場をモチーフにした"European open-air market" 

と名付け、既存店より更に拡大した生鮮食料品売り場とサンドイッチショップ、

ベーカリー、デリカテッセン、チーズショップ、シャルキュトリー（フランス語

で生ハムやハム、ソーセージ、テリーヌなどの主に豚肉の加工品を対面で量り売

りするという意味です）とオーダーメイドのピザやサラダ、コーヒーショップな

どを追加しました。 

 Wegmans はこの秋に向けて残り 2 か所の新店をノースカロライナ州とバージ

ニア州にそれぞれオープンする予定にしています。 

同社の広報は『毎年、我々が最も楽しみにしている事の１つが新しい店舗をオ

ープンする事です。なぜなら、新店は新しく周りのコミュニティーについて知る

ことができ、新しいサービスの提供方法を発見する良い機会となるからです。パ

ンデミックに直面したことでコミュニティーのニーズに対応する必要性は、今ま

で以上に重要となるでしょう。今年計画している店舗は全てオープンすることを

お約束します。』と語っています。 



4 

 

 

 1978 年よりワシントン州シアトルを拠点として展開する地元生協組合である

PCC Community Market は、6 月 17 日にオープンしたばかりの Central District

店に続き Bellevue 店を 8 月 12 日にオープンします。 

  
 PCC の 15 番目となる Bellevue 店は、他の店舗にも共通する持続可能な方法

で調達された有害物質を含まない建築資材で建てられており店舗内の棚やデリの

ショーケースなどの備品にも再生素材を使用しています。 

 さらに店内では今話題のエコロジカルで環境に優しい建築物を対するプロジェ

クト Living Building Challenge（LBC）の認証を得るために二酸化炭素の冷凍機

の使用や気候への影響を低減させるエネルギー効率の高いシステムを活用するそ

うです。 

 また LBT 認証の一環として Bellevue の新店舗では、地元在住の日本人アーテ

ィスト太田翔伍さん作の"つぶやき"というタイトルが付けられた アートインス
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タレーション（空間を 1 つのアート作品として様々な小道具で演出する新しい

芸術方法）を展示しています。 

 これは小さな鳥たちが一緒に同じ方向へ飛びつつ、アメリカでは海の殺し屋と

呼ばれる大きなシャチ Killer Whale を形成する様子を表現し、まるで現代社会を

風刺しているアート作品となっています。 

 PCC は今後も地元のアーティストたちの作品を定期的に店舗で展示していく

と発表しています。 

 また 2021 年初旬には店舗内にシーフード専門のグロサラントを併設し既存店

よりも 3 割ほど増床した約 540 坪の Kirkland 店 を新しくオープンします。 

 その新店では生協の健康と安全のプロトコール（緻密な手順に基づいた試験）

に従って安全性の確認後、現在オンラインのみで行っている料理教室を開催する

ための大きなスタジオを設ける予定です。 

 

 テキサス州の南部サンアントニオで 1905 年に創業し、現在は 400 店舗近くを

展開する HEB も 2 億ドルをかけて古い South Austin の街を活性化するプロジェ

クトの一環として 6 月 10 日に新店をオープンしました。 

 
 モダンなデザインの新店はカラフルな正面部分にアクセントとして天蓋窓を取

り付け、建物内全体にはたくさんの自然光が流れ込むスタイルになっています。 
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 また店舗がある周辺の既存景観を保護する自然環境を取り入れるため建物全体

に何本かの古い楢の木を組み入れています。 

 最新設備とイノベーションを駆使した店内は活気にあふれ、グロサリーや消耗

品、雑貨などをオンライン注文して受け取りが出来るカーブサイド・ピックアッ

プ、宅配サービス、ドライブスルーレーンを完備した大型薬局、テキサスで最も

美味しいバーベキューを食べさせる店として選ばれているレストランチェーン

True Texas BBQ をテナントとして併用し、ドライブスルーに現在は感染症の危

険性があるので一時的に閉鎖していますが屋内外の席を設け、HEB チェーン初

の子供用遊戯施設が設置されました。 

 

