2017 年 11 月 27 日

報道関係各位
ロイヤルホームセンター株式会社
代表取締役社長 中山正明
大阪市北区堂島浜二丁目 1 番 29 号
DIY 女子・ガーデニング女子の体験講習スペース、ペット・珍獣 300 種を取りそろえたペットフロア併設

「ロイヤルホームセンター西宮中央」オープン
大和ハウスグループのロイヤルホームセンター株式会社（本社：大阪市北区、社長：中山正明）は、
2017 年 12 月 1 日（金）
、兵庫県西宮市のアサヒビール西宮工場跡地において、全国で 59 店舗目、兵庫
県下で 9 店舗目、西宮市内で 2 店舗目となる「ロイヤルホームセンター西宮中央」をオープンします。

「ロイヤルホームセンター西宮中央」

「ロイヤルホームセンター西宮中央」は、
「生活と仕事を支え、暮らしを彩り、楽しみを提供する
“一番そばにいる”ホームセンター」をコンセプトにした、地域の皆さまのライフスタイルに合わせた
ホームセンターです。当店では、自分で家具やインテリアを自作する「DIY 女子」をはじめ、おしゃれ
に寄せ植えや園芸を愉しむ「ガーデニング女子」向けに、初心者でもはじめられる「ワークショップ」
を設置し、セルフリノべーションやガーデニング講習が受けられるようにしました。
また、ホームセンターでは珍しい建築関係に従事する女性プロ（ドボジョ）や農ガールのお客さまを
ターゲットとした作業服や当社オリジナルの機能性とデザイン性に富んだコストパフォーマンスのある
作業服・セーフティーシューズなども豊富に取りそろえました。
さらに、動物とのふれあいをテーマにしたペットフロア「アニマルシティ」を設け、犬や猫はもとよ
り、ホームセンターで取り扱う動物としては珍しいフクロウやオウムなどの鳥類、モモンガやハリネズ
ミなどの小動物、ヘビやトカゲ、カメなどの爬虫類、淡水魚や海水魚など約 300 種類の動物をそろえ、
トリミングやしつけ教室、ペットホテル※1 などの各種サービスも含めて多様なペットライフに対応しま
す。
加えて、商品の無料配達※2 や取付・交換代行サービスなどでお客さまの「困った」にもお答えします。
「ロイヤルホームセンター西宮中央」は地域に根ざし、皆さまに愛される施設をめざしていきます。
※1. トリミング、しつけ教室、ペットホテルは来春 OPEN 予定です。
※2. 5,000 円（税込）以上のお買上げで本店舗指定配達地域内へ無料でお届けいたします。
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●ポイント

～ 女性と子ども、プロが愉しめるカジュアルで本格的なプロ向けホームセンター ～

１．「DIY 女子」・「ガーデニング女子」必見の「ワークショップ」
２．女性プロ（ドボジョ）向けの豊富な作業着をラインアップ
３．オウム・フクロウ・ヘビ・カピパラもお出迎え「アニマルシティ」
４．プロのお客さまニーズに応える約 10 万種類の品ぞろえ
１．「DIY 女子」・「ガーデニング女子」必見の「ワークショップ」、「DIY＆ガーデニング」
かつては日曜大工として親しまれていた DIY（Do It Your Self：自分でつくる）ですが、最近では
個性的な家具や雑貨、部屋の模様替えなどを自ら作る「DIY 女子」や庭のデザインからベランダ菜園
まで、住まいに応じたガーデニングを愉しむ「ガーデニング女子」などの言葉も生まれ、身近に親し
めるガーデニングの人気も幅広い層で高まっています。
当店では部屋の模様替えやセルフリノベーション、インドアガーデニングなどをイメージできる
インテリアブースを設けた「DIY＆ガーデニング」を展開しました。併設の「ワークショップ」では、
当社専門スタッフがお客さまのアドバイザーとなって、壁塗りなどの体験やクロス張替、モザイクタ
イルの貼り付け、植物の寄せ植えなどのセミナーを開催します。
また、部屋のインテリアを劇的に変えるハイセンスな 80 種類の海外輸入壁紙や室内で楽しむインド
アグリーンも 50 種類以上用意。おしゃれなモザイクタイルやノブ、引手や棚受、フックやモールなど
の小物類や DIY 制作工程で仕上げ材となるペイント類など約 1,700 点を用意しました。
そのほか、お庭や玄関を彩る植物コーナーでは季節の草花、鉢花や寄せ植え、そのほかハーブ類や
常緑樹などを多数取り揃えております。人気の多肉植物はエケベリア系・ハオルチア系の希少品種を
約 30 種類販売しています。

