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２０１４年１月２２日 

                      

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 

イオンリテール株式会社 

  ～集う くつろぐ 遊ぶ～ 

「イオンモール天童」 
３月２１日（金）ＡＭ９：００ グランドオープン 

 

イオンは２０１４年３月２１日（金）、山形県天童市にショッピングモール「イオンモール天童」

（以下、当モール）をグランドオープンします。 

当モールは、山形県の中央部天童市で開発が進められている天童市芳賀土地区画整理事業地内の 

「天童芳賀タウン」に立地。豊富な観光資源を持つ天童市の特性を活かし、地域の皆さまに愛着を

持っていただくことはもちろん、山形県を訪れる観光客の皆さまにもお楽しみいただける、“観光型

ショッピングモール”として、地域の情報発信拠点となる施設をめざしてまいります。 
 

◆伝統的な地域特色とシンプルモダンを融合したモールデザイン 

 将棋駒生産量日本一の天童市にちなみ、当モールのシンボルとして、モール外観東側、西側
に日本最大となる将棋駒をパンチングメタルで表現。東側の将棋駒には羽生善治三冠直筆の

「馬」とそれを基にした「左馬」をデザインしています。 

 山形県の名産である「ラ・フランス」や「さくらんぼ」などをイメージしたイベントスペー
スを館内３箇所に設置します。 

◆山形県初出店６８店舗を含む約１３０店舗で構成するモール棟専門店  

 「ＯＬＤ
オ ー ル ド

 ＮＡＶＹ
ネ イ ビ ー

」、「Ｈ
エイチ

＆
アンド

Ｍ
エム

」、「ＣＯＡＣＨ
コ ー チ

 ＦＡＣＴＯＲＹ
フ ァ ク ト リ ー

」などのインターナショナ

ルブランドから、県内最大級の席数を誇る「イオンシネマ」、地域随一のキッズファッショ

ンの集積など、地域の皆さまに新たなショッピングスタイルをご提案します。 

 県内最大級となる約７００席を誇るフードコートを展開。ゾーン内には、世界的に著名な地
元「天童木工」のファニチャーを商業施設としてははじめて導入します。 

◆モール棟と連動する「一体感のある美しい街づくり」をめざすアウトモール  

 「一体感のある美しい街づくり」をめざしモール棟東側にアウトモールを計画。１期計画と
して、天童市の名産、名品を提案する新たなコンセプトの飲食棟を配置します。 

 モール棟とアウトモール間のプロムナードは、モールデザインと統一したコンセプトとし、
天童芳賀タウンの街づくりとも連動する一体感のあるデザインとしました。 

◆核店舗「イオン天童店」はお客さまの暮らしを豊かにするお店（未来）を創造します。

 山形県内のイオンで最大規模となる食品ゾーンを構築し、世界から集めた食材と地元
にこだわった食材を豊富にご提供します。 

 オーガニックコスメ、調剤薬局などお客さまの美と健康をサポートする商品、サービス
を充実するほか、３世代に向けて最新のファッションをご提案する売場を展開します。 

 普段の暮らしをサポートする「暮らしのコンシェルジュ」や、お買物の合間におくつ
ろぎいただける「イオンドリップカフェ」など、イオンの東北初となる最新の商品・

サービスをご提供します。 
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ショッピングだけではなく、ご家族３世代全員で楽しみ、 

寛ぐことのできる空間をご提供 
 

１） 天童市で開発が進む新しいまち「天童芳賀タウン」に立地 

当モールは、奥羽山脈の山々や市の南西部を市域に沿って流れる最上川などに囲まれた

天童市の中央部で開発が進む「天童芳賀タウン」に位置します。 

「天童芳賀タウン」は、山形県を南北に縦貫する国道１３号線に程近く、東北中央自動

車道「天童ＩＣ」からは約３.５ｋｍ、ＪＲ奥羽本線「天童駅」からは約１.６ｋｍ、天童

駅の南に設置が予定されている新駅至近の計画人口約４,０００名を見込む土地区画整理

事業により開発が進む新しいまちです。 

 当モールは、「天童芳賀タウン」のほぼ中央に位置し、本年新たに共用が開始された天

童山形空港線に接道、天童市内からはもちろん、山形市、寒河江市、東根市、西村郡河北

町などからもスムーズなアクセスが可能です。また、オープンに合わせ、天童駅及び寒河

江、河北町地域からは無料シャトルバスの運行を開始するほか、山形市方面からは山交バ

スの新たなバス路線も運行開始予定で、自動車、公共交通機関双方でのアクセスにも恵ま

れ、幅広い集客が期待できる立地です。 

さらに、設置が予定されている新駅からは至近に位置するほか、山形方面への自動車ア

クセスが向上できる都市計画道路城北天童線も２０１６年に供用開始（予定）など、今後

更に交通アクセスの向上が期待できる立地です。 

 

２）観光都市天童市の資源を活かした“観光型ショッピングモール” 

当モールは、約１４.０万㎡の敷地に、延床面積約６.８万㎡、総賃貸面積約４.７万㎡、

全長の２８０ｍの「モール棟」を配置、モール棟東側に配置する「アウトモール」、南側

に配置する「外部棟」で構成、駐車台数約３,０００台擁するショッピングモールです。

モール棟では、核店舗「イオン天童店」と約１３０の専門店で構成し、外部棟として配

置する「飲食棟」では、地域の産品をご提供してまいります。 

さらに今後、生活関連サービスや市民ニーズに応える施設を集約的、一体的に立地さ

せ、美しい街並みの形成を考慮したまちづくりをめざす天童市芳賀土地区画整理事業や、

天童市が２０１５年のオープンをめざす新たな子育て支援施設をはじめとする区画整理

事業地内の施設とも連動する、新たな店舗のオープンを計画しています。 
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【イオンモール天童 フロア構成と名称】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターコート

レストランゾーン 

グリーンコート

１Ｆ 

２Ｆ 

フードコート

外部棟 

ウッドコート 

アウトモール 

飲食棟 
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【イオンモール天童 概要】 

 

・モール名称 ：  イオンモール天童 

・所 在 地 ： 〒９９４-００００ 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区 

・電 話 ：  イオンモール天童   未定 

            イオン天童店     未定 

・ＨＰアドレス ：  http://tendo-aeonmall.com/ 

・責 任 者 ：  イオンモール天童  ゼネラルマネージャー 村上
むらかみ

 浩一
こういち

 

          イオン天童店     店長         西野
に し の

 仁
ひとし

 

