２０１２年１０月２３日
イオンリテール株式会社
イ オ ン 株 式 会 社

毎日のお買い「モノ」から、楽しい「コト」まで、ワンストップでご提案！

１１／２４（土）「イオン貝塚店」グランドオープン
イオンは、１１月２４日（土）、大阪府貝塚市地藏堂に「イオン貝塚店」をグランドオープ
ンいたします。

【イオン貝塚店の特徴】
「イオン貝塚店」は、高齢化や単身世帯の増加など地域社会の変化や、エコ志向、“時短”
などのお客さまのライフスタイルの変化に対応する店舗として生まれ変わるべく、
１９８７年１１月に開業した「ジャスコ貝塚店」を２００８年に一時閉店、建物から売場
まで全てを一新し、このたび新たにオープンします。「日々、ゆったりと、楽しく、便利に」
をコンセプトに、日々の生活を豊かにする、「モノ」「コト」を充実させたデイリーユースの
お店として、ファミリー世代の方々からグランド・ジェネレーション※（以下、Ｇ.Ｇ）世代
まで、幅広い世代のお客さまのニーズに応じた商品・サービスを提供いたします。
※脚本家や大学教授など幅広い分野で活躍されている小山薫堂さんが提唱する「シニア」に代わる世代の
考え方で、グランドは最上級を意味し、シニアを人生の中で最上の世代と捉えるものです。

＜取り組みの一例＞
・Ｇ.Ｇ世代や単身世帯など、現代のライフスタイルに合わせ、必要な分だけ購入できる
「量り売り」の惣菜や“中食”“簡便”メニューを品揃えします。
・自転車専門店「イオンバイク」、リカー専門店「イオンリカー」、そしてペット専門店
「イオンペット」など、趣味や習い事などプライベートを楽しまれるお客さまにも
ご満足いただける専門性の高い売場を集めます。
・イオンクレジットサービス、イオン銀行、イオン保険サービスの機能を一カ所でご提供
する「総合金融ショップ」を導入します。資産運用や住宅ローン、保険などお客さまの
“お金”に関するご相談をワンストップで承ります。

イオン貝塚店完成予想図
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【イオン貝塚店の立地・商圏】
当店が立地する貝塚市は、大阪市と和歌山市のほぼ中間にあり、市の北西部は大阪湾に
面し、大阪府唯一の自然海岸「二色の浜」を有しており、南東部は和泉葛城山系から
和歌山県へとつながります。また当地は、大阪都市圏の住宅地として発展するとともに、
貝塚の特産品「水なす」栽培やつげ櫛などの伝統産業、だんじり祭などの伝統行事を大切に
受け継いでいるエリアです。
当店は、ＪＲ阪和線「和泉橋本」駅から徒歩約５分の貝塚市地藏堂に位置し、貝塚市に
隣接する岸和田市、泉佐野市、熊取町など周辺エリアからの公共交通機関ご利用による
ご来店にも便利な立地です。

＜広域図＞

＜近隣図＞

【快適・便利に当店をご利用いただくための取り組み】
◆サービス介助士によるお客さまのお買い物サポート
当店では、サービス介助士の有資格者と介助研修を受講した従業員が、ご高齢の方、
ハンディキャップをお持ちのお客さまをサポートします。また、厚生労働省が推進する
「認知症サポーター」の一環として、認知症サポーター養成講座を受講した従業員
約３００名が、認知症の方及びそのご家族のお買い物をサポートします。
◆「即日便」によるお届けサービス（有料）
当店では、近隣エリア（貝塚市、泉佐野市、熊取町）にお住まいのお客さまを対象に、
お買い上げ商品をその日のうちにご自宅へお届けする「即日便」サービスの実施を予定し
ています。
◆店内表示、ＰＯＰなどに見やすい文字や色を導入
店内の表示には、年齢やハンディキャップ
の有無にかかわらず、すべての人が快適に
ご利用できる文字や色を導入します。 また、
イオン直営売場で商品情報を伝えるＰＯＰ
表示も、文字の大きさや字体、レイアウトに
工夫を施し、どなたにも見やすい表示にして
います。
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【環境保全・社会貢献への取り組み】
１０月２８日（日）、地域の皆さまと「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を実施します
イオンは、新たな店舗のオープンに際して、地域の
お客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動とし
て、敷地内にその地域に自生する「ふるさとの木」の
苗木を植樹し、地域のお客さまとともに大切に育ててい
く「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を開催していま
す。当店では１０月２８日（日）に植樹祭を開催し、
地域の樹木を中心とした苗木約６,０００本を地域の
皆さま約６００名とともに植樹する予定です。これによ
り、イオンの国内外で取り組んだ植樹本数は累計
約９８０万本となります。

