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２ ０ １ ３ 年 ４ 月 ４ 日 

イ オ ン 株 式 会 社 
イ オ ン タ ウ ン 株 式 会 社 

マックスバリュ関東株式会社 

 

              

イオンの次世代型エコストア「スマートイオン」第２号店 

４月１２日（金）ＡＭ７：００「イオンタウン新船橋」グランドオープン 
国土交通省 住宅・建築物 省ＣＯ２先導事業採択事業モデルプロジェクトに採択 

 

 

イオンは、４月１２日（金）に千葉県船橋市に「イオンタウン新船橋」（以下、当ＳＣ）をグラン

ドオープンします。 

当ＳＣは、節電や省エネに対する社会的ニーズの高まりや今後予想される電力供給不足、また、東

日本大震災の経験を踏まえ、地域と協働してエネルギーの効率化や防災などに対応する機能を備えた

次世代エコストア「スマートイオン」の第２号店として誕生します。 

 

当ＳＣは、地域のお客さまの日々の生活に密着した商品とサービスを取り揃え、豊かなくらしを応

援する生活支援拠点「ライフスタイルサポーター」をめざし、昨年４月に同エリアにオープンした  

「イオンモール船橋」と一体となり、地域のお客さまに一層便利な暮らしを提案してまいります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 当ＳＣは、「国土交通省 平成２４年度第１回住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 建築物（非住宅）

中小規模建築部門」に採択された先導的役割を担うプロジェクトの対象施設です。高効率空調

システム等の導入や、ＳＣ内全体の照明を１００％ＬＥＤ化するなどの取り組みにより、従来

の機器に比べ空調、換気、照明のエネルギー使用量を大幅に抑制し、省エネ法規準値の約５０％

削減をめざすイオン 高水準の省エネ商業施設です。 

◆ 核店舗の食品スーパー「マックスバリュ」内の冷凍・冷蔵ショーケースの７０％に、千葉県内

のスーパーでは初めて、オゾン破壊がなくかつ温暖化影響の少ない高効率のＣＯ２冷媒冷凍機

を採用します。これらの機器の導入や冷凍･冷蔵ショーケースのＬＥＤ照明や扉の設置などによ

り合計約５０％の省エネ効果を見込んでいます。 

◆ 屋上にはレンタル菜園「ＧＡＲＤＥＮ ＦＡＲＭ」、２階屋外には様々なイベントを開催できる

「コミュニティ・ガーデン」を備えています。当ＳＣは地域コミュニティの活性化や屋上緑化に

よる熱負荷低減効果を目指します。 
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【当ＳＣの立地】  

当ＳＣは、千葉県船橋市東武野田線「新船橋駅」東側に位置し、三菱商事株式会社と野村不動産株

式会社による船橋駅前東地区開発事業の環境配慮型街づくり、みらＳＡＴＯプロジェクト「スマート

シェア・タウン構想」として誕生した新しい街の中に誕生します。ＪＲ船橋駅から総武快速線を利用

すると東京、千葉まで約３０分と、通勤・通学にも大変便利な、人口の増加も見込まれるエリアです。 

また、あらゆる世代に対応したイオンのショッピングモール「イオンモール船橋」と連携し、環境

保全活動や社会貢献活動などを一体となって取り組むことで、一層便利で暮らしやすい街づくりに貢

献してまいります。 

 

 

【当ＳＣ構成と主な特徴】  

・日常の利便性と豊かなくらしづくりを「マックスバリュ」と２５の専門店がサポート 

当ＳＣでは、地域特性や人口動態の変化、健康や地球環境に対する意識の高まりなどに対応す

るため、パソコン教室や園芸教室、美容院、ペット用ビューティーサロンなど、くらしをより豊か

にする「コト（サービス）」に加え、生活必需品や購買頻度の高い食品やキッチン雑貨などの「モノ

（商品）」をバランス良く取り揃えています。２４時間営業の「マックスバリュ」を中心とした２５

の専門店で構成する、地上２階建て（駐車場１４４台、駐輪場２６８台）の商業施設です。 

 