・出店店舗数 ：  核店舗      イオン天童店 

          サブ核店舗    イオンシネマ 

                   モール棟専門店数  約１３０店舗 

・敷 地 面 積 ：  約 １４０,０００㎡（内、アウトモール約４６,０００㎡）  

・延 床 面 積 ：  約  ６８,０００㎡（モール棟） 

・総賃貸面積 ：  約  ４７,０００㎡（モール棟） 

・建 物 構 造  ：  鉄骨造  地上２階  

・駐 車 台 数 ：  約 ３,０００台  

・駐 輪 台 数 ：  約   ４９０台  

・設計・施工 ：  株式会社西松建設 

・開 店 日  ：  ２０１４年３月２１日（金）９：００グランドオープン  

・営 業 時 間 ：  専門店                ９：００～２１：００ 

レストラン街                    １０：００～２２：００ 

          シネマコンプレックス         ９：００～２４：００ 

          イオン天童店（１Ｆ食品）          ７：００～２２：００ 

                   イオン天童店（１Ｆ食品以外/２Ｆ） ８：００～２２：００ 

          ※一部営業時間が異なる売り場がございます。 

・休 業 日 ：  年中無休  

・従 業 員 数 ： ショッピングモール全体 約２,０００名（イオン天童店約４００名）  

・基 本 商 圏 ：  車３０分圏 約１１万世帯 約３４万人 
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【イオンモール天童 専門店の特徴】 
 

東北地区初１２店舗、山形県初５６店舗を含むモール棟約１３０店舗で構成 
 
１）充実した都市型ファッションをご提案。１９店舗が山形県初出店となるフレッシュ

な顔ぶれ。 

・１Ｆ南側では、東北初出店として、人気カジュアルブランド、アメリカ「ＧＡＰ社」が

展開する「ＯＬＤ ＮＡＶＹ」が約１,２００㎡で、山形県初出店となるスウェーデン発、

レディス、メンズ、キッズが揃う注目の海外大型ファッションブランド「Ｈ＆Ｍ」が約

２,０００㎡でそれぞれ出店します。また、人気の「ユニクロ」も約１,１００㎡で導入

し、ご家族皆さまでお楽しみいただける大型ファッション店舗を配置します。 

・レディスでは、「アースミュージック＆エコロジーナチュラルストア」、「ＯＺＯＣ
オ ゾ ッ ク

」、 

「＆
アンド

ｂｙ Ｐ
バ イ ピ ー

＆
アンド

Ｄ
ディー

」など、人気ファッションブランドが山形県に初上陸します。 

・ファミリーファッションでは、東北初出店となる「ビーンズ」、山形県初出店では「ザ シ

ョップ ＴＫ」、「グローバルワーク」、「アーノルド パーマー タイムレス」、「ＷＥＧＯ」

など、カップルやご夫婦、またご家族皆さまで楽しめる店舗を多数配置します。 

・キッズファッションでは、東北初出店の「ＡＬＧＹ
ア ル ジ -

」、山形県初の「ＢＲＡＮＳＨＥＳ
ブ ラ ン シ ェ ス

」

のほか、「エーアーベー」、「ＢＲＥＥＺＥ
ブ リ ー ズ

」などの人気ブランドも導入し、県内最大級の

キッズファッション集積を構築。お子さま向けのファッションにも様々なテイストを導

入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）上質なライフスタイルを提案する話題の雑貨ショップも２５店舗が山形県初出店 

・皮革の本場イタリアのブランドとコラボした、こだわりメイド・イン・ジャパンのレザ

ーアイテムをご提案する「Ｋｉｓｓｏｒａ
キ ソ ラ

」の国内３号店が東京、横浜に次いで出店す

るほか、インターナショナルブランド「ＣＯＡＣＨ ＦＡＣＴＯＲＹ」を導入します。 

・大人の女性のエレガンスをコンセプトにしたアクセサリーの専門店「ｂｅｆｏｒｅ
ビ フ ォ ー

 

ｔｈｅ
ザ

 ｂｏｏｍ
ブ ー ム

」が東北初出店となるほか、山形県初となる靴の「フェミニンカフェ」、

靴下の「靴下屋」、帽子の「ＳＩＧＮＩＦＩ
シ グ ニ フ ィ

＋ＰＬＵＳ
プ ラ ス

」など、日々のファッションを彩

る上質な服飾雑貨店もバラエティ豊かに導入します。 

・シンプルで手作りの温もりを求める大人の女性に、ライフスタイルを提案する「Ｈａｒｅ
ハ レ

 

ｎｏ
ノ

 ｈｉ
ヒ

 ｆｒｏｍ
フ ロ ム

 木糸土
モ ク シ ド

」が東北初出店。また、山形県初出店として、３００円均一

の生活雑貨店「３ＣＯＩＮＳ
ス リ ー コ イ ン ズ

」、英国生まれのフレッシュハンドメイドコスメ「ＬＵＳＨ
ラ ッ シ ュ

」、

生活雑貨の「ｏｎｅ
ワ ン

’ｓ
ズ

 ｔｅｒｒａｃｅ
テ ラ ス

」など、日々の暮らしを彩る店舗を多数配置

します。 
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３）趣味、ライフスタイル、エンターテインメントなど「体験」「体感」をご提供。 

