
Company	Profile



Corporate Profile

Established in 1996, City Super Group opened its first store in Times Square, in the 
prestigious Causeway Bay shopping hub with the mission of creating Hong Kong’s 
first-of-its-kind “Mega Lifestyle Specialty Store” concept. Throughout the years, the 
Group continues to offer a premium selection of products from around the world for 
busy urban professionals who pursue a premium quality of life.

Integral to the city'super concept is a sharing of our passion for food and living well. 
To this end, the Group is committed to providing discerning customers with a diverse 
range of merchandise categories which encompasses not only food and beverages, 
but also wine and lifestyle products.
Targeted at diverse customer segments, the Group currently operates 21 Hong Kong 
stores, 7 Shanghai stores and 7 stores in Taiwan across the three store brands, 
namely, city'super, LOG-ON and cookedDeli.

City superグループは、1996年創⽴の⾹港企業です。
同年12⽉にcityʻsuper 第1号店を、⾹港島コーズウェイベイ(銅鑼湾)のタイムズスクエアにオープン。

「Mega Lifestyle Specialty Store」をコンセプトに、良質なものを求める⽅々に世界中から選り
すぐりの商品を提供し続けています。

⾷品や豊かな⽣活への情熱を共有することが、cityʻsuper の重要なコンセプトです。
⾷品や飲料だけでなく、お酒や⽣活雑貨を含む幅広いカテゴリーの商品を
、お客様へ提供することにコミットしています。多様なお客様をターゲットとし、

「city̒ super」「LOG-ON」「CookedDeli」の３ブランドで、⾹港・上海・台湾に展開しています。



Vision & Mission
私たちのミッションは、ユニークで⾰新的なショッピング体験、世界中から取り揃えた⾼品質な商品、
店舗内でのサービスを提供することで、お客様に感動と豊かなライフスタイルを提供いたします。

CITYSUPERグループは、グローバルな企業になることを⽬指しています。

私たちは、明確なミッションと本質的な価値観を持って、全ての顧客満⾜のため持続性のある取り組みを通じて、
将来にわたり成⻑を続けていきます。

Our mission is to inspire and enrich customers’ lifestyle by providing innovative shopping experiences through unique environment, 
exclusive and high quality product mix sourced from the world, and efficient services with a friendly smile.

city’super group aspires to be a global company.
We want the company to innovate and grow into the future in a sustainable way with clear mission and core values, satisfying all 
customers in a balanced manner.



Our Brands

cityʻsuperは、⾷を愛するすべての⼈に向けた体験型⾷品店です。 To appeal to the home cook and food lover, our 
international gourmet Food Market offers the very 
best in fresh fruit and vegetables, seafood, meat, fine 
wines, health foods and snacks.

【店舗数】
⾹港：4店舗

上海：3店

舗

台湾：7店舗



cooked Deliは、明るく清潔感のある店内で、
和⾷や、洋⾷、スイーツなどを味わえるフードコートです。

リーズナブルな価格で本格指向な料理を提供しています。

cooked Deli offers authentic international cuisines in a 
convenient and causal dinning atmosphere

【店舗数】

⾹港：4店舗



LOG-ONは、 新のトレンドを発信する雑貨専⾨店です。

⽂具やガジェット、ファッション⽤品から旅⾏関連商品、化粧品などを
取り揃えており、毎⽇を楽しくスタイリッシュに創りあげる商品を提案し
ています。

LOG-ON is a lifestyle store featuring trendy products from 
around the world including stationery, fun gadgets and 
photographic items, fashion, travel accessories, beauty and 
wellness products.

We enriches customer’s lifestyle with fun, style & attitude.

【店舗数】
⾹港：13店

舗 上海：2店

舗

台湾：1店舗



Global Supply Chain
海外では⽇本と同様のサプライチェーンや、⼩売りを⽀える商社・問屋制度はありません。

『Bring The Best from The World』実現のために、

世界中に商品情報の収集、商品発掘・開発、貿易機能を有する関連会社及び

パートナー企業のネットワークを構築し、独⾃のサプライチェーンを構築しました。

City Super Japan
シティ・スーパー・ジャパンは、⽇本の優れた商品と⽂化を積極的に海外に
紹介するため、1999年に設⽴いたしました。

主な事業内容は、「サプライチェーン」と「商品・事業開発」です。

⽣産者様・事業者様は、貿易機能の有無に関わらず⽇本国内での商談を
通じて、海外での⾃社商品の販売活動やマーケティング活動が可能になり
ます。国内取引ですので為替リスクも発⽣しません。

シティ・スーパー・ジャパンは⽣産者様・事業者様の重要なパートナーとして、
様々な企画・提案を⽤意し、共に成⻑を⽬指します。



多部⾨多品種の混載輸送

他部門多品種

混載輸送

商品情報

管理
事務手続 品質管理

当社の輸出業務の特⾊として、⾷料品と雑貨商品の混載輸送が挙げられます。
1回の輸送で多種多様な商品を効果的に積載するために実施しているのが、 商

品情報管理の徹底です。

データを活⽤した書類作成、必要検査・証明書の⼿配。それらを踏まえた作業指⽰を⾏うこと
で、時間短縮と同時にコンテナ積載の効率化を可能にしております。

特に⽣鮮⾷品については、徹底した温度管理の下で品質を維持したまま店舗へ届けています。

商品の輸出⼿続から、輸出先の店舗陳列に⾄るまでの⼀貫したコントロールの実践。
これは我々 の ⼤の強みであると考えています。



⾷品ロス削減および⽀援
誤納品やパッケージ不良等でメーカー様より廃棄依頼をされた⾷品を、⽀援活動団体へ寄付させていただきました。

＜寄付先＞

・特定⾮営利活動法⼈フードバンクＴＡＭＡ
・特定⾮営利活動法⼈みなと⼦ども⾷堂

CSR活動

株式会社シティ・スーパー・ジャパン

本社 東京都港区東新橋2-8-1パラッツォアステック
8F
TEL 03-5856-0777（代表）

福岡⽀社 福岡県福岡市博多区榎⽥1-8-31 榎⽥ビジネススクエア104号
TEL 092-477-7150

沖縄⽀社 沖縄県那覇市牧志2-18-17 NTT⻄⽇本牧志ビル1F
TEL 098-863-7865