・地域コミュニティの活性化をイベントスペース（約２００㎡）と屋上菜園でサポート 

イオンタウンが運営する全国各地のＳＣにおいて、その地域の自治会や各種サークル、ＮＰＯ団体

や各種学校の方々と連動し、様々なイベントを企画・開催しています。当ＳＣにおいても、イベン

トスペース「コミュニティ・ガーデン」や屋外菜園「ＧＡＲＤＥＮ ＦＡＲＭ」を基点として地域

のみなさまの交流を深める場、新しい発見に出会える夢のある場所となれるよう、地域コミュニテ

ィの活性化のためのイベントをご提供します。 

ご参考 

２０１１年２月にオープンしましたイオンタウン姫路（兵庫県姫路市）では、地域にお住まいの皆さ

まや各種学校の生徒の皆さま、ご入店いただいている専門店スタッフさまにご協力いただき、イベン

ト開催年間６００回の目標を継続的に達成し、お客さまに「いつも何かをやっている」と期待してい

ただけるよう努めています。 
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【施設概要】  

Ｓ Ｃ 名 称 イオンタウン新船橋 

所 在 地 千葉県船橋市北本町１丁目１９番５０号 

ＳＣ運営管理 イオンタウン株式会社 

電 話 ０４３－２１２－６３０５（イオンタウン株式会社 営業本部 関東事業部） 

ＨＰアドレス http://www.aeontown.co.jp/shinfunabashi 

ＳＣ全体 イオンタウン新船橋 
イオンタウン株式会社営業本部 

 東関東エリアマネジャー 

 山路 信成（やまじ のぶなり） 責 任 者 

核 店 舗 マックスバリュ新船橋店 
マックスバリュ新船橋店 店長 

斉藤 俊明（さいとう としあき） 

２６店舗（核店舗・ＡＴＭ含む） 

店 舗 数 
地 元 企 業

県内本社企業 ９（市内本社企業 ２）、県外本社１７ 

※県内初出店２ 

敷 地 面 積 約８,３００㎡ 駐 車 台 数 １４４台 

建物延床面積 約５,７００㎡ 駐 輪 台 数 ２６８台 

商業施設面積 約３,９１０㎡ 〔内訳〕  

 マックスバリュ 約１,９００㎡ 

 物販 約１,２００㎡ 

     サービス 約８１０㎡ 

屋上菜園面積 約５５０㎡      

イ ベ ン ト 

ス ペ ー ス 面 積 
約２００㎥ 

開 店 日 時 ２０１３年４月１２日（金）ＡＭ７：００グランドオープン 

営 業 時 間 マックスバリュ ２４時間（年中無休）  

 その他専門店 ９：００～２１：００ ※４月１３日より通常営業 

 なお、営業時間が上記と異なる店舗も一部ございます。 

休 業 日 年中無休 

Ｓ Ｃ 全 体 約２８０名 
従 業 員 数 

マックスバリュ 約１６０名     専門店 約１２０名 

基 本 商 圏 車５分圏内 約３万５００世帯、約６万７千人 
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【「スマートイオン」の取り組み 】  

 

イオンは、節電、省エネに対する社会的ニーズの高まりや今後予想される慢性的な電力供給不足

への対応に向けて、２０１２年９月に「イオンのエコプロジェクト（以下、同プロジェクト）」を策

定しました。２０２０年度までにエネルギー使用量５０％削減、再生可能エネルギー２０万ｋＷの

創電、防災対応などの高い目標を掲げ、「へらそう」「つくろう」「まもろう」の３つの作戦を推進し

ています。 

本年３月、イオンはこれまで 新の技術や仕組みを導入して展開してきたエコストアに、さらに

“まちぐるみ”の視点を取り入れた次世代エコストア「スマートイオン」の展開をスタートしまし

た。「スマートイオン」は、地域との協働によるエネルギーの効率化や防災・地域インフラの構築、

生物多様性・景観への配慮など５つの基準のすべてを満たした、同プロジェクトを具現化するスマ

ートコミュニティ参加※型の商業施設です。 

当ＳＣはスマートイオンの第２号店として、持続可能な「まちづくり、コミュニティづくり」に

貢献してまいります。 

 