・県内最大級の座席数となる約１,４８０席を備える「イオンシネマ」では、新作・話題作

のほかに、平日限定で旧作の名作が見放題になる定額パッケージ「シネパス」を県内で

唯一実施するなど、さまざまなサービス、エンターテイメントをお届けします。また、

アミューズメントの「ソユーゲームフィールド」では、当社出店のアミューズメント施

設としてははじめて、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」に全機種が対応するほか、話題

のプロジェクションマッピングを用いた新たなコンセプトの内装デザインを導入します。 

・地域最大級約８５０㎡で出店する「未来屋書店」のほか、“遊べる書店”がコンセプト、

人気の「ヴィレッジヴァンガード」、多様な楽器から、楽譜、関連グッズや教室も展開す

る「島村楽器」などを導入します。 

・山形県初出店として、アウトドアの「ｍｏｎｔ
モ ン

－ｂｅｌｌ
ベ ル

」、アクションスポーツの「ム

ラサキスポーツ」を導入。各種グッズやギアはもちろん、関連するファッションなどを

幅広く展開。アウトドアやスポーツの趣味に関するニーズにもお応えします。 

４）幅広いお客さまが、様々なスタイルで楽しめるグルメ空間 

＜１Ｆ 「レストラン街」＞ 

・天童市の町並みを彷彿とさせる格子を取り入れたデザインと行灯をイメージするサイン

を導入。東北初出店２店舗、山形県初出店７店舗を含む１１店舗で構成します。 

・東北初出店、厳選した素材と味、鮮度にこだわったサクサクで美味しいとんかつをご提

供する「とんかつ 桜亭」のほか、山形県初となる牛たん専門店の「牛たん炭焼 利久」、

定食の「大戸屋 ごはん処」、パスタとパンの「鎌倉パスタ」、ベーカリーレストランの

「ｐｉａ
ピ ア

 Ｓａｐｉｄｏ
サ ピ ド

」中華の「青菜
チンツァイ

」、自然食ビュッフェの「ひな野」、しゃぶしゃぶ

の「しゃぶ菜」、ビュッフェの「グランブッフェ」など、地域の皆さまに新しい食の世界

をご提案します。 
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＜２Ｆ 「フードコート」＞ 

・県内最大級となる約７００席、東北初出店３店舗、山形県初出店３店舗を含む９店舗で

展開。ご家族連れはもちろん、カップルやご夫婦での落ち着いたお食事など、様々なシ

ーンにご利用いただける空間を展開します。 

・東北初出店となるハンバーグの「ＫＵＮＩ
ク ニ

’ｓ
ズ

」、うどん･寿司の「杵屋麦丸」に加え、

地元の人気ラーメン店「高橋製麺所」、山形県初出店となるクレープ・タピオカドリンク

の「デザート王国」、海鮮おひつごはんの「おひつごはん 四六時中」、パンケーキの

「Ｐａｎｃａｋｅ
パ ン ケ ー キ

＆
アンド

Ｃａｆｅ
カ フ ェ

 ＦＯＲＥＳＴ
フ ォ レ ス ト

」など、バラエティ豊かな店舗を導入しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１Ｆ 「食物販ゾーン」＞ 

・東北初出店として、おはぎ、団子や大福餅など、懐かしく素朴な味を、素材の本来持つ

自然の味を生かした和菓子をご提供する「柿安 口福堂」を導入するほか、焼きたてフラ

ンス菓子「ココフラン」、コーヒー豆・輸入食品の「カルディコーヒーファーム」、お茶・

和菓子の「お茶の井ヶ田 喜久水庵」などこだわりの逸品をご提供します。 

・ショッピング途中のちょっとした休憩にも使えるフルーツジュースバーの「果汁工房果

琳」、たこ焼きの「築地銀だこ」、アイスクリーム・クレープの「サーティワンアイスク

リーム」も配置します。 

 

＜アウトモール「飲食棟」＞ 

・アウトモール１期計画として、山形県、天童市の名産、名品をご提案する「飲食棟」を

設け、地域の皆さまはもちろん、観光客にもご満足いただけるゾーンを展開します。 

・創業１２０年、山形で生まれ郷土の味として親しまれている和菓子をご提供する「長栄

堂」、山形市で展開する地元和菓子店「芳紅庵たかはし」が展開する和洋菓子店「プティ

フリポン」、こだわりの自家製麺でつくる名物山形肉そばが看板メニューの「山形本格自

家製麺 桃山」など、地元の有名店が出店します。 

・またアウトモールでは、２期計画として、新たに地域の名産、名品をご提供する店舗の

導入を予定しており、本格的観光モールとしてさらに充実します。 
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【 安全・安心への取り組み】 

 

イオンモールは、東日本大震災の教訓から、お客さまの安全・安心をより強固にするため、

「災害に強い施設づくり」をめざすとともに、また万一被災した際に、早期に地域の復興

拠点施設のひとつとしての機能を回復することができるよう、耐震並びに震災対策に取り

組んでいます。 

 

■取り組みの具体例 

１．耐震性能の更なる強化 

 有事において、天井が広範囲に落下し甚大な被害とならないよう、シネマを含む吹抜け
部分等の天井に耐震天井を採用しています。また地震の振動による落下物の防止を目的

として耐震クリップ工法を採用し、補強を行い安全性向上に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受水槽については、耐震性ならびに耐久性を考慮し、断水時の飲料水を確保できる強度
を有しています。 

 

２．被災時の復興拠点としての機能確保 

 震災時の緊急対応を想定し、「お客さまの安全・安心」のためのセキュリティシステムの
電源や給水電源は勿論のこと、防災設備、セキュリティシステム、防災センターやイオ

ンモール事務室などの主要な管理諸室、また、イオンの食品売場などに、非常用発電機

による電源供給を最優先で確保し、地域の復興拠点のひとつとして機能維持に努めます。 

 

 断水・停電状態であっても、受水槽内（約２００㎥）の水を飲料用に利用することがで
きるよう、受水槽に仮設給水口を設置しています。また、敷地の西側には仮設トイレの

排水口も設置しています。 
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【 環境保全・社会貢献活動への取り組み】 

 

当モールでは、“人と環境に配慮したモール”の実現に取り組んでいます。環境保全の取り

組みとして、サインや照明へのＬＥＤ採用によるＣＯ２の削減や空調熱源の弾力運転を行

うことで、熱源負荷の効率化を実現します。 

また、グループ各社の加盟する「イオン１％クラブ」を通じ、「環境保全」「国際的な文

化・人材交流・人材育成」「地域の文化・社会の振興」を柱にさまざまな活動に取り組ん

でいます。 
 

■取り組みの具体例 

１．環境及び省エネルギー関連の取り組み 

再生可能エネルギーの採用、ＬＥＤ器具の採用を積極的に行ない、従来の建物と比較して

大幅なエネルギー消費の抑制・ＣＯ２排出抑制を行います。 

 ＬＥＤ器具の積極採用 
館内共用部の照明及び外部サインのすべてに、従来の蛍光灯等の球管に替わりＬＥＤを採

用しています。また、店舗においてもイオン天童店でのＬＥＤ採用率は９８％、各専門店

も大部分がＬＥＤ器具を採用しており、全館統一して消費電力の削減、ＣＯ２排出抑制に

努めています。ＬＥＤ機器の導入により従来と比べ、約４０％の照明消費電力の削減効果

が期待できます。 
 

 節水型衛生器具の採用 
節水型便器を採用することで、トイレ内洗浄水量を抑制しています。 

 

 エコインフォメーション 
お客さまへ当モールの環境活動をご報告する場として「エコインフォメーション」を設置

し、啓蒙活動を実施します。 

 

 雨水敷地内処理 
雨水を敷地内で浸透処理することにより、地下水を育み、雨水が河川へ急激に流出するこ

とを防止するほか、地下水位の低下による地盤沈下も防ぎ、緑の保全をめざします。 
 

 電気自動車充電器の設置 
電気自動車充電エリア（急速充電器２台、普通充電器２台）を平面駐車場のスロープ下に

設置しています。 
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２．地域との調和 

 外装デザイン 
・天童市の伝統的な街並みをモダンに表現し、特産品である「木工」や天童市の伝統工  

 芸品である「将棋駒」をモチーフにした外装デザインを導入します。 

・外壁東面と西面には、日本最大となる高さ約１１.０ｍ・横幅約９.５ｍの「将棋駒」 

 をパンチングメタルで表現。東側将棋駒の盤面には、羽生善治三冠直筆の「馬」とそれ  

 を基にした天童市独自の将棋駒「左馬」（ひだりうま ※）をデザインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 天童木工とのコラボレーション 
施設内の家具は、世界的に著名な地元「天童木工」のファニチャーを導入、商業施設内全