昨年３月に実施したイオン
モール伊丹昆陽の植樹風景

◆環境に配慮した設備の導入
・施設内照明は１００％ＬＥＤ照明を導入
・壁面緑化、屋上緑化（合計 約１,２５０㎡）
・太陽光発電（ソーラーパネル

面積：約１１０㎡、

発電容量：１５ｋＷ）
・ＥＶステーション（電気自動車充電スペース）
２台分
・再生アスファルト舗装（駐車場）
、間伐材の利用
（植栽の周り、駐車場車止め）など資源の有効活用
イオン貝塚店の壁面緑化
◆毎月１１日は「いい日・いい街・イオンデー」
イオンは、毎月１１日に「いい日・いい街・イオン
デー」を開催しています。地域のボランティア団体を
応援するために、お客さまが投函される黄色いレシー
ト合計金額の１％相当の品物を贈呈する「イオン
幸せの黄色いレシートキャンペーン」を実施します。
さらに従業員が店舗周辺や公共施設の清掃を行う
「クリーン＆グリーン活動」など、様々な地域貢献 「 イオン 幸 せの黄色い レシー ト
キャンペーン」
活動に取り組みます。

◆「くらしのライフライン」として地域防災の貢献
イオンは、２０１０年６月に大阪府と災害対策に関する項目を含む包括提携協定を締結
しました。当店においても、
「くらしのライフライン」として、地域防災等に積極的に取り
組むほか、現在は緊急物資の供給や駐車場の一時避難場所としての使用などの内容を含む
防災協定締結に向けて貝塚市と準備を進めています。
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【イオン貝塚店の概要】
店 舗 名：

イオン貝塚店

所 在 地：

大阪府貝塚市地藏堂７４番２

開 店 日：

２０１２年１１月２４日（土）午前８時グランドオープン
（１１月２１日（水）午前８時ソフトオープン）

営業時間：

イオン

１Ｆ

８時〜２３時
※イオンバイクは９時〜２２時、医薬品売場、調剤薬局は営業時間が
異なります。

２Ｆ
専門店
休 業 日：
規

９時〜２２時

各店舗により営業時間が異なります。

年中無休

模： 敷地面積

２８,３００㎡

商業施設面積 １５,７４０㎡
直営面積

１０,６３０㎡

駐 車 場：

７７１台

駐 輪 場：

５６０台（バイクを含む）

店

長：

佐々木

裕司（ささき

従業員数：

イオン

約３５０名

ゆうじ）

＜ソフトオープン＞
当店は、オープン時の店舗周辺の交通渋滞を緩和するため、また建設期間中にご協力い
ただいた店舗近隣の皆さまにゆっくりとお買い物を楽しんでいただくため、１１月２１日
（水）〜２３日（金）の３日間をソフトオープン期間として営業します。
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【イオン貝塚店 直営売場について】
＜ 食品 ＞
惣菜の量り売り、簡便食品など世帯ごとのニーズに合わせた商品を豊富に品揃え
◆ベーカリー、惣菜、冷凍食品、スイーツなどを取り揃える
「デリカワールド」では、“朝食＆健康”や“弁当＆おか
ず”など、生活シーンに合わせたメニューを豊富に展開し
ます。また、イオングループの弁当・惣菜専門店チェーン
「オリジン東秀㈱」の商品を新たに導入し、できたての
お惣菜の量り売りやお弁当、おにぎりをご提供します。
イメージ

