
会社概要

事業所

対象範囲　ユニー株式会社215店舗及び本社事務所（各エリア事務所含む）
対象読者　ユニーの各店舗をご利用いただくお客様のほか、店舗の近隣住民の方々・お取

引先様・従業員など、当社にかかわる全ての皆様を対象とします。
対象期間　2015年度（2015年2月21日～2016年2月20日）
　　　　　※一部上記対象期間以外の活動等を記載しています。
　　　　　※掲載している従業員の所属は8月21日時点のものです。
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主要取引銀行

HPアドレス

主なグループ企業

〒492-8680　愛知県稲沢市天池五反田町1番地
2012年2月16日※

100億円（2016年2月21日時点）
佐古　則男
衣・食・住・余暇にわたる総合小売業のチェーンストア
衣料品13.7％・食料品69.9％・住居関連品14.8％・その他1.6％（2016年2月期）
2月20日（年1回）
1府19県下に215店舗（2016年9月1日時点）
28,176名（2016年2月期）
7,579億円（2016年2月期）
三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行
http://www.uny.co.jp

㈱ファミリーマート、㈱99イチバ、㈱モリエ、UNY（HK）CO.,LIMITED、
優友（上海）商貿有限公司、㈱UCS、㈱サン総合メンテナンス、㈱サンリフォーム、㈱ネクスコム、
㈱マイサポート、㈱ユニフード、㈱ナガイ、㈱ピアゴ関東

CONTENTS

中京エリア
■名古屋市　ポートウォークみなと（アピタ港店）、
ヒルズウォーク徳重ガーデンズ（ピアゴ ラ フーズコア徳重店）、アピタ新守山店、アピタ千代田橋店、
アピタ東海通店、アピタ名古屋北店、アピタ名古屋南店、アピタ鳴海店、アピタ緑店、ピアゴ味鋺店、
ピアゴ植田店、ピアゴ西城店、ピアゴ鹿山店、ピアゴ清水山店、ピアゴ守山店、ピアゴ中村店、
ピアゴ平針店、ピアゴ ラ フーズコア萱場店、ピアゴ ラ フーズコア正保店、ピアゴ ラ フーズコア柴田店、
ピアゴ ラ フーズコア神野店、ピアゴ ラ フーズコア滝ノ水店、ピアゴ ラ フーズコア黒川店、
ピアゴ ラ フーズコア今池店、ピアゴ ラ フーズコア桜山店、ピアゴ ラ フーズコアアラタマ店
■愛知県　エアポートウォーク名古屋（アピタ名古屋空港店）、リーフウォーク稲沢（アピタ稲沢東店）、
テラスウォーク一宮（アピタ一宮店）、ヴェルサウォーク西尾（アピタ西尾店）、ラスパ太田川（ピアゴ太田川店）、
アピタ阿久比店、アピタ安城南店、アピタ稲沢店、アピタ岩倉店、アピタ大口店、アピタ大府店、
アピタ岡崎北店、アピタ蒲郡店、アピタ刈谷店、アピタ木曽川店、アピタ高蔵寺店、アピタ江南西店、
アピタ小牧店、アピタ瀬戸店、アピタ知立店、アピタ東海荒尾店、アピタ桃花台店、アピタ豊田元町店、
アピタ長久手店、アピタ向山店、ピアゴ ラ フーズコア赤池店、ピアゴ阿久比北店、ピアゴ井ヶ谷店、
ピアゴ印場店、ピアゴ大清水店、ピアゴ大治店、ピアゴ香久山店、ピアゴ上和田店、ピアゴ気噴店、
ピアゴ清洲店、ピアゴ吉良店、ピアゴ国府店、ピアゴ幸田店、ピアゴ江南店、ピアゴ佐屋店、
ピアゴ篠木店、ピアゴ甚目寺店、ピアゴ十四山店、ピアゴ勝幡店、ピアゴ新城店、ピアゴ武豊店、
ピアゴ知立店、ピアゴ伝法寺店、ピアゴ東栄店、ピアゴ常滑店、ピアゴ豊明店、ピアゴ中切店、
ピアゴ西春店、ピアゴ半田店、ピアゴ東刈谷店、ピアゴ菱野店、ピアゴ福釜店、ピアゴ碧南東店、
ピアゴ洞店、ピアゴ布袋店、ピアゴ妙興寺店、ピアゴ八剱店、ピアゴ矢作店、ピアゴ大和店、
ピアゴ豊川店、ピアゴ蟹江店、ピアゴ黒笹店、ピアゴ尾西店、ピアゴ碧南店、
ピアゴ ラ フーズコア半田清城店、ピアゴ ラ フーズコア三河安城店、
ピアゴ ラ フーズコア長久手南店
■岐阜県　アクアウォーク大垣（アピタ大垣店）、ラスパ御嵩（アピタ御嵩店）、
アピタ各務原店、アピタ北方店、アピタ岐阜店、アピタ中津川店、
アピタ飛騨高山店、アピタ美濃加茂店、ピアゴ浅草店、ピアゴ鶉店、
ピアゴ恵那店、ピアゴ各務原店、ピアゴ笠松店、ピアゴ川辺店、ピアゴ関店、
ピアゴ多治見店、ピアゴ長良店、ピアゴ穂積店、ピアゴ瑞浪店、ピアゴ可児店
■三重県　アピタ伊賀上野店、アピタ桑名店、アピタ鈴鹿店、アピタ名張店、
アピタ松阪三雲店、アピタ四日市店、ピアゴ赤尾店、ピアゴ阿倉川店、ピアゴ嬉野店、
ピアゴ上地店、ピアゴ久保田店、ピアゴ菰野店、ピアゴ多度店、
ピアゴ東員店、ピアゴ星川店
■長野県　レイクウォーク岡谷（アピタ岡谷店）、アピタ飯田店、アピタ伊那店、アピタ高森店、
ピアゴ飯田駅前店
■滋賀県　ピアゴ一里山店、ピアゴ今崎店、ピアゴ近江八幡店、ピアゴ水口店
■京都府　アピタ精華台店
■奈良県　アピタ大和郡山店、アピタ西大和店