※ IT ネットワークを活用した地域単位でのエネルギー（電力、熱など）の需要・供給コントロール、交通環境

（スマートモビリティ）や電子マネーなどのサービスを有効活用する次世代の社会システムです。 

 

 

 

 

【スマートイオンの基準】 

 

 

 

 

 

スマートエネルギー エネルギーを地域で効率的に融通しあう仕組みの構築を推進しま

す。 

ＷＡＯＮ・ネットとの融合 電子マネー・ネット環境を積極的に活用し、環境に負荷をかけな

いショッピングやサービスを提供します。 

防災・地域インフラ 緊急時、地域の防災拠点として機能する店舗をつくります。 

生物多様性・景観 自然の要素を取り入れ、景観や生物多様性を意識した店舗をつく

ります。 

新
た
に
加
わ
る
５
基
準 

交通環境 

（スマートモビリティ） 

人と環境にやさしい交通環境の創出を目指します。 

省（創）エネ・省資源 創（省）エネルギー、省資源に配慮した環境効率の高い店舗をつ

くります。 

エコアクティブコンシューマー 次世代を担う子どもたちのエコ・リテラシーの向上に努めます。

 
エ
コ
ス
ト
ア
３
基
準 

スマートコミュニケーション 健康と環境に配慮した情報や商品の提供を通じて、エコライフス

タイルを提案します。 
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【「スマートイオン」の具体的な取り組み】 

 

◆省（創）エネ・省資源の取り組み／スマートエネルギー「エネルギーの効率性を高める」 

１．国土交通省 住宅・建築物省ＣＯ２先導事業（非住宅） 

当ＳＣは、「国土交通省 平成２４年度第１回住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 建築物（非住宅）中

小規模建築部門」に採択された、先導的役割を担うプロジェクトの対象施設です。高効率空調シ

ステム等の導入や、ＳＣ内全体の照明を１００％ＬＥＤ化するなど数々の取り組みにより、従来

の機器に比べ空調、換気、照明のエネルギー使用量を削減、省エネ法規準値の約５０％削減をめ

ざすイオン 高水準の省エネ商業施設です。 

 

２．ＣＯ２冷媒を採用した冷凍・冷蔵ショーケースの使用（県内初） 

マックスバリュ内の冷凍・冷蔵ショーケースのうち７０％に高効率のＣＯ２冷媒冷凍機を採用し

ています。ＣＯ２冷媒は、オゾン破壊係数がゼロおよび地球温暖化係数が低い｢脱フロン｣冷媒で

す。これらの機器の使用と機器周辺のＬＥＤ照明や扉の設置などにより、合計約５０％の省エネ

効果を図ります。 

※ 大年間ＣＯ２削減量 約９６.４ｔ 

 

２．照明の１００％ＬＥＤ化 

当ＳＣ内の全ての照明（外構、核店舗内、専門店内、共用部分、バックヤード）を１００％     

ＬＥＤ化します。ＬＥＤは、蛍光灯に比べて消費電力が少ない他、熱負荷が少ないため空調負荷

が低減し、約５５％の消費電力削減を見込んでいます。※ 大年間削減ＣＯ２量９４.０ｔ 

 

３．蓄電池を利用した太陽光発電の有効活用 

当ＳＣ屋上（約１０ｋＷ）とセンターサークルパーゴラ※（約３.５ｋＷ）の２カ所に太陽光発電
パネルを設置します。発電した電力は蓄電池に充電し、施設内の照明や井戸の水揚げポンプに使
用されます。当ＳＣにて発電された電力量は、１階エコステーションに設置したモニターに表示
され、お客さまにエコの取り組みを身近に感じていただけるようになっています。 
また、災害発生などによる停電時には、エコステーションに設置された携帯電話の充電器の電源
として活用されます。※ 大年間削減ＣＯ２量６.５ｔ予定 

