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２０１４年４月１８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 
 

  ～ざっくばらんに Ｄｏ ＭＡＬＬ！！～ 

「イオンモール名古屋茶屋」 
６月２７日（金）ＡＭ９：００ グランドオープン 

 

イオンは、名古屋市港区に新たなショッピングモール「イオンモール名古屋茶屋」（以下、当モール）

を２０１４年６月２７日（金）にグランドオープンします。 
 

当モールは、名古屋市南西部、港区の西エリアに位置する「南陽地域」に、新たな生活拠点の形成

に向けて開発が進められている名古屋市茶屋新田土地区画整理事業地内の中心部に立地します。学校

や住宅、今後整備される緑豊かな公園など、新たな市街地形成が進み、『まちの彩りと環境が共生する

「名古屋市南西部の交流拠点」』として、今後さらなる発展が期待される地域の新たなランドマークと

なる施設をめざしてまいります。 
 

◆愛知県初出店３６店舗（内、東海初３１店舗）を含む約２００店舗で構成する専門店  

 愛知県初出店となる「ＦＯＲＥＶＥＲ
フ ォ ー エ バ ー

２１」をはじめ、「Ｈ
エイチ

＆
アンド

Ｍ
エム

」、「ＯＬＤ
オ ー ル ド

 ＮＡＶＹ
ネ イ ビ ー

」「チャ

ールズ＆キース」などのインターナショナルブランドや、新ブランド「ＬＥ
ル

 ＪＵＮ
ジ ュ ン

」、「デッサ

ン アンタイトル」、「セシルデイズ」など、話題性の高い高感度ファッションブランドを多数導

入します。 

◆地域の新たなコミュニティ拠点となる新たなランドマークとなる“南陽の丘” 

 モールデザインは、国内外の商業施設を多く手がけるデザイン事務所ＬＬＡ（ラグアルダ・ロウ・
アーキテクツ）とコラボレーションし、テラス感覚の開放的な「レストランガーデン」（アウター

モール）や、３Ｆ中央の吹き抜けを挟んだ２つのゾーンで構成するフードコートなど、趣向を凝ら

した空間を構築します。 

 伊勢湾を望む絶好のロケーションとして、「南の陽（ひなた）」に由来する当地にちなみ、建物
コンセプトを“南陽の丘”とし、空、雲、風、花など、豊かな自然の魅力をふんだんに活かした

環境デザインとしています。 

◆核店舗「イオン名古屋茶屋店」は、商品やサービスを通して多様な生活スタイルに応

じた新たな価値をご提案します。

 名古屋市内では最大規模となる食品ゾーンを有し、新鮮な食材や名古屋メシなど「ご当
地」もの、簡便・時短メニューや話題商品など多様な「食」をご提案します。また、ファ

ッションではお仕事や特別な日のお出かけ、海外旅行まで、様々なライフスタイル・シー

ンを通して、快適かつ心躍るコーディネートをご提案します。 

 公共料金の収納代行や家事代行業務から冠婚葬祭、鍵や水回りの緊急トラブルの受付ま
でくらしに関するご相談の窓口となる「くらしのコンシェルジュ」を設置するほか、お

酒やコスメ、ベビーや自転車等のコーナーでは、専門知識や技術を持ち合わせたアドバ

イザーが、お客さまに価値ある商品とサービスをお届けします。 

 買物袋持参運動をはじめ、ラムサール条約に登録されている「藤前干潟」の情報を店内
のデジタルサイネージを通して発信するなど、お客さまとともに取り組む自然・環境保護

活動を推進します。 
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新たなまちのランドマークとして、一歩先行くライフスタイルをご提案。 
 