「壁紙コーナー」

「インテリアブース」

「インドアガーデニング」

２．女性プロ（ドボジョ）向けの豊富な作業着（ワークウエア）をラインアップ
かつては建設・土木現場等は男性の象徴的な仕事でしたが、昨今は女性の目覚ましい社会進出や働き
方改革により、土木系や建築系、運送系などの現場も女性のキャリアの選択肢のひとつとして定着して
います。そこで、女性の現場作業も後押しできるよう “おしゃれでかっこよく、クールビューティー”
な魅力あふれる女性プロ（ドボジョ）や農ガール向けの作業着・現場用品・セーフティーシューズを約
50 点以上ラインアップしました。
当店の作業服専門売り場は “働く人へ快適さとカッコよさをコーディネイト”を合言葉に、「ロイヤ
ルプロワーキング」を展開しています。当社オリジナルブランド“和玄屋”
（わげんや）として作業服や
セーフティーシューズ※3 などを販売しています。和玄屋の作業服は、防水性、防寒性、発汗性に優れ、
農作業やガーデニング、釣りやアウトドア、各種レジャーなど様々な場面で利用できるワークウェアの
領域を超えたオリジナル商品です。なお、当店でお買求めいただいた作業服への刺しゅうや名入れ、裾
上げを無料※4 で行います。
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※3. 和玄屋のセーフティーシューズは 12 月中旬から販売
※4．会員様は刺しゅう、名入れは 1 箇所無料、裾上げは無料で利用可能です。裾上げは即日お渡し可能。
（但し、数量と受付け時間により翌日又は後日対応となる場合がございます。
）

「ロイヤルプロワーキング」

「女性向けの作業着」

「女性用のセーフティーシューズ」

３．オウム・フクロウ・ヘビ・カピパラもお出迎え「アニマルシティ」
2 階ペットフロアでは動物とのふれあいをテーマとした「アニマルシティ」を設けました。約 290 坪
（約 958 ㎡）の売り場面積に、犬猫のペット販売から淡水魚・海水魚・金魚などの観賞魚販売以外にも
鳥類（オウム・フクロウ）、小動物（爬虫類・小型の哺乳類）など常時 250～300 種類のペットを販売し
ます。また最大約 60 頭お預かりできるペットホテル、トリミングルーム※5 も完備し、屋外にはドッグラ
ン（約 148 ㎡）も設置しました。
特に人気のある犬コーナーでは、コンパニオンアニマル（伴侶動物）として人気のトイプードル（100
万円）やチワワなどの小型犬やグレート・ピレニーズなども取りそろえました。また、昨今の“猫ブー
ム”から、人気のマンチカンやノルウェージャンフォレストキャット、ブリティッシュショートヘアー
などを展示販売します。
また、超高額な珍獣「アカオクロオウム(約 300 万円)」をはじめ、世界一美しいオウムと言われる「ク
ルマサカオウム(約 200 万円)」なども販売します。あわせて、ペットフードや小物類など、特にペット
用のおもちゃは約 900SKU※6、ペット用キャリーバッグは約 40 種類と他店にはない品ぞろえで多彩なペッ
トライフに対応できます。
さらに、12 月 1 日（金）のオープニングイベントでは、コモンマーモセット(サル)、カピバラ、アン
デストキ（ペア）も販売します。
※5. トリミング、しつけ教室、ペットホテルは来春 OPEN 予定です。※6. 同一商品で量や色など異なる場合に使う単位のこと。

「アニマルシティ」

「おもちゃコーナー」
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「珍しい動物（クルマサカオウム）」

●取り扱う主なペット※7

熱帯魚(写真はネオンテトラ)

金魚(写真はタンチョウ)

ヒョウモントカゲモドキ

ボールパイソン

スンダオオコノハズク

コザクラインコ

ミニレックスラビット

ヒョウモンリクガメ

チワワ

ミニチュアダックス

マンチカン

ノルウェージャンフォレスト
キャット

※7.取り扱うペットが時期や価格状況などによって、異なる場合があることがあります。

■「アニマルシティ」を設置した背景
「平成 28 年全国犬猫飼育実態調査」※8 によると、全国の犬の飼育頭数は約 987.8 千頭、猫の飼育頭
数は約 984.7 千頭と推計されます。また犬及び猫を飼育する世帯のうち半数以上を 50 歳以上の世帯が
占めるなど、近年の少子高齢化を受けて、今後もコンパニオンアニマル（伴侶動物）としてのニーズが
高まると予測されています。
そこで当社は、「ロイヤルホームセンター西宮中央」において、社会的需要の高いペット売場を拡充
させ、お客さまのニーズにお応えします。※8.一般社団法人