山静エリア
■静岡県　プレ葉ウォーク浜北（アピタ浜北店）、アピタ伊東店、アピタ磐田店、アピタ大仁店、
アピタ掛川店、アピタ静岡店、アピタ島田店、アピタ初生店、アピタ富士吉原店、
ピアゴ於呂店、ピアゴ香貫店、ピアゴ上岡田店、ピアゴ上島店、ピアゴ大覚寺店、
ピアゴ中里店、ピアゴ浜松泉町店、ピアゴ榛原店、ピアゴ袋井店、ピアゴ富士中央店、
ピアゴ富士宮店、ピアゴ森店、ピアゴ ラ フーズコア中田店
■山梨県　ラザウォーク甲斐双葉（アピタ双葉店）、アピタ石和店、アピタ田富店

北陸エリア
■石川県　ラスパ白山（ピアゴ白山店）、アピタ金沢店、アピタ松任店、
ピアゴ七尾店、ピアゴ金沢ベイ店
■富山県　アピタ魚津店、アピタ黒部店、アピタ砺波店、アピタ富山店、
アピタ富山東店、ピアゴ小矢部店、ピアゴ富山西町店
■福井県　アピタ敦賀店、アピタ福井店、アピタ福井大和田店、
ピアゴ丸岡店

関東エリア
■神奈川県　アピタ戸塚店、アピタ長津田店、
ピアゴ大口店、ピアゴ弘明寺店、ピアゴ座間店、
ピアゴイセザキ店
■埼玉県　ピオニウォーク東松山（アピタ東松山店）、
ベニバナウォーク桶川（アピタ桶川店）、
アピタ岩槻店、アピタ吹上店、アピタ本庄店、
ピアゴ大桑店、ピアゴ川本店
■群馬県　けやきウォーク前橋（アピタ前橋店）、
アピタ伊勢崎東店、アピタ笠懸店、アピタ高崎店、
アピタ館林店、ピアゴ藤岡店
■茨城県　アピタ佐原東店
■千葉県　アピタ市原店、アピタ木更津店、
アピタ君津店
■栃木県　アピタ足利店、アピタ宇都宮店
■新潟県　リバーサイド千秋（アピタ長岡店）、
アピタ新潟亀田店、アピタ新潟西店
■福島県　アピタ会津若松店

　ユニー株式会社は、衣・食・住・余暇にわたる総合小売業とし
て、関東から北陸・東海エリアに215店舗（2016年9月1日時点）
を展開するチェーンストアです。その代表であるモール型ショッピング
センターをはじめ、豊かで楽しい生活提案を取り入れた「日常生活
向上店」を目指すアピタ、立地やマーケット特性にあわせたミニモー
ル型ショッピングセンターのラスパ、毎日楽しく買い物ができる「日
常生活便利店」を目指すピアゴなど、地域の中でライフスタイルを
多面的にカバーできるよう、さまざまなタイプの店づくりに取り組ん
でいます。
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※純粋持株会社体制移行にあたり、準備会社としてユニーグループ・ホールディングス（株）を設立した日です。
　なお、2013年2月21日付けで（旧）ユニー（株）を事業会社と持株会社（存続会社）に会社分割し、準備会社が事業会社を吸収するとともに両社の商号を入れ替えました。