館において「天童木工」の家具を導入するのは初めての取り組みとなります。さらに、建

物各出入口の上部には、天童木工ならではの巧の技を活かした伝統的な「曲げ木」のモニ

ュメントを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イベントスペース 
１Ｆには、３箇所の吹き抜けのイベントスペースを設置。それぞれ、地域にちなんだデザ

インを取り入れています。 

①南側「ウッドコート」 

 地域の皆さまになじみの深い木調のマテリアルを使い、親しみやすさを演出し、世代を  

 超えて暖かみと賑わいを感じるコートとします。 

②中央「センターコート」 

 山形県の名産である「さくらんぼ」をイメージし、大小様々な円をデザインに取り入れ、 

 アクセントカラーとして赤色を採用しました。 

③北側「グリーンコート」 

 山形県名産品「ラ・フランス」をモチーフに、躍動的な曲線をダイナミックに表現。 

 グリーンのポイントカラーを配し、エコや自然を感じさせるコートとします。 

※「左馬」（ひだりうま） 
「馬」の字が逆さに書かれている「左馬」（ひだりうま）は、天童で生まれた天童独自の将棋駒。天童市周辺では、「左馬」

は福を招く商売繁盛の守り駒とされているため、家を新築した方や商売を始めた方への贈り物として重宝されています。 
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 モール棟とアウトモールをつなぐプロムナード 
モール棟とアウトモールの間を南北に走る「プロムナード」は、外装デザインに取り入れ

た天童市の街並みのイメージと統一されたデザインコンセプトを導入。四季折々の樹木や

草花を配し、そぞろ歩きするだけでも楽しくなるような遊歩道とします。地域の皆さまの

憩いの場としてはもちろん、観光で来訪された皆さまにも天童市の魅力に触れていただけ

る空間とします。 

さらにアウトモールでは、２期計画となる新たな店舗の導入を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外部ステージ 
モール棟東側には、プロムナードとつながるステージを設けた外部ステージを配置します。

地域イベントをはじめとる時節に応じた様々なイベントを行うほか、プロムナードを散歩

する途中に休憩できるベンチも設置、地域の皆さまの新たな憩いの場としてご利用いただ

けます。 

 

 植栽計画 
地域との環境調和を考慮し、敷地西側の駐車場出入口からモール建物までのアプローチ部

には、天童市の花「つつじ」を植栽します。 

 

 イオンホール 
２Ｆモール棟南側には、約３５０㎡の「イオンホール」を設置します。地域の各種団体や

サークル活動の場としてや、展示会、発表会など、目的に応じて地域の皆さまの様々な活

動の場としてご利用いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※イメージ 

※イメージ 
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 「イオン  ふるさとの森づくり」植樹祭 
イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動の一環として、施

設の敷地内に、その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を植えて大切に育てていく「イ

オン  ふるさとの森づくり」植樹祭を開催しています。  

 当モールでは、２０１３年１１月１０日（日）に、「イオン ふるさとの森づくり」植樹

祭を開催し、「シラカシ」「カンツバキ」「クチナシ」などの地域の樹木を中心とした苗木

約１５,０００本を、地域にお住まいの約１,５００名の方々と植樹を行ないました。 

 尚、イオン環境財団と「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭の累計植樹本数は、咋年、

１,０００万本に到達しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 「天童フェア」の実施 
当モールのオープンをきっかけとし、１月１８日（土）・１９日（日）の２日間、昨年

１２月に千葉市でグランドオープンした「イオンモール幕張新都心」において、天童市

への誘客を図ることを目的とした「イオンモール天童 天童フェア」を開催しました。 

 

 毎月１１日の「イオン・デー」 
イオンは、毎月１１日に「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

店舗周辺などの清掃を行う「クリーン＆グリーン活動」など、様々な地域貢献活動に取

り組みます。 

 

 障がいをお持ちの方を支援する「イオン社会福祉基金」 
 イオンは障がいをお持ちの方々の自立と社会活動への参加促進、障がい者福祉の向上

を図ることを目的に、１９７７年に「イオン社会福祉基金」を設立しました。この基金

は、労使双方が一人当たり５０円ずつ（労使双方で１００円）積立てるもので、「福祉車

両の贈呈」「ボランティア活動」を柱とした社会福祉活動を行っています。 

 当モールにおきましても、地域の施設への「福祉車両の贈呈」を予定しています。また、

ボランティア活動として地域の施設を訪問し、クリスマス会などへの参加を通じて施設の

方々との交流を図ってまいります。 
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【進化するユニバーサルデザイン】 

 

イオンのショッピングモールの基本は、年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて頂

くことです。すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能とする快適さの演出

を追求しています。また、私たちはショッピングモールが単にモノやサービスを提供する

だけの場ではないと考えています。コミュニティ拠点として、地域に望まれ、そこに暮ら

す人々の生活をより豊かにすることに貢献し、ご高齢の方、お体の不自由な方、赤ちゃん

連れの方など訪れるすべての人々が快適にショッピングを楽しめる、「人と環境に配慮し

たショッピングモール」であることが重要であると考え、２００５年に大型商業施設とし

ては初めて本格的にユニバーサルデザイン（以下「ＵＤ」）を導入して以来、積極的に研

究を重ねています。 

 

■取り組みの具体例 

 

１．お客さまを目的地までスムーズに誘導します 

 誘導サイン 
色・サイズ・表現方法などについて、年齢・性別・国籍・障害の有無に関わらず全ての

お客さまが利用しやすいよう、各法令遵守はもちろん、独自で改良を重ねて、より見や

すく、より分かりやすくしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インフォメーション 
インフォメーションカウンターは、多方向からアプローチできるよう、また車イスやベ

ビーカーをお持ちのお客さまもスムーズにご利用頂けるよう、円形多機能カウンターと

し、モール棟１Ｆ中央部に設置しています。 

 

２．誰もが安心してご利用頂くことができる、居心地の良い空間を提供します 

 みんなのトイレ、キッズトイレ 
オストメイト用対応便器を設置、トイレ内部には音声によるレイアウト案内を設けてい

る「みんなのトイレ」は各階に１箇所、合計２箇所設置。また、お子さまに合わせたサ

イズの便器、手洗いなどを設置したお子さま専用の「キッズトイレ」も、各階に１箇所、

合計２箇所設置しています。 
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 ベビールーム 
授乳室を設け、ミルクをつくるためのお湯なども準備したベビールーム（赤ちゃん休憩

室）は各階に１箇所、合計２箇所設置します。 

 

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 
２台のＡＥＤを設置し、専門店従業員などに対しては、ＡＥＤの使用方法について講習