※パーゴラ：軒先、庭先などに作る格子状の日陰棚 

 

４．井戸水の利用  

敷地内に井戸を掘り、トイレ洗浄水や植栽潅水に使用することにより水道水の利用率を下げる他、
井戸水の放射熱を利用して夏は冷たく、冬は暖かい地下水の性質を利用して環境負荷低減を図り
ます。 
※空調機の直接冷却にも利用し、上水道の 大１５０㎥／月の節水予定（一般家庭５.７世帯分） 

 

５．クラウドＢＥＭＳ（Building and Energy Management System) の導入 

クラウドＢＥＭＳを導入して、ＳＣ内で稼動する機器類の遠隔監視、運転管理をすることで、エ

ネルギー消費量の削減を図ります。 

※通常使用量の１０～１５％削減予定 

 

６．専門店用スマートメーターの導入  
各専門店の電力量を随時測定して店舗に設置した警報付きの電力モニターで消費電力を“見える
化”し、専門店ごとの運用状況を示します。 
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◆ＷＡＯＮ・ネットとの融合「環境に負荷をかけないショッピングやサービスのご提案」 

１．イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」を活用した生活の利便性向上 

お買い物の度にポイントがたまるお得なイオンの電子マネー   

「ＷＡＯＮ（ワオン）」の端末機をマックスバリュ他約１５店舗に導入。

お買い物前に「ＷＡＯＮ」カードにチャージ（入金）しておくことに

より、レジではカードを専用機端末機にかざすだけでお買い物ができ

ます。（一部ご利用いただけない専門店もございます。） 

また、当ＳＣの駐車場をご利用の際にＷＡＯＮカード認証で出入庫

が可能な「駐車場料金精算機」を導入し、お客さまの利便性向上を

図ります。 

※通常カードご利用金額２００円（税込）ごとに1ＷＡＯＮポイント（1円相当） 
 
◆防災･地域インフラ「地域の防災拠点として機能する店舗」 

１．「災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定」締結 

２０１３年３月３１日、船橋市とイオンタウン及びマックスバリュ関東は、有事の際に官民一体

となり被災者対応をすることをお約束する協定を締結しました。災害発生の際は、船橋市、イオ

ンモール船橋、イオンタウン新船橋にて即座に連携し、一時避難場所や生活物資のご提供、被災

者救済を行い、皆さまの安全で安心な生活をサポートします。また、緊急時に使用できるよう、

受水槽に水栓を設置しています。 

 

２．ユニバーサルデザインの専門家による監修 

当ＳＣでは、計画にあたり「わかりやすく、使いやすい」をめざし、各地でユニバーサルデザイ

ンのまちづくりを指導されている島根大学特任教授の田中直人先生にご監修いただき、施設全体

にユニバーサルデザインを導入しています。 

・ 認識しやすい導入サイン 

・ 無料車椅子の配備  

 

３．ＡＥＤ（自動対外式除細動器）の設置 

  心臓が突然停止した際に、電気ショックを与えて心臓の動きを戻すＡＥＤを１階エレベーター

横に配置し、救急車を待つ間にも応急手当ができるようにします。 

 

 

◆生物多様性・景観の取り組み「自然の要素を取り入れ、景観や生物多様性を意識した店舗設計」 

緑豊かなＳＣを創造して地域に溶け込むため、イベント広場「コミュニティ・ガーデン」や環境

教育が可能な屋上レンタル菜園「ＧＡＲＤＥＮ ＦＡＲＭ」を設置し、緑あふれる環境と地域活動、

学びを連動させた取り組みを行います。 

 
１．地域公開型屋上緑化「屋上レンタル菜園」※の設置 

① 地域にお住まいのお客さまにご利用いただけるレンタル菜 

  を設けることで、当菜園を中心として地域の家庭菜園文化 

の醸成や園芸コミュニティの活性化を図ります。 

② 地域の幼稚園や小学校、病院や福祉施設の皆さま向け講習会 

を行うことにより、地域の食育・花育、園芸セラピーの役割  

を担います。また、ＮＨＫ趣味の園芸や各種書籍で著名な 

河合伸志先生監修のもと定期的に園芸教室を開催します。 

③ プチ･レンタル菜園では、無農薬、無化学肥料で安全・安心 

 な野菜づくりができます。 

※屋上レンタル菜園の貸し出し１区画（６０ｃｍ×６０ｃｍ）月８５０円～ 
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２．「コミュニティ・ガーデン」の設置 

