
 

 

 

２０１１年１０月２７日 

イ オ ン 株 式 会 社 

 

さらに地域の皆さまから愛され、必要とされるショッピングセンター（ＳＣ）に！ 

１１月２１日（月）モール型ＳＣ名を「イオンモール」に名称統一します 
  

 

イオンは１１月２１日（月）に、イオン北海道㈱、イオンリテール㈱、イオン九州㈱が

運営する総合スーパー「イオン」を核店舗とするモール型ショッピングセンター（ＳＣ）

の名称を「イオンモール」に統一します。 

 

イオンは、各事業の競争力強化に向け、“選択と集中”の観点から今後成長が見込まれる

事業領域に経営資源を重点的に配分しております。それにより、グループ内で重複・分散

している事業や機能を集約し、経営の効率化を目指しております。今回、ディベロッパー

事業において、ディベロッパー会社間の機能統合に取り組んでおり、その一環としてＳＣ

名称の変更をおこなうものです。 

これにより、スケールメリットを追求するほかブランドの認知度をさらに向上させ、こ

れまで以上にお客さまにご支持いただくことで、高い成長性と収益性の両立を実現するこ

とを目指してまいります。 

 

このたび「イオンモール」に名称変更するＳＣは、北海道から九州の５８ＳＣです。商業

専業ディベロッパー会社であるイオンモール㈱が運営する５２ＳＣと合わせ、合計１１０

のグループのモール型ＳＣが「イオンモール」に名称を統一いたします。 

なおＳＣの運営は、これまでどおりイオン北海道㈱、イオンリテール㈱、イオン九州㈱、

イオンモール㈱がおこないます。 

 

また、同日イオンリテール㈱、イオンビッグ㈱が運営する近隣型ＳＣ名を、「イオンタウ

ン」に変更いたします。これにより、グループの近隣型ＳＣの商業専業ディベロッパー会

社であるイオンタウン㈱が運営する４５ＳＣと合わせ、合計１０４の近隣型ＳＣが「イオ

ンタウン」の名称となります。                                  

 

本年３月１日（火）に地域密着と真のスケールメリットの追求を目的とした、イオンリ

テール㈱と㈱マイカルの合併を機に、「ジャスコ」「サティ」「ポスフール」など全国の総合

スーパーの店名を「イオン」に統一しております。今回、ＳＣ名称についても、統一をす

すめることで、ショッピングのほかエンターテイメント、飲食、コミュニティ機能をワン

ストップでご提供する利便性に加え、これまで以上に一体となったサービスやプロモーシ

ョンを提供し、更にお客さまにご満足いただけるＳＣを実現してまいります。 

 

運営会社名 イオンモールに名称変更するＳＣ数 イオンタウンに名称変更するＳＣ数

イオン北海道㈱       ６ ― 

イオンリテール㈱ ４８ ３３ 

イオンビッグ㈱ ―       ６ 

イオン九州㈱       ４ ― 

※上記の表のほかに、すでにイオンタウン名のＳＣが、イオンリテール㈱１８ＳＣ、イオンビッグ㈱運営２ＳＣの  

合計２０ＳＣあります。 

 

 

 

 

 



 

 

【イオンモールへ名称変更するＳＣ一覧】計５８ＳＣ 

 
 
 
 

都道府県 ＳＣ数 １１月２０日（日）までのＳＣ名称 １１月２１日（月）からのＳＣ名称

イオン札幌平岡ＳＣ イオンモール札幌平岡 
イオン札幌発寒ＳＣ イオンモール札幌発寒 
イオン札幌苗穂ＳＣ イオンモール札幌苗穂 
イオン苫小牧ＳＣ イオンモール苫小牧 
イオン旭川西ＳＣ イオンモール旭川西 

北海道 ６ 

イオン釧路昭和ＳＣ イオンモール釧路昭和 
岩手 １ イオン盛岡南ＳＣ イオンモール盛岡南 

イオン利府ＳＣ イオンモール利府 
イオン石巻ＳＣ イオンモール石巻 宮城 ３ 
イオン富谷ＳＣ イオンモール富谷 

秋田 １ イオン大曲ＳＣ イオンモール大曲 
イオン山形南ＳＣ イオンモール山形南 

山形 ２ 
イオン三川ＳＣ イオンモール三川 
イオン土浦ＳＣ イオンモール土浦 

茨城 ２ 
イオン下妻ＳＣ イオンモール下妻 
イオン小山ＳＣ イオンモール小山 

栃木 ２ 
イオン佐野新都市ＳＣ イオンモール佐野新都市 
イオン北戸田ＳＣ イオンモール北戸田 
イオン与野ＳＣ イオンモール与野 埼玉 ３ 
イオン浦和美園ＳＣ イオンモール浦和美園 
イオン銚子ＳＣ イオンモール銚子 
イオン柏ＳＣ イオンモール柏 
イオン八千代緑が丘ＳＣ イオンモール八千代緑が丘 