会を実施し、従業員の誰もが緊急時にサポートできるよう取り組みます。 

 

 ハートビルインターフォン 
介助が必要なお客さまの為に、モール棟風除室の内計２箇所に、インターフォンを設置

しています。また、インフォメーション横には車椅子を配備しています。 

 

 ベンチ 
館内各所には、ゆっくりと休めるように休憩スペース（ソファーベンチ等）を設置する

ほか、各フロアの随所にカフェ店舗を導入し、ショッピング途中の休憩場所としてご利

用いただけます。 

 

 お体の不自由な方専用の駐車場 
お体の不自由な方専用の駐車場を全体で３９台（予定）を設置します。さらに、その内

１７台分については健常者の方が停める事を防止するため、リモコン開閉による「ゲー

ト方式」としています。 
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【核店舗「イオン天童店」の特徴】 

総合スーパー「イオン天童店」は、２００１年７月にオープンしたイオン三川店以来、

山形県内では１３年ぶりとなる新店です。「地域のお客さまの暮らしを豊かにするお店」を

コンセプトに、３０代から４０代のファミリー世帯を中心に山形県に多い３世代家族のお

子さまからグランドジェネレーション（Ｇ.Ｇ）のお客さままで、ご満足と信頼をしていた

だけるお店づくりを目指します。 

◆県内最大級の食品売場でバラエティ豊かな食卓をご提案 

 ・山形県内のイオンで最大規模となる食品売場は、「デリカワールド」を導入。「フロー

ズンワールド」及びインストアベーカリー「カンテボーレ」が一体となって、バラエ

ティ豊かな食卓を提案します。 

◆幅広い世代、様々な生活シーンのファッションや暮らしの品を展開 

 ・３世代同居率が全国一の山形県に対応した売場をご提供します。キッズからＧ.Ｇ世代

までの幅広い世代のお客さまに、日常から“ハレ”の日までの生活シーンに対応でき

るファッションや服飾雑貨をご提案します。 

 ・インターネットの料理レシピサイト「クックパッド」とコラボした調理用品コーナー

は、日々の暮らしをより楽しく、快適にする商品やサービスを展開します。 

◆便利に快適にお買物をしていただく当店こだわりのサービス 

 ・総合サービスステーション「暮らしのコンシェルジェ」を東北エリアで初めて導入し

ます。お客さまの暮らしをサポートする総合窓口の役割を担ってまいります。また、

ラウンジ会員さま限定の「イオンラウンジ」もご用意します。 

◆地域の皆さまとのつながりを大切にした取り組み 

 ・当店は開店時より食品売場のレジ袋の無料配布を行わず、お客さまとともにＣＯ２の削

減と環境保全を目的とした買い物袋持参運動を推進します。 

・地域の子どもたちに環境学習や体験をする「イオン天童 チアーズクラブ」をオープン

後に結成します。 

 

■「イオン天童店」のフロア構成 

 

 

 

 

 

ファッション＆服飾雑貨とキッズのフロア 

紳士服、婦人服、ランファン、肌着、服飾雑貨、腕時計、かばん、 
トラベル用品、子供服、ベビー用品、ホビー 

２階 専門店：「グリーンボックス」（靴） 
「トップバリュコレクション」（カジュアル） 
「エマジェイムス」（レディス）、「パンドラハウス」（手芸） 
「モーリーファンタジー」（室内ゆうえんち） 

食品と暮らしの品・ヘルス＆ビューティーケアのフロア 

農産、水産、畜産、加工食品、デイリー、デリカ、ベーカリー、銘店、 
日用雑貨、医薬品、調剤薬局、化粧品、健康食品、園芸用品、ペット用品、
台所・家事用品、寝具・インテリア用品、収納、照明 など １階 
専門店：「イオンリカー」（酒・輸入食品） 
    「カンテボーレ」（ベーカリー） 
    「フラワー&ガーデン」（園芸）、「イオンバイク」（自転車） 
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■１階「食品と暮らしの品・ヘルス＆ビューティーケア」のフロア 

 １階は地域（天童市および村山エリア）最大級の約３,３００㎡の食品売場と地域の皆さ

まの健康と美をサポートするヘルス＆ビューティーケア売場、イオンの自転車専門店「イ

オンバイク」など、お客さまの日々の暮らしをより楽しく快適にするアイテムやサービス

を展開します。 
 

＜食品＞ 

 山形県内のイオンで最大規模となる食品売場は、地元天童市や隣接する村山エリアの生

鮮品や名産品を展開するとともに、イオンのグローバルな商品調達網を活用し、日本全国

はもとより世界から安全・安心な商品をご提供します。ま

た、「デリカワールド」「フローズンワールド」、インスト

アベーカリー「カンテボーレ」が一体となり、バラエティ

豊かな食卓をご提案します。 

 また、カートにお買物カゴを載せたまま清算していただけ

る「カートインレジ」を、東北のイオンで初めて導入します。

商品を多数ご購入いただくお客さまやご高齢、妊婦の方のご

負担を軽減し、快適にご利用いただけるお店づくりをします。 
 

・「デリカワールド」は、和・洋・中の総菜やサラダを必

要な量だけご購入いただける「オリジン量り売り惣菜・

サラダコーナー」を中心に、手作りおにぎりや握り寿司

など、お子さまからＧ.Ｇ世代の方まで、様々なニーズ

にお応えします。 

 また、「どんどん焼き」「鯉の甘露煮」などの山形の“ソ

ウルフード”（郷土料理）も販売します。 
 

・「フローズンワールド」は、山形県内のイオン最大の冷凍食品売場を展開します。主食とおか

ずがセットになった「トップバリュ・レディミール・ワントレー」シリーズをはじめ、「買い

置きができる」「調理が簡単」など利便性が人気の商品からこだわりの商品まで展開します。 
 

・銘店コーナーでは、仙台の有名店「たまご舎」が山形県に初出店します。さらに、観光資

源が豊富な天童市に訪れたお客さまにもご満足いただけるように、地元はもちろん周辺の

名産品を多数取り揃えます。 
 

・「カンテボーレ」は、食パンやフランスパン、菓子パン、総

菜パンまで店内で焼きたてのパンをご提供します。その場で

お召し上がりいただけるイートインコーナーも設置します。 
 

・農産売場は、地元山形県の野菜や果実を季節に応じて豊富

に品揃えします。「ａｅｏｎ ｄｅ ｔｏｍａｔｏ」コーナーを展開し、

トマトの地域一番の品揃えを目指し約２５種類のトマト

をご用意します。また、旬の果実を気軽にお楽しみいただ

けるカットフルーツも豊富に取り揃えます。 
 

・畜産売場は、「美味しさ」と「安全・安心」にこだわったイオンのブランド「トップバリ

ュ グリーアイ」のタスマニアビーフや純輝鶏、「トップバリュ」の国産黒毛和牛をご提

供します。また、地元山形産の飼料用米を与えた「米の娘（こめのこ）ぶた」を品ぞろ

えします。さらに、共働きの多い山形のお客さまに、電子レンジですばやく調理できる

商品やフライパンひとつで簡単に作れる味付け焼き肉など、お手軽簡単調理ができる商

品を豊富に取り揃えます。 
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・水産売場は、お魚お客さまのニーズに合わせた形でご提供