２階屋外に、地域の学校や行政、自治会等の皆さまと連動し、様々

なイベントを企画・開催するためのイベントスペースを設け、地

域の皆さま同士の交流を深める場や、新しい発見に出会える夢の

ある場となれるよう、地域コミュニティの活性化のためのイベン

トをご提案します。 

  イベント例： 朝市・農産販売やフリーマーケット、 

パフォーマンス、地域小学校の吹奏楽発表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「イオンふるさとの森づくり」活動 

イオンでは、１９９１年より新しい店舗がオープンする際に、お客さまとともに敷地内に地域に

自生する植物の苗木を植樹する「イオン ふるさとの森づくり」を実施しています。当ＳＣにおい

ても、３月３１日、近隣にお住まいの皆さまにご協力いただき、約２,２００本（約３５０㎡）の

植樹を行いました。なお、イオングループの植樹活動は、本年１,０００万本の節目を迎えます。

（２０１２年度末累計植樹本数：９９０万本）  

 

４．周辺マンションからの景観にも配慮した「 壁面緑化 」  

街全体の緑豊かな景観に配慮するため、屋上設備スペースと菜

園スペースの間仕切りや屋上外周に「フェンスパイプ式壁面生

産緑化」のシステムを導入しました。このシステムはハイドロ

カルチャー※ 

 と排水パイプを組み合わせた水耕栽培であり、園

芸用土での栽培に比べより清潔です。ここで生産した植物は、

当ＳＣ内の植栽や地域の緑化活動に活用します。 

※ハイドロカルチャーとは、粘土を高温で焼成した粒状の発泡煉石を植え

込み材として用いた水耕栽培です。 

 

【 緑化とレンタル菜園による効果】  

 

 

壁面緑化

菜園 

園芸 

イベント
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５．自然木の温もりと耐火性能を兼ね備えた「燃エンウッドⓇ 

 」 

お客さまに自然木の温もりを感じながら、安心してお買物をお楽しみい
ただくため、マックスバリュ店内の柱６本に耐火性に優れた自然木によ
る耐火集成材「燃エンウッドⓇ 

 」
※を使用しました。 

※「燃エンウッドⓇ 

 」は株式会社竹中工務店が開発され、第９回エコプ
ロダクツ（２０１２年開催）大賞農林水産大臣賞を受賞した先進的な
建築材です。 

※ ＬＣＣＯ２（ライフサイクルＣＯ２）約９.１ｔ削減予定 
 

 

６．光ダクト「スカイライトチューブ」の導入  
屋根面に特殊なドームレンズを設置して太陽光を取り込み、チュー
ブの中をプリズム反射しながら店内に光を届ける太陽光照明システ
ム「スカイライトチューブ」です。ゼロエネルギー照明のため、災
害発生等による停電時にもＳＣ内を照らし安心と安全をもたらす効
果を期待しています。 
※ 大年間削減ＣＯ２量 ０.９ｔ 

 

 

 

◆交通環境「人と環境にやさしい交通環境の創出」 

１．電気自動車充電スタンド ２基設置 

今後の電気自動車の普及を見据えて、電気自動車用とプラグインハイブリット自動車の両方で使
用可能な充電ステーションを設置します。（急速充電器１基、普通充電器１基） 

 

 

 

【当ＳＣの特長】 

 