千葉 ４ 

イオン津田沼ＳＣ イオンモール津田沼 
イオン新潟南ＳＣ イオンモール新潟南 

新潟 ２ 
イオン新発田ＳＣ イオンモール新発田 

石川 １ イオンかほくＳＣ イオンモールかほく 
長野 １ イオン佐久平ＳＣ イオンモール佐久平 

イオン富士宮ＳＣ イオンモール富士宮 
静岡 ２ 

イオン浜松市野ＳＣ イオンモール浜松市野 
 イオン大高ＳＣ イオンモール大高 
 イオン熱田ＳＣ イオンモール熱田 
５ イオン名古屋みなとベイシティＳＣ イオンモール名古屋みなと 
 イオン扶桑ＳＣ イオンモール扶桑 

愛知 

 イオンナゴヤドーム前ＳＣ イオンモールナゴヤドーム前 
イオン各務原ＳＣ イオンモール各務原 

岐阜 ２ 
イオン大垣ＳＣ イオンモール大垣 
イオン四日市北ＳＣ イオンモール四日市北 

三重 ２ 
イオン明和ＳＣ イオンモール明和 

京都 １ イオン高の原ＳＣ イオンモール高の原 
奈良 １ イオン奈良登美ヶ丘ＳＣ イオンモール奈良登美ヶ丘 

イオン日根野ＳＣ イオンモール日根野 
大阪 ２ 

イオン大日ＳＣ イオンモール大日 
イオン猪名川ＳＣ イオンモール猪名川 
イオン姫路リバーシティーＳＣ イオンモール姫路リバーシティー 
イオン姫路大津ＳＣ イオンモール姫路大津 
イオン加西北条ＳＣ イオンモール加西北条 

兵庫 ５ 

イオン伊丹昆陽ＳＣ イオンモール伊丹昆陽 
イオン鳥取北ＳＣ イオンモール鳥取北 

鳥取 ２ 
イオン日吉津ＳＣ イオンモール日吉津 

岡山 １ イオン津山ＳＣ イオンモール津山 
イオン高松ＳＣ イオンモール高松 

香川 ２ 
イオン綾川ＳＣ イオンモール綾川 

 イオン八幡東ＳＣ イオンモール八幡東 
３ イオン香椎浜ＳＣ イオンモール香椎浜 福岡 
 イオン福岡伊都ＳＣ イオンモール福岡伊都 

佐賀 １ イオン佐賀大和 イオンモール佐賀大和 
鹿児島 １ イオン鹿児島ＳＣ イオンモール鹿児島 



 
 
 

【イオンタウンへ名称変更するＳＣ一覧】計３９ＳＣ 

 

都道府県 ＳＣ数 １１月２０日（日）までのＳＣもしくは核店舗名称 １１月２１日（月）からのＳＣ名称
浪岡ＳＣ イオンタウン浪岡 

青森 ２ 
八戸城下ＳＣ イオンタウン八戸城下 
マックスバリュ盛岡駅前北通店 イオンタウン盛岡駅前 

岩手 ２ 
紫波ＳＣ イオンタウン紫波 
マックスバリュ仙台郡山店 イオンタウン仙台郡山 
マックスバリュ仙台八乙女店 イオンタウン仙台八乙女 宮城 ３ 
イオン仙台泉大沢ＳＣ イオンタウン仙台泉大沢 
イオン那須塩原ＳＣ イオンタウン那須塩原 
イオンさくらＳＣ イオンタウンさくら 栃木 ３ 
イオン真岡ＳＣ イオンタウン真岡 
マックスバリュ蕨店 イオンタウン蕨 

埼玉 ２ 
イオン上里ＳＣ イオンタウン上里 
イオンおゆみ野ＳＣ イオンタウンおゆみ野 
イオン東習志野ＳＣ イオンタウン東習志野 千葉 ３ 
グリーンタウンたつみ台ＳＣ イオンタウンたつみ台 

東京 １ マックスバリュ田無芝久保ＳＣ イオンタウン田無芝久保 
新潟 １ 糸魚川ＳＣ イオンタウン糸魚川 

マックスバリュ上飯野店 イオンタウン上飯野 
富山 ２ 

マックスバリュ氷見店 イオンタウン氷見 
マックスバリュ金沢駅西本町店 イオンタウン金沢駅西本町 
イオン金沢示野ＳＣ イオンタウン金沢示野 石川 ３ 
マックスバリュ羽咋店 イオンタウン羽咋 

静岡 １ イオン富士南ＳＣ イオンタウン富士南 
サラダ街道ＳＣ イオンタウン信州山形 
茅野ＳＣ イオンタウン茅野 長野 ３ 
しおだ野ＳＣ イオンタウンしおだ野 
イオン有松ＳＣ イオンタウン有松 

愛知 ３ イオン千種ＳＣ イオンタウン千種 
  マックスバリュ豊橋橋良店 イオンタウン豊橋橋良 

パワーシティ四日市ＳＣ イオンタウン四日市泊 
イオン芸濃ＳＣ イオンタウン芸濃 三重 ３ 
イオン津河芸ＳＣ イオンタウン津河芸 

滋賀 １ イオン野洲ＳＣ イオンタウン野洲 
奈良 １ イオン天理ＳＣ イオンタウン天理 

マックスバリュ淀川三国店 イオンタウン淀川三国 
マックスバリュ小阪店 イオンタウン小阪 
イオン豊中緑丘ＳＣ イオンタウン豊中緑丘 

大阪 ５ 

マックスバリュ平野駅前店 イオンタウン平野 
  マックスバリュ羽倉崎店 イオンタウン羽倉崎 