する「対面コーナー」を設置し、丸魚、切り身、自家製干

物を取り扱います。店舗に入荷した鮮魚を店内で干物に加

工する“自家製干物”を、東北のイオンに初導入します。

また、年間を通して庄内浜の新鮮な魚介類をご提供します。 

 

＜「イオンリカー」「イオンドリップカフェ」＞ 

・「お酒と食のマリアージュ（組み合わせ）」をコンセプトと

するお酒の専門店「イオンリカー」が登場。イオングルー

プのワイン専門輸入商社「コルドンヴェール」の直輸入ワ

インをはじめ、山形県内の地酒とワインとともに世界から

リカーをご提供します。また、季節ごとの旬の食材とそれ

に合うリカーを専門の販売員がご提案します。 

 

・東北のイオン初となる「イオンドリップカフェ」を展開し

ます。ドリップコーヒーをお手頃な価格でお楽しみいただ

けます。お買物の途中に、カフェショップのようにゆった

りとくつろげる空間をご提供します。 

 

＜フラワー＆ガーデン＞ 

・「フラワー＆ガーデン」は、季節のお花や観葉植物などを

豊富に品ぞろえし、お客さまのご要望に応じて“ブーケ”や“アレンジメント”の作成

も行います。インテリアとして楽しんでいただけるお花や植物を提案し、関連した雑貨

や用品もご提供します。 

 

・「ガーデニング」コーナーでは、花苗プランターなどもご用意し、寄せ植えなどのご提案

をします。 

・お客さまからお花に関する多様なご要望に対応し、「花持ちサポート」サービスを導入し

ます。このサービスは、徹底した管理のもと出荷させる良質なバラやカーネーションな

ど、最大で１８品目を「花持ちサポート」対象の商品としてご提供すると同時に、接客

を通じてご家庭でのお手入れ方法をお伝えすることで、５日間の花持ちをお約束するも

のです。 

 

＜ヘルス＆ビューティーケア＞ 

・化粧品コーナーでは、お客さまに気軽にカウンセリングを

受けていただける「イオンビューティーラウンジ」を東北

のイオンで初めて設置しました。最新のトレンドである 

ナチュラル＆オーガニックコスメを集めたコーナーも展

開します。専門知識を有した販売員がお客さまに最適な化

粧品をご提案します。  

 

・イオン調剤薬局は、全国のどこの処方箋も受け付けます。また、イオンの電子マネー  

「ＷＡＯＮ」を活用した健康管理を支援する電子お薬手帳サービス「からだメモリ」を

導入します。 
※「からだメモリ」は、お客さまのスマートフォンやパソコンを使って、お薬手帳の閲覧、服用、残薬などの管理や、

血圧や体重などのデーター管理ができる健康管理支援システムを持つ「電子版お薬手帳」です。 
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＜イオンバイク＞ 

・イオンの自転車専門店「イオンバイク」は、自転車本体か

らパーツやウエアなど、自転車を趣味として楽しめる  

１,４００以上のアイテムを展開します。さらに、公的資

格「イオンサイクルアドバイザー」を持つ従業員が、快適

なサイクルライフをサポートします。 

 

＜暮らしの品＞ 

・寝具売場は、お客さまの「快適な眠り」へのニーズにお応えし、寝具を実際に“見て・

触って”いただける「お試しコーナー」を展開します。 

・ダイニング売場では、家事の時間を短縮したいというニーズにお応えし、インターネッ

トの料理サイト「クックパッド」とコラボコーナーを展開。イオン限定のクックパッド

の調理用品をご提供します。 

 

■２階「ファッション＆キッズと服飾雑貨」のフロア 

 「レディス」「メンズ」「キッズ」「雑貨」の４つの構成で、カジュアルからビジネスまで

多様な生活シーンに対応します。 

 

＜レディスファッション＞ 

・着心地やデザイン、価格にこだわった毎日着たくなる服を

お届けする「ＴＯＰＶＡＬＵ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」（トップバリュ

コレクション）や、地球環境に配慮したエシカルショップ  

「ＳＥＬF+ＳＥＲＶＩＣＥ」（セルフサービス）を展開。フォーマ

ルコーナーでも山形県初となる「ＢＬＡＣＫ ＢＹ ＭＯＵＳＳＹ」

（ブラック バイ マウジー）のフォーマルラインを展開しま

す。 

 

＜メンズファッション＞ 

・３世代ファミリーの幅広い年代の男性向けカジュアルから

ビジネスシーンまでファッションをトータルで提案しま

す。若い世代のニーズに対応したカジュアルファッション

を発信する「アワハウス」、“毎日”着たくなる服をお届け

する「ＴＯＰＶＡＬＵ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」(トップバリュ コレク

ション)で日常のファッションをお届けします。 

 

・若々しく年齢を重ね、人生をさまざまなスタイルで楽しまれているＧ.Ｇ世代の皆さまに

向け「ＨｕｓｈＰｕｐｐｉｅｓ」（ハッシュパピー）、「ＩＮＳＰＩＲＥ」（インスパイア）、アメリカのリ

ゾートカジュアル「ＣＡＲＩＢＢＩＡＮＪＯＥ」（カリビアンジョー）などで大人のファッション

をご提案します。 

 

＜インナー＞ 

・肌着の提案とともにトレンドの靴下やストッキングを集めた「レッグファッション」コ

ーナーや、肌触りがよく心地よさが伝わるようなデザインのリラクシングウェアをトー

タルでご提案し、「家でのくつろぎもおしゃれでいたい」という声にお応えします。 

・女性の美しいシルエットをサポートするランジェリーコーナーでは、「ワコール」「トリンプ」

「ウィング」などの人気ブランドに、「ｆｕｆｕ」などのイオン限定ブランドも取り揃えます。 
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＜服飾雑貨＞ 

・おしゃれでアクセントになる帽子コーナーを山形県内最大の品揃えで展開し、コーディ

ネートに欠かせないアクセサリーや腕時計も併せてご提案します。 

・婦人バックコーナーでは“人とモノ”を通して感動を贈り続ける「アヴァンセーヌ」や、

こだわりのある皮革素材を中心にナチュラルテイストのバック・小物を展開する「レコ

ルトヌーヴォ」を提案します。 

 