１．船橋市の花などをモチーフとした「アートプログラム」 

当ＳＣが船橋市の一員であること、そして、いつまでも愛されるＳＣとなれるよう、彫刻家の柳

澤飛鳥氏に制作を依頼し、船橋市の花である「カザグルマ」をモチーフとしたシンボルマーク「森

に舞うかざぐるま」を制作。それに呼応したアートワークを敷地内の要所に設置します。 

・ウエルカムサイン＆エコオブジェ：「森のかざぐるま」（風：風力発電機） 

敷地北西コーナーに、風力発電機を取り囲むように「市の花」と「カザグルマ」をイメージした

２種類の大きさのカラフルなオブジェを配置。風によってカザグルマが回転し、風力発電による

電力で光り、潤いを演出します。 

・センターサークルのパーゴラ：「森のこもれび」（太陽：太陽光発電） 

新船橋駅からの東向きの正面、街の中心部となる「センターサークル」に、近隣街区のデザイン

と円弧を合わせた再生木材製のパーゴラを設置しました。上部にソーラーパネルを設置して、そ

の電力を施設内の照明等に有効活用します。 

※パーゴラ：軒先、庭先などに作る格子状の日陰棚 

・コミュニティガーデンの時計ポール：「森のひととき」 

「カザグルマ」の花をモチーフに、空中に浮かぶ時計をイメージしたアート時計を設置。当ＳＣ

が地域と共に末永く時を刻んでいけるようにとの願いをこめました。 

・かわらアート：「森の大地」 

敷地内外（ベンチの背もたれや花植栽帯の腰壁など）に素焼き瓦の素材でつくるレリーフ（浮き

彫り彫刻）を配置しました。かざぐるま（船橋市の花）、ホオジロ（千葉県の鳥）、ヒマワリ（船

橋市の花）、さざんか（船橋市の木）など地域にちなんだ植物や鳥をモチーフにし、素朴な素材

でつくられたこれらのアート作品は、お客さまが手に触れて楽しめるように工夫をしています。 
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２．カラーの専門家による快適空間づくり 

当ＳＣでは、忙しい毎日を送る多くの皆さまに長く愛される施設となれるよう、自然に馴

染む色合い、目に優しく伝わる色合いを採用しました。 

〈 取り組みの例 〉  

・オブジェ「かざぐるま」 

かざぐるまのオブジェの配色は、ポップでカラフルな配色にして遠くからも可愛らしい花

が咲いているかのよう見えるよう演出しています。 

・スタッフルームの配色 

色彩心理の効果をとりいれ、お客さまがご利用になる空間と従業員が使用する空間の両方に

安らぎを感じるようオフホワイトを選定し、くつろげるピンクを側面の壁に配します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．車椅子でも快適に利用できるプランター  

どなたにでも快適にご利用いただける一般的に見かける四角形の

コンテナ菜園のほか、立ったままの方も車椅子に乗った方でも一

緒にご利用いただける「花びら型コミュニティプランター」を採

用しました。千葉大学大学院環境デザイン研究室による高齢者施

設や集合住宅、大学等での調査・実験を経たこのプランターによ

り、屈むことのつらさを取り除きながら園芸をお楽しみいただけ

ます。 

・花びら型コミュニティプランター 高さ７２ｃｍ×縦横 大１３７ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【監修：カラーコンシュエルジュ・カラーセラピスト 竹内 洋子氏 】  

脳科学に基づく観点から、また、女性として、１男１女の母としての観点 

からご助言をいただくため、色の専門家、カラーコンシェルジュ・カラー 

セラピスト、ＮＩＣＡ日本イリスカラー協会代表の竹内洋子氏にご監修い 

ただきました。 
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【専門店について】 

 当ＳＣでは、お仕事、子育て、趣味に忙しく過ごされている方々の日々の暮らしに密着し、お客さ

まの利便性を高められるよう専門店を配しました。 

 

◆１階「食とデイリーフーズ」 

スーパーマーケット「マックスバリュ」を中心に楽しい食卓づくりをご提案します。 

 

◆２階「美と健康と集いのフロア」 

ドラッグストア「ハックドラッグ（調剤薬局併設）」、リラクゼーションや歯科クリニックがお客さ

まの健康な暮らしをサポートします。また、ペットのクリニックやトリミング、ホテルを併設し、

大切なペットとの暮らしを楽しまれるお客さまのご期待にお応えします。 

 