ペットフード協会による調査。

４．プロのお客さまニーズに応える約 10 万種類の品ぞろえ
当店は日用品、家庭用品、収納・インテリア関連商品、ガーデニング用品など約 10 万種類を用意して
います。また、建築関連に従事している大工や塗装工等の専門職方向け建築資材などを約 9,000 種類取
りそろえており、プロのお客さまの倉庫代わりの店としてもご利用していただけます。さらに、会員さ
まには木材を 10 カット（直線のみ）まで無料で対応し、レンタル工具を 540 円（税込）より貸し出す
とともに、備え付けの道具を自由に利用できる工房スペース（利用開始 30 分は無料、以降 30 分ごとに
540 円（税込））を設置しました。その他、商品を購入したいが「手に取って確認したい、実際に使用し
てみたい」が解消できる、「売場で体験・体感できるコーナー」を店内に約 150 箇所設置しました。

【電動工具コーナー】

【木材コーナー】
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【作業服コーナー】

５.「無料配送（ロイ配達）」でお客さまのお買い物をサポート
当店では、お買い上げ商品のお持ち帰りが困難な場合、無料配達サービス（ロイ配達）でお客さまのお
買い物をサポートします。ご高齢のお客さま、小さなお子さまをお連れのお客さまでも安心してお買い
物いただけます。ご注文の時間によっては、当日配送も可能です。
・5,000 円（税込）以上のお買い上げで本店舗指定地域内を無料配送します。
・5,000 円（税込）未満のお買い上げの場合でも、515 円（税込）で配達します。
※一部重厚長大の商品は有料になります。

６.「取り付け・交換代行サービス（ロイサポート）」で住まいの問題解決
商品の販売だけでなく、混合栓の交換、温水洗浄便座の取り付け・交換、電球・管球の交換など、
取り付け・交換が困難な作業をお客さまに代わってサービスする「ロイサポート」を行います。

【取り付け・交換代行サービス】

●ロイサポートサービスの一例
サービス名

価格

①

混合栓の交換

8,640 円 / 台（税込）

②

電球・管球の交換

2,160 円 / 箇所（税込）

③

火災報知機の取付

3,780 円 / 個（税込）

④

玄関網戸の取付

9,180 円 / 箇所（税込）

⑤

温水洗浄便座の取付・交換

8,640 円 / 台（税込）

⑥

トイレ一室クリーニング

8,640 円 / 台（税込）

⑦

エアコンクリーニング

10,800 円/台（税込）標準タイプ
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■「ロイヤルホームセンター西宮中央店」の概要
店

名

所 在 地

「ロイヤルホームセンター西宮中央」

（店長：梅島

貴雄）

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町 11 番 56 号
（TEL）0798-38-6650

敷地面積

11,600 ㎡（3,509 坪）

延床面積

14,000 ㎡（4,235 坪）

売場面積

7,500 ㎡ （2,268 坪）

階

数

本館４階建

構

造

鉄骨造

設

計

株式会社ユーアイ設計

施

工

大鉄工業株式会社

（FAX）0798-38-6653

駐車台数

258 台

開 店 日

2017 年 12 月 1 日（ 金 ）午前 9 時グランドオープン

営 業 日

年中無休（元旦を除く）

営業時間

午前 9 時 00 分～ 午後 9 時 （1 月 8 日より 1 階のみ早朝営業スタート 6 時 30 分～ ）

事業主体

ロイヤルホームセンター株式会社（大和ハウス工業株式会社 100％出資の子会社）

売上目標

初年度 9 億円（12 月~3 月）、次年度 29 億円

取扱商品

道具・工具、木材、建築資材、園芸、ガーデニング用品、インテリア用品、収納家具、
オフィス用品、電設資材、家電、日用雑貨、家庭用品、サイクル用品、ペット用品

URL

他

http://www.royal-hc.co.jp/

ロイヤルホームセンター西宮中央（案内図）
以

お問い合せ先
ロイヤルホームセンター株式会社

(大阪府大阪市北区堂島浜二丁目 1 番 29 号)

担当：総務部 光瀬・辻田
電話：06-4796-6650

FAX：06-4796-6686

E-mail：tsujita@royal-hc.co.jp
‐6‐

上