◆冷凍食品コーナーでは、主食とおかずがセットになった
ワントレー商品などを展開するイオンのブランド「トップバリュ レディーミール」をはじ
め、
「おかず」や「個食」をテーマにした冷凍食品を簡単調理商品としてコーナー展開しま
す。また、全国の有名店の味を集めた「全国グルメコーナー」、各地の牧場のアイスクリー
ムを集めた「牧場アイスコーナー」などのこだわり商品を展開します。
◆水産売場では、消費者のお魚離れの傾向が続くなか、手軽
に、気軽においしく水産物を食べていただける「ファスト
フィッシュ※」のコーナーを本格展開します。イオンと岩
手県久慈市漁業共同組合、三陸鉄道が協力した国内初の
ファストフィッシュ商品「三陸産骨取り味つきさんま」を
はじめ、
「骨を取るのが面倒」
「魚の調理の仕方がわからな
い」といったお客さまの声にお応えした商品を取り揃えま

イメージ

す。
※ファストフィッシュ：手軽・気軽においしく水産物を食べること及びそれを可能にする商品や食べ方の
ことで、今後普及の可能性を有し、水産物の消費拡大に資するもの。水産庁が認定しています。

◆農産売場では大阪府の中で農業生産量が多い泉南地域の葉物などの地場野菜や隣接する
和歌山県の果実などを取り揃えたコーナーを毎月展開します。

＜ 暮らしの品 ＞
日用品からインテリア、家のリフォームまで、トータルで快適な暮らしをご提案
◆調理用品や食器関連の売場では、フォトフレームやテーブ
ルクロス、造花などのテーブル周りの装飾用品を展開しま
す。また、お客さまからの「寝具類はワンストップで納得
いくものを揃えたい」という声にお応えし“かたさ”
“高さ”を選べるまくらやマットレスを「お試しコーナー」
も設置して展開します。
イメージ

◆専任担当者によるご相談、お見積りから施工、アフターサ
ービスまでイオンが窓口としてトータルで承る 「イオン
住まいのリフォーム」を展開します。熱の出入りが一番多
い「窓」のリフォームからキッチン、水回りはもちろん、
ご家庭で電気を生み出す「太陽光発電システム」もご提案
します。
イメージ
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＜ ヘルス＆ビューティーケア ＞
幅広い年代のお客さまの“美と健康”に対するニーズにお応えする品揃え
◆化粧品売場では、イオンならではの商品として、韓国の人
気ショップコスメブランド「ＴＨＥＦＡＣＥＳＨＯＰ
（ザ・フェイスショップ）」およびイオンと韓国のＬＧ生
活健康社が共同企画したブランド「ＴＨＥＧＯＬＤＥＮＳ
ＨＯＰ（ザ・ゴールデンショップ）
」を展開します。この
ほかにもオーガニックやアンチエイジングをテーマにし
たアイテムなど、若年層からＧ.Ｇ世代まで、あらゆる年
イメージ

代のお客さまに対応した化粧品を取り揃えます。

◆医薬品売場は調剤薬局を併設し、お買い物のついでにお薬を受け取っていただけます。
当店の調剤薬局は年中無休で営業し、全国どこの病院の処方箋でも受付します。
◆アクティブでファッションへの感度が高いＧ.Ｇ世代の
方々にもぴったりのフレームデザインをお手ごろな価格
でご提案するイオンのメガネ店「オプトバリュ」を関西で初めて出店します。

＜ 衣料品 ＞
帽子やトラベル用品など雑貨も充実。トータルコーディネートをご提案
◆服飾雑貨では、アウトドア、スポーツ、ワークテイストなど、お客さまの着用シーンにあ
った多彩なデザインを展開する帽子コーナーに加え、トラベル売場ではバッグとラゲージ
の国内Ｎｏ．１メーカーとの共同企画による新ブランド「タビアージュ」のイオン限定商
品やＪＡＬと共同企画したデジカメケース、トラベルポーチなどを展開します。また、靴
専門店「グリーンボックス」がウォーキング需要にお応えします。
◆インナー売場では、イオンのブランド「トップバリュ」の機能性肌着をはじめ、肌着
メーカーとイオンが共同企画した下着ブランド「fufu（フフ）」など、イオンならではの
商品をはじめ、“家ナカ”でくつろぐための靴下やホームウェアなど、それぞれの季節を
快適にお過ごしいただく商品を展開します。
◆衣料品売場では、世界で活躍するデザイナー島田順子さんが
パ
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手がけるレディスブランド「Ｐａｒｔ２ ｂｙ ＪＵＮＫＯ
シ