◆専門店 

１．Ｔｈｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｄｅｃｏ 新業態 

均一雑貨「ダイソー」が新しく取り組むキッチン雑貨のお店です。 

新しい街での生活をスタートする方々をサポートするため、おしゃれで可愛いキッチングッズを豊

富に取り揃えます。価格帯は１００円からと、お買い求めやすさにこだわります。 

 

２．Ｇｒａｃｅ Ｇｒａｚｉａ（グラースグラーツィア） 県内初出店 

イオングループのカフェベーカリー「Ｇｒａｃｅ Ｇｒａｚｉａ」の「Ｇｒａｃｅ」は仏語で“恵

み”、「Ｇｒａｚｉａ」は伊語で“恵み”を意味します。自家製（オンリーワン）と商品のクォリ

ティにこだわり、手間を惜しまずに「美味しいパン」をご提供します。 

こだわりの製法：長時間発酵のフランスパン、長時間中種法の食パン等、こだわりの製法で小麦 

の香りと味を引き出します。 

カフェ：    お好みに合わせて２種類の豆をご用意しています（キリマンジャロ・コロンビ 

ア）。また、お子さま連れのお客さまにもご利用いただけるよう、自家製のミッ 

クスジュース、ヨーグルトジュース等ソフトドリンクも充実させています。 

 

３．ＴＨＥ ＦＡＲＭ＆ＦＬＯＷＥＲ  

ご家庭の暮らしを彩るお花を中心に、まちぐるみで行っている「グ

リーンカーテン」に関する備品（苗木、土等）も取り揃え、緑豊か

な暮らしをサポートします。  

 

４．イオンペット ビューティサロン 
・トリミングサービス 

「キレイ」はもちろん、ペット＆オーナー様に「癒し」「安心」「快適」をご提供します。 

    トリミング  … カットコース、シャンプーコース 

    ペットホテル … 冷暖房完備、お散歩１日２回、お引取りは閉店３０分前まで受け付けます。 

    一時預かり   … イオンタウン内で、ゆっくりお買物をお楽しみいただけます。 

  ・イオン動物病院 

   入院も可能な総合動物病院です。ペットの病気のことから体調管理のことまで、お気軽にご相談

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 



 11

【 専門店一覧 】  

本社 千葉県内 
屋号 業種 

県内○・市内◎ 初出店 

核店舗 １ 

マックスバリュ ＳＭ ○  

サービス １４ 

クリーニングちゃんぴマッくん クリーニング ◎  

イオン保険サービス 保険 ○  

イオン銀行 銀行 ○  

コペル 幼児教室 ◎  

カットファクトリー 理容   

メディケア歯科クリニック新船橋 歯科   

ハロー！パソコン教室  パソコン教室   

こども英会話のミネルヴァ 英会話教室   

森のまち整骨院 リラクゼーション   

HAIR SPACE ABLAZE 美容室   

ネイルモア ネイルサロン   

カフェ カフェ   

イオン動物病院  動物病院 ○  

イオンペットビューティサロン  トリミング ○  

物販 １１ 

Ｔｈｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｄｅｃｏ キッチン雑貨   

THE FARM＆FLOWER フラワーショップ ○ ○ 

ビタミンプラス サプリ・コスメ   

もしもしモンキー 携帯   

船橋銀座惣菜店 食物販（惣菜）   

老舗お茶のあづみ 食物販（お茶）   

麻布うす皮たい焼き寛太郎 食物販（たい焼き） ○  

おかしのまちおか 物販（お菓子）   

グラースグラーツィア新船橋 食物販（パン） ○ ○ 

ハックドラッグ ドラッグストア（調剤）   

リサイクルキング 貴金属買取販売   

ＭＶ含む専門店数＝２６ 
県内：８ 

市内：２ 
２ 
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■核店舗「マックスバリュ新船橋店」の概要 

 