＜トラベル用品＞ 

・トラベル用品専門店の「＋ＭＯＯＶＥ」（プラスモーブ）で

は、学童に欠かせないスポーツバックを充実させ、イオン

のブランド「ＴＯＰＶＡＬＵ」をはじめ、イオンと「ＡＣＥ」が

共同開発した「タビアージュ」、日本航空（ＪＡＬ）との

共同開発から誕生した「ＪＡＬ ＬＩＦＥ＆ＳＰＩＣＥ」など高品

質・高感度なブランドアイテムを展開します。 

 

＜キッズ・ベビー＞ 

・キッズファッションコーナーは、日々の通学に最適なアイテムや、お出かけ用のフ

ァッションに加え、「Ｍｏｕｊｏｎｊｏｎ」「ＰＵＭＡ」などのブランドを展開します。 

・ベビー用品コーナーは、普段着やお出かけシーンに対応するファッション性の高い

マタニティ用品や海外から輸入したキャリーも展開します。 

 

■「イオン天童店」こだわりのサービス 

＜総合サービスステーション＞ 

 総合サービスステーション「暮らしのコンシェルジェ」を

東北で初めて導入します。「暮らしのコンシェルジェ」は 

公共料金の収納代行などお客さまの日々の暮らしをサポー

トする窓口です。 

 

＜「即日便」宅配サービス＞ 

 徒歩や自転車でご来店され、お米やビール、日用品など重たいものや大きいものなどご

自宅に持ち帰るのが困難なお客さまのために、便利にお買物をしていただけるサービス

です。※指定の時間までにお買い上げいただいた商品を、その日のうちにご自宅にお届けします。１箱３

００円（イオンカード、ＷＡＯＮカードで３,０００円以上お買い上げの場合１００円） 

 

＜「カートｉｎレジ」お買物カゴを載せたままご清算＞ 

 レジでのご精算に商品が入ったカゴを、レジカウンターに下

ろさず、カートに載せたままご利用いただけるレジを、東北

のイオンで初導入します。商品を多数ご購入いただいたお客

さまやご高齢、妊婦の方などのご負担を軽減し、お客さまに

快適にご利用いただけます。 

 

＜イオンラウンジ＞ 

 お買物の合間にゆっくりおくつろぎいただくために、ラウン

ジ会員さま限定の「イオンラウンジ」をご用意いたしました。 
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■「イオン天童店」地域の皆さまとのつながりを大切にした

取組み 

＜お買物袋持参運動＞ 

当店は、お客さまとともにＣＯ２の削減と環境保全活動を

促進することを目的に、開店時から食品売り場においてレジ

袋の無用配布を実施せず、環境にやさしいバイオマス素材で

できた有料レジ袋の提供を行います。 

 

＜環境活動を通じて子供たちの健全な育成を目指す「イオンチアーズクラブ」＞ 

イオンでは小学校１年生から中学３年生までの子供たち

対象に、環境学習や体験の場を提供する「イオンチアーズク

ラブ」を各店に結成しています。店舗の近隣に住む子どもた

ちが集まり、イオン従業員がサポートしながら「環境」に関

するさまざまな活動に取り組んでいます。イオン天童店でも

参加する子どもたちを募集し、「イオン天童チアーズクラブ」

を結成します。 

 

＜イオンの従業員がお客さまのお買物をサポート＞ 

 イオン天童店では、公的資格「サービス介助士」２級※１を

有する１６名が、ご高齢の方、ハンディキャップをお持ちの

方のご要望に応じて介添えします。また、厚生労働省が推進

する「認知症サポーター１００万人キャラバン」の一環とし

て、認知症サポーター※２養成講座を受講した従業員４００名

（オープン前受講予定者数）が認知症およびそのご家族をサ

ポートします。 

※１「サービス介助士」とは、お年寄りや体の不自由な人に対する「お

もてなしの心」と「介助技術」を身につけるための資格です。 

※２「認知症サポーター」とは、認知症について理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、できる

範囲での手助けをするもので、所定の口座を受講することで認定されます。 
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【イオンモール天童 専門店一覧】 
 

１Ｆ 
モール棟 

番号 店名 業種 東北地区初 山形県初 地元企業

1 Ｓｅｒｉａ １００円均一    
2 イオン銀行 ＡＴＭ    
3 ゆうちょ銀行 ＡＴＭ    
4 きらやか銀行 ＡＴＭ    
5 山形銀行 ＡＴＭ    
6 荘内銀行 ＡＴＭ    
7 金犬くん 金券    
8 宝くじチャンスセンター 宝くじ    
9 柿安 口福堂 和菓子 ○   
10 ココフラン 焼きたてフランス菓子  ○  
11 築地銀だこ たこ焼き    
12 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム・クレープ    
13 マジックミシン リフォーム    
14 リアット！ 靴修理  ○  
15 果汁工房 果琳 フルーツジュースバー    
16 スタディオクリップ レディス    
17 アースミュージック＆エコロジーナチュラルストア レディス  ○  
18 プラスハート 生活雑貨    
19 ライトオン レディス・メンズ・キッズ    
20 ＦＬＯＷＥＲ ＧＡＲＤＥＮ フラワーショップ   ○ 
21 Ｂ.Ｌ.Ｕ.Ｅ レディス  ○  
22 ａｕショップ 携帯電話    
23 ソフトバンク 携帯電話    
24 ルナルナ 美容室    
25 リラクゼーションスペース Ｒａｆｆｉｎｅ リラクゼーション  ○  
26 ＬＵＳＨ 自然派化粧品  ○  
27 靴下屋 Ｌｉｆｅ ａｎｄ Ｆｅｅｌ 靴下  ○  
28 ＣＯＡＣＨ ＦＡＣＴＯＲＹ 鞄  ○  
29 ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ ｂｙ Ｔｒｉｕｍｐｈ インナー  ○  
30 フェミニンカフェ レディスシューズ  ○  
31 ＳＩＧＮＩＦＹ＋ＰＬＵＳ 帽子  ○  
32 ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ レディス・メンズ    
33 ａｎｙＳｉＳ／Ｄｉｐ Ｄｒｏｐｓ レディス    
34 Ｈａｒｅ ｎｏ ｈｉ ｆｒｏｍ 木糸土 レディス・雑貨 ○   
35 Ｈ＆Ｍ レディス・メンズ・キッズ  ○  
36 イオンペット ペット  ○  
37 ユニクロ レディス・メンズ・キッズ    
38 ＯＬＤ ＮＡＶＹ レディス・メンズ・キッズ ○   
39 ラ・メール コスメ   ○ 
40 ルヴェルジェ フルーツカフェ  ○  
41 Ｋｉｓｓｏｒａ 鞄 ○   
42 ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅ ｂｏｏｍ アクセサリー ○   
43 ミルフローラ 宝飾  ○  
44 ザ・ボディショップ 自然派化粧品    
45 ＴＨＥ ＳＨＯＰ ＴＫ ＭＩＸＰＩＣＥ ユニセックス  ○  
46 グローバルワーク ファミリー  ○  
47 Ｆｉｏｒｉｔｏ ＦＵＪＩＴＡ レディスバッグ   ○ 
48 ＢＯＤＹ ＭＡＫＥ ＳＴＵＤＩＯ Ｗ－ｉｎｇ 加圧トレーニング   ○ 
49 暮らしのマネープラザ フィナンシャルモール    
50 アイラッシュサロン Ｂｌａｎｃ まつげエクステンション  ○  
51 新光堂 宝飾   ○ 
52 ＆ ｂｙ Ｐ＆Ｄ レディス  ○  
53 ＬＡＳＵＤ レディス    
54 ＣＨＥＬＳＥＡ ＮｅｗＹｏｒｋ ライフスタイル雑貨  ○  
55 ＯＺＯＣ レディス  ○  
56 ｏｎｅ’ｓ ｔｅｒｒａｃｅ 生活雑貨  ○  
57 ｉｋｋａ ユニセックス    
58 整体院ＯＡＳＩＳ リラクゼーション  ○  
59 ｏｆｆ＆ｏｎ ＫＩＴＣＨＥＮ 生活雑貨  ○  
60 お茶の井ヶ田 喜久水庵 お茶・和菓子    
61 うさちゃんクリーニング クリーニング   ○ 
62 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品    