マ

ダ

ＳＨＩＭＡＤＡ」など、Ｇ.Ｇ世代のお客さま向けに、着心地
とデザインの両立を追求した商品を生活シーンごとに集めた
ゾーン「ＯＴＯＮＡＧＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ（オトナギコ
レクション）」を本格展開します。また、アパレル＆雑貨店
「セルフ＋サービス」では環境に配慮したエシカルな素材を
採用した商品をご提案します。
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イメージ

【イオン貝塚店

専門店について】

＜ イオンバイク ＞
「イオンバイク」は、日常の自転車にとどまらず、世界的
な自転車メーカー「ジャイアントグループ（本社：台湾）」
の「モーメンタム」ブランドの自転車やパーツ類、ウエア、
装飾雑貨など深い品揃えで展開します。また、自転車に関す
る公的資格を有した「イオンサイクルアドバイザー」を配置
し、修理や点検などきめ細やかなサービスをご提供します。
イメージ

＜ イオンリカー ＞
「イオンリカー貝塚店」は、常時約５００品目のワインを
展開します。また、パスタやチーズなどの輸入食品を扱う
コーナーを併設し、ワインを中心とした豊かで楽しい食生活
を提案します。
日本酒売場は、地元泉州の蔵元おすすめ商品や各地の地酒
約１００種、焼酎約３００種など幅広い品揃えで展開します。
イメージ

＜パンドラハウス ＞
手芸用品の「パンドラハウス」は、実用はもちろん趣味で
手芸を楽しむためのアイテムまで約１６,０００品目を取り
揃えるほか、天然石ビーズやレザークラフトなどの無料講習
会を定期的に開催し、手作りの楽しさをご提案します。
イメージ

＜ イオンペット ＞
ペットの専門店「イオンペット」は、ペットフードやシャ
ンプーの日常消耗品から専門商材まで幅広い商品を取り揃
えると共に、トリミング（ペットの美容室）、ペットホテル
を併設、地域のお客さまとペットの快適で楽しい生活をお手
伝いします。
イメージ

＜ トップバリュコレクション ＞
企画・製造から販売までを一貫して行うイオンのカジュアル衣
料「トップバリュコレクション」では、
「暮らし心地の良い服」を
コンセプトに、カジュアル衣料や服飾雑貨をお手ごろ価格で展開
します。

【総合金融ショップについて】
結婚や住宅購入資金、家のリフォームや老後の備えなど、お客さまのさまざまなライフス
テージにおけるご相談を承る金融サービスの機能をひとつのゾーンに集めた「総合金融ショ
ップ」を導入します。毎日のお買物はもちろん、“お金”のご相談や手続きも、「イオン貝塚
店」にてワンストップでご利用いただけます。
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【フロアマップ】

【イオン貝塚店の専門店リスト】
店名

業種

１

イオンリカー

リカー・輸入食品

２

イオンバイク

自転車・自転車関連用品

３

イオンペット

ペット

４

総合金融ショップ

金融・保険

イオンクレジットサービス
イオン銀行
イオン保険サービス
５

ＢＡＵＣＩＳ（バウキス）

喫茶

６

イレブンカット

美容室

７

フィトナチュール

リラクゼーション

８

まさや鍼灸整骨院

鍼灸・整骨

９

宝くじチャンスセンター

宝くじ

１０

クリーニングルビー

クリーニング

１１

未来屋書店

書籍

１２

はん・印刷

１３

ジュエルカフェ

貴金属・金券買取

１４

セイハ英語学院

子ども英会話

１５

サーティワンアイスクリーム

アイスクリーム

１６

丸亀製麺

うどん

１７

長崎ちゃんぽんリンガーハット

ちゃんぽん

１８

じゃんぼ総本店

たこ焼

１９

果汁工房果琳

ジュースバー

大谷

印鑑

「イオン」直営売場内専門店
店名

業種

１

カンテボーレ

インストアベーカリー

２

不二家

洋菓子

３

焼魚屋さん

魚惣菜

４

イオンニューコム

携帯電話

５

トップバリュ・コレクション

カジュアル衣料

６

グリーンボックス

靴

７

パンドラハウス

クラフト
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