１．地域に密着した食品スーパー「マックスバリュ」 

｢マックスバリュ新船橋店｣は、地域に密着した食品スーパーを目指し、“近くて便利で豊かな食生活

が実感できる商品とコミュニティの場をご提供する”を店づくりのコンセプトにします。２４時間

いつでも開いていて便利、必要な商品がどこにあるか分かりやすく、商品を選びやすい売場でショ

ートタイムショッピングが可能なお店づくりに取り組みます。 

普段の食品や商品は「毎日が安い」と実感いただけるよう地域ＮＯ.１の低価格でご提供します。 

一方、「こだわりの美味しい商品」、例えば地魚や黒毛和牛などの生鮮食品、できたての「手作り弁

当」、大玉で糖度の高い果物やおしゃれなスイーツなども取り揃えます。 

また、忙しいお客さまに喜ばれる調理の手間を省くレディートゥクック、そのままで食べられる  

レディートゥイートの商品も幅広く各売場で品揃えします。お客さまに楽しみにしていただける 

企画として、毎週「火曜市」「土曜朝市」を実施します。また、月に一度の企画として「お米の日」   

「ワインの日」「ペットの日」などのお買得企画もご提案します。 

＜各品売場の特徴＞ 

・青果売場 

船橋市在住の生産者コーナーを設置し、野菜を中心にいちご、落花生などの採りたてを産地から

そのままお届けします。「店長おすすめ」売場では、当日仕入れたお買得な商品を、自信を持って

お勧めします。また、簡便カット野菜やカットフルーツの品揃えを充実し、手間がかからず、食

材をムダにしない商品を取り揃えています。 

・水産売場  

地元船橋市場や築地市場から仕入れた鮮度のよい魚介類を販売します。また、畜産部門とともに

手間のいらない商品「フライパン亭」(仮称)をご提供します。ファストフィシュ・骨取り加工な

どのコーナーも併設します。 

・畜産売場  

豚小間切れ・若鶏もも肉等の消費頻度が高い商品は、「毎日が安い」とご満足いただけるようお買

得な価格でご提供します。また、店内で成形した黒毛和牛や生食など、「こだわりの美味しい商品」

にも取り組みます。 

・総菜売場  

手作りカツ、季節の天ぷら、旬のネタのにぎり、季節のサラダなどをタイムリーにご提供します。

特にお弁当は、日替りで楽しんでいただけるようおかずに変化をつけます。また、２４時間営業

の強みを活かし、例えば１９時にもできたてあつあつの商品をご提供します。 

 

２．地域の発展に寄与する社会貢献活動 

・「イオン･デー」 

毎月１１日の「イオン・デー」には、お客さまがレジ精算時に受け取られた黄色いレシートを応

援したい団体の投函ＢＯＸへ入れていただくと、お買い上げ金額合計の１％が地域ボランティア

団体などに品物で寄贈される「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、従業員が店舗周辺道路や公共施設周辺などの清掃を行う「クリーン＆グリーン活動」など、

さまざまな社会貢献活動を実施します。 

 

３．「マックスバリュ」における環境保全活動 

・「トップバリュ 共環宣言」  

イオンのブランド「トップバリュ 共環宣言」はじめ環境に配慮した商品を積極的に展開します。 

・買い物袋持参運動  

１９９１年よりマイバスケットやマイバッグご持参のご協力を呼びかける「買物袋持参運動」を

推進しています。お客さまと共にレジ袋の使用量を減らし省資源とゴミの減量化に繋げます。 
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・店頭リサイクル回収  

店頭に回収ボックスを設置し、使用済みトレイ、アルミ缶、ペットボトル等のリサイクルを行っ

ております。回収された牛乳パックなどは「トップバリュ共環宣言」 の原料の一部に使用して

再商品化するなど、循環型社会の構築に向けた取り組みを行っています。 

・イオンチアーズクラブのサポート活動  

イオンモール船橋と連携し、次世代を担うお子さま向けの環境教育を推進します。 

 

 

【ご案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    東武野田線「新船橋駅」徒歩２分 
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