「未来の子ども達に美しい自然を残したい」ユニーは
環境に優しい生活をお客様と一緒に進めていきます。

地域の中でライフスタイルを
多面的にカバーする、ユニーの各業態

環境にイイこと、プラス。

社会・地域にイイこと、プラス。

従業員にイイこと、プラス。

※2016年9月1日時点

店舗紹介

数多くの専門店とエンターテイメントを兼ね備えた
広域型複合ショッピングセンター

モール型ショッピングセンター

「日常生活便利店」として、ファッショ
ンから食料品まで地域密着型の品揃
えを提供する総合スーパーマーケット

こだわりの高品質食材を取り揃え
る都市型小型スーパーマーケット

ピアゴ ピアゴ ラ フーズコア

「日常生活向上店」として、お客
様により豊かな生活を提案する総
合スーパーマーケット

アピタ
日常からハレの日までお客様の生
活を豊かにする、地域に根ざした
ミニモール型ショッピングセンター

ラスパ
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■静岡県　プレ葉ウォーク浜北（アピタ浜北店）、アピタ伊東店、アピタ磐田店、アピタ大仁店、
アピタ掛川店、アピタ静岡店、アピタ島田店、アピタ初生店、アピタ富士吉原店、
ピアゴ於呂店、ピアゴ香貫店、ピアゴ上岡田店、ピアゴ上島店、ピアゴ大覚寺店、
ピアゴ中里店、ピアゴ浜松泉町店、ピアゴ榛原店、ピアゴ袋井店、ピアゴ富士中央店、
ピアゴ富士宮店、ピアゴ森店、ピアゴ ラ フーズコア中田店
■山梨県　ラザウォーク甲斐双葉（アピタ双葉店）、アピタ石和店、アピタ田富店

北陸エリア
■石川県　ラスパ白山（ピアゴ白山店）、アピタ金沢店、アピタ松任店、
ピアゴ七尾店、ピアゴ金沢ベイ店
■富山県　アピタ魚津店、アピタ黒部店、アピタ砺波店、アピタ富山店、
アピタ富山東店、ピアゴ小矢部店、ピアゴ富山西町店
■福井県　アピタ敦賀店、アピタ福井店、アピタ福井大和田店、
ピアゴ丸岡店

関東エリア
■神奈川県　アピタ戸塚店、アピタ長津田店、
ピアゴ大口店、ピアゴ弘明寺店、ピアゴ座間店、
ピアゴイセザキ店
■埼玉県　ピオニウォーク東松山（アピタ東松山店）、
ベニバナウォーク桶川（アピタ桶川店）、
アピタ岩槻店、アピタ吹上店、アピタ本庄店、
ピアゴ大桑店、ピアゴ川本店
■群馬県　けやきウォーク前橋（アピタ前橋店）、
アピタ伊勢崎東店、アピタ笠懸店、アピタ高崎店、
アピタ館林店、ピアゴ藤岡店
■茨城県　アピタ佐原東店
■千葉県　アピタ市原店、アピタ木更津店、
アピタ君津店
■栃木県　アピタ足利店、アピタ宇都宮店
■新潟県　リバーサイド千秋（アピタ長岡店）、
アピタ新潟亀田店、アピタ新潟西店
■福島県　アピタ会津若松店

　ユニー株式会社は、衣・食・住・余暇にわたる総合小売業とし
て、関東から北陸・東海エリアに215店舗（2016年9月1日時点）
を展開するチェーンストアです。その代表であるモール型ショッピング
センターをはじめ、豊かで楽しい生活提案を取り入れた「日常生活
向上店」を目指すアピタ、立地やマーケット特性にあわせたミニモー
ル型ショッピングセンターのラスパ、毎日楽しく買い物ができる「日
常生活便利店」を目指すピアゴなど、地域の中でライフスタイルを
多面的にカバーできるよう、さまざまなタイプの店づくりに取り組ん
でいます。
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※純粋持株会社体制移行にあたり、準備会社としてユニーグループ・ホールディングス（株）を設立した日です。
　なお、2013年2月21日付けで（旧）ユニー（株）を事業会社と持株会社（存続会社）に会社分割し、準備会社が事業会社を吸収するとともに両社の商号を入れ替えました。

「未来の子ども達に美しい自然を残したい」ユニーは
環境に優しい生活をお客様と一緒に進めていきます。

地域の中でライフスタイルを
多面的にカバーする、ユニーの各業態

環境にイイこと、プラス。

社会・地域にイイこと、プラス。

従業員にイイこと、プラス。

※2016年9月1日時点

店舗紹介

数多くの専門店とエンターテイメントを兼ね備えた
広域型複合ショッピングセンター

モール型ショッピングセンター

「日常生活便利店」として、ファッショ
ンから食料品まで地域密着型の品揃
えを提供する総合スーパーマーケット

こだわりの高品質食材を取り揃え
る都市型小型スーパーマーケット

ピアゴ ピアゴ ラ フーズコア

「日常生活向上店」として、お客
様により豊かな生活を提案する総
合スーパーマーケット

アピタ
日常からハレの日までお客様の生
活を豊かにする、地域に根ざした
ミニモール型ショッピングセンター

ラスパ
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