 1976 年にドイツから進出したディスカウントスーパーの Aldi は 7 月 21 日に

2000 店舗目を出店しました。 

 同チェーンは本年度末までに残り 70 店を追加で出店し 2022 年までには全米

で 2500 店をオープンすると発表しています。 

またこの夏季期間内に 600 か所以上でカーブサイド・ピックアップを導入す

る予定です。 

 同じドイツ資本で Aldi と競合し、3 年前の 2017 年 6 月に米国進出した Lidl

も 100 店舗目となる店舗を 7 月 29 日にオープンしています。 
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 カリフォルニア州で 1967 年に創業し全米 41 州で 500 店舗以上を展開する

Trader Joe’s は 6 月 26 日にカリフォルニアの再開発地区 North Hollywood に新

しく出来たショッピングと食事、映画館、スポーツジム、事務所や 600 軒に及

ぶ住居などの混合施設 NoHo West の一画に新店をオープンしました。 

 Trader Joe’s は 1 月 6 日にニューヨーク州マンハッタンの East Village に新店

をオープンしてから North Hollywood 店、そして 7 月 10 日にアリゾナ州の

Tempe 店、7 月 30 日にニュージャージー州の Cherry Hill 店と続々開店し続け

ています。 
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 約半年ぶりにスーパーマーケットの新店へ訪れて買い物をしながら写真を撮り

まくり、表現が古いですが淀川長治さん口調で『いやあ、やっぱり新しいお店っ

ていいですねえ～』と連発していました。 
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▲ Trader joes の歴史の看板を作成しお店へ入るワクワク感を演出している 
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▲左：アーティスト作成のサイン 1 つは入店の注意で片方は Trader Joes の商

品 5 アイテム以下を使用してアイスクリームサンドイッチを作り投稿するコン

テストの案内 
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▲天井が高く店内のアートはいつも以上に力を入れている 
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▲上段左：新商品コーナー 上段右：新商品の髪を洗う用のナチュラル石鹸 
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▲下段左右：近隣のフードバンクなどへ寄付している 
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▲左：この場所は丘を超えたところにあり治安の悪い場所だったが、それらを

色々乗り越えて行こうと言う意味もある。右：ステンレスと木材を組み合わせた

壁がお洒落な酒売り場 

 

 感染が収まり自由にあちこちに行けるようになったら東海岸や中西部そしてシ

アトルへ行き、Wegmans、HEB、PCC の新店へ是非訪れたいと考えています。 

 私が暮らすカリフォルニア州も一時は経済再開に向けて次のフェースに進むと

ころでしたが感染者急増で逆戻り状態となっており、まずはニューヨークに続く

感染者数の減少を心の底から期待しています。 

 

 減少と言えば、自粛生活で始めた際スタートしたオンライン呑み会のメンバー

が『"2 週間で 10 キロ体重が減少する HANDCLAP ダンス“が流行っているから

とりあえず皆でやってみない？そして２週間後にこの呑み会で各自の成果を発表

しよう！』と提案してきたので、美に対するワタクシの血が騒ぎ「望むところ

よ！」と素晴らしいその企画に乗ることになりました。 
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 私は毎朝、自宅近くのハイキングトレイルを利用し１時間程ウォーキングを日

課としており、それに HANDCLAP ダンスを追加しました。 

 さらに"地獄の 9 分脚痩せ＆お腹痩せ"というエクササイズをプラスし合計３つ

のメニューをこなし１週間以上が経過しました。 

 このレポートがアップされる日には待望の２週間目となります。 

やるからには目標を定め、さらに意識を高めようと SNS にエクササイズを始め

た報告と共に米倉涼子さんが主演された人気ドラマ"ドクターX "の写真をアップ

し『ワタクシ 2 週間後には、こんな感じになっている予定です！』と書き込み

を致しました。 
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 すると 10 年来御贔屓にしていただいている方より『出ているとこが出ていな

いと駄目やでぇ』と とても的確なコメントを頂きました。 

 

 最近の私は、減少させることばかりに目を向けておりましたが、食品小売業が

新規に店を開店させるように、部分的に 増やすこと も重要でした。 

 

もしかしたら、腹筋が８つに割れてバッキバキになっているかもしれません。 

ワタクシ失敗したかもしれません。 

皆様、お後がよろしいようで本日はこの辺で失礼いたします。 