 

63 ミスタードーナツ ドーナツ・飲茶    
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１Ｆ 

モール棟 

レストラン街 

番号 店名 業種 東北地区初 山形県初 地元企業 

64 ｐｉａ Ｓａｐｉｄｏ ベーカリーレストラン  ○  
65 スターバックスコーヒー カフェ    
66 とんかつ 桜亭 とんかつ ○   
67 鎌倉パスタ パスタ  ○  
68 ひな野 自然食ビュッフェ  ○  
69 しゃぶ菜 しゃぶしゃぶ  ○  
70 グランブッフェ 総合ブッフェ  ○  
71 牛たん炭焼 利久 牛たん専門店  ○  
72 大戸屋 ごはん処 定食  ○  
73 越後秘蔵麺 無尽蔵 ラーメン    

 

74 青菜 中華料理 ○   

 

２Ｆ 
モール棟 

番号 店名 業種 東北地区初 山形県初 地元企業

75 とみや 呉服  ○  
76 小学館の幼児教室 ドラキッズ 子ども教室    
77 長寿の里 化粧品・健康食品    
78 はん・印刷 大谷 印鑑・印刷    
79 ＪＴＢ東北 旅行代理店    
80 エーアーベー キッズ    
81 マザーガーデン なごみ雑貨  ○  
82 アヴェニュー レディス  ○  
83 ブランドショップハピネス インポート雑貨  ○  
84 ＧＡＬ ＦＩＴ レディス    
85 アーノルド パーマー タイムレス ファミリー  ○  
86 カットファクトリー クイックカット  ○  
87 リサイクルキング リフォームジュエリー    
88 ハニーズ レディス    
89 ビーンズ ユニセックス ○   
90 ＪＩＮＳ メガネ    
91 ３ＣＯＩＮＳ 生活雑貨  ○  
92 ムラサキスポーツ スポーツカジュアル  ○  
93 ＷＥＧＯ ユニセックス  ○  
94 パレットプラザ フォトサービス    
95 ザ・クロックハウス 時計    
96 島村楽器 楽器  ○  
97 ヴィレッジヴァンガード 本・雑貨  ○  
98 ソユーゲームフィールド アミューズメント    
99 未来屋書店 書店    
100 ｃｌａｉｒｅ’ｓ アクセサリー  ○  
101 ｃｒｏｃｓ ｆａｍ クロックス専門店  ○  
102 パープルヘブン アクセサリー・雑貨  ○  
103 タカキュー メンズ    
104 Ｂ ｄｉ ｔａｒｏ ｂｙ ＦＵＪＩＴＡ メンズバッグ   ○ 
105 アスビー シューズ    
106 ＯＰＴＩＱＵＥ ＰＡＲＩＳ ＭＩＫＩ メガネ    
107 セイハ英語学院 子供英会話    
108 ＡＮＡＰ レディス  ○  
109 ｍｏｎｔ－ｂｅｌｌ アウトドア  ○  
110 ユナイテッドカラーズオブベネトン レディス  ○  
111 サンリオギフトゲート キャラクター雑貨  ○  
112 チチカカ エスニック雑貨    
113 ベル ファンシー雑貨   ○ 
114 ＢＲＥＥＺＥ キッズ    
115 パーツクラブ ビーズ＆アクセサリー  ○  
116 こども写真城 スタジオアリス 写真スタジオ    
117 ＡＬＧＹ キッズ ○   
118 キッズショップ ベリーズ・ベリー キッズ    
119 ＢＲＡＮＳＨＥＳ キッズ  ○  
120 Ｂ－ｔｈｒｅｅ レディス  ○  
121 サイゼリヤ イタリアンレストラン    

 

122 イオンシネマ シネマコンプレックス  ○  
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２Ｆ 

モール棟 

フードコート 

番号 店名 業種 東北地区初 山形県初 地元企業 

123 デザート王国 クレープ・タピオカドリンク  ○  
124 おひつごはん 四六時中 海鮮おひつごはん  ○  
125 長崎ちゃんぽんリンガーハット ちゃんぽん    
126 ＫＵＮＩ’ｓ ハンバーグ・ステーキ ○   
127 高橋製麺所 ラーメン ○  ○ 
128 杵屋麦丸 うどん・寿司 ○   
129 マクドナルド ハンバーガー    
130 Ｐａｎｃａｋｅ＆Ｃａｆｅ ＦＯＲＥＳＴ パンケーキ  ○  

 

131 ケンタッキーフライドチキン フライドチキン    

 

１Ｆ・２Ｆ 
モール棟 

番号 店名 業種 東北地区初 山形県初 地元企業
 132 イオン天童店 総合スーパー    

 

アウトモール 
飲食棟 

番号 店名 業種 東北地区初 山形県初 地元企業

1 プティフリポン 和洋菓子   ○ 
2 長栄堂 和菓子・かりんとう   ○  

3 山形本格自家製麺 桃山 そば    

 

外部棟 
 

番号 店名 業種 東北地区初 山形県初 地元企業
 4 コスモ石油（※今夏オープン予定） ガソリンスタンド    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地区初出店：１２舗／山形県初出店：５６店舗／地元企業：１１店舗 

※「東北地区」は山形県・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県を指します。 

※店名・業種及び本資料については、１月２２日現在の為、変更になる場合がございます。 
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【周辺・広域地図】 

＜広域ＭＡＰ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜近隣ＭＡＰ＞ 

 

 