１） 名古屋市南西部の交流拠点として開発が進む新しいまちの中心部に立地 

当モールが立地する名古屋市港区西部の「南陽地域」は、江戸時代に伊勢湾を干拓され

た新田地域で、「南の陽（ひなた）」という地名にもある通り、伊勢湾を望む絶好のロケ

ーションとして、青い空が広がり暖かさが感じられる風土です。 

当モール計画地の西側には、名古屋環状２号線（国道３０２号線）が南北に、南側には

国道２３号線、北側に国道１号線がそれぞれ東西に走るほか、計画地周辺には、主要幹線

道路である名古屋環状２号線と接続する都市計画道路が整備される予定です。 

 また、オープンに合わせ、地下鉄東山線「高畑駅」、名港線「港区役所駅」、ＪＲ関西本

線「春田駅」の周辺の各駅などと、敷地東側に設ける「交通広場」（バスターミナル）を結

ぶ路線バスが平日１日平均約２３０本運行するほか、名古屋市内中心部（栄エリア）と当

モールを結ぶ高速バスも乗り入れるなど、地域の交通結節点としての機能を担います。 

 

２）自然豊かな環境を活かし、周辺の自然環境と調和する地域の新たなランドマーク 

当モールは、約１８.６万㎡の敷地に、延床面積約１３.２万㎡、総賃貸面積約７.５万

㎡、全長約３００ｍの４層モールと、駐車台数約４,１００台を擁するショッピングモー

ルです。１Ｆから３Ｆに配置する核店舗となる総合スーパー「イオン名古屋茶屋店」と 

約２００の専門店で構成します。モール全体を地域環境と調和する“丘”に見立て、台

地からなだらかに立ち上がる建物が、“南陽の丘”として新たなランドマークとなるモー

ルをめざします。 

①敷地南側には、居心地のよい散策空間となる快適なレストランガーデンを配置。レス

トランやグロッサリーなど２８店舗の食のゾーンを展開します。 

②敷地北側では、地域コミュニティの中心となる施設をめざし、プロムナードとその両

端に緑あふれる広場を設置。地域の皆さまへ新たな憩いのスペースとして、また、徒

歩や自転車で当モールにご来店される皆さまには、心地良いご来店ルートとなるよう

整備します。 

③敷地東側には、名古屋市交通局が運営する路線バスや、三重交通が運営する名古屋市

の中心部（栄エリア）から運行する高速バスが乗り入れる「交通広場」を整備します。 
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【イオンモール名古屋茶屋 フロア構成と名称】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ 

２Ｆ 

センターキャノピー 

レストランガーデン

センターコート ウエストコート 

レストランガーデン 

ＦＯＲＥＶＥＲ２１ 

Ｈ＆Ｍ 

無印良品 

ＯＬＤ ＮＡＶＹ 

エディオン 

ＧＵ 
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３Ｆ 

４Ｆ 

イオンシネマ 

フードコート ホビーゾーン 
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【イオンモール名古屋茶屋 概要】 

 

・モール名称 ：  イオンモール名古屋茶屋 

・所 在 地 ： 〒４５５-０８５８愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１ 

・電 話 ：  イオンモール名古屋茶屋   未定 

            イオン名古屋茶屋店     未定 

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

・責 任 者 ：  イオンモール名古屋茶屋  ゼネラルマネージャー 古川 明 

          イオン名古屋茶屋店     店長         小澤 俊彦 

・出店店舗数 ：  核店舗    イオン名古屋茶屋店 

          サブ核店舗  イオンシネマ エディオン 

                   専門店数    約２００店舗 

・敷 地 面 積 ：  約 １８６,０００㎡  

・延 床 面 積 ：  約 １３２,０００㎡ 

・総賃貸面積 ：  約  ７５,０００㎡ 

・建 物 構 造  ：  鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 地上５階建 

・駐 車 台 数 ：  約 ４,１００台  

・駐 輪 台 数 ：  約 １,０５０台  

・設計・施工 ：  株式会社大林組 

・開 店 日  ：  ２０１４年６月２７日（金）９：００グランドオープン  

・営 業 時 間 ：  専門店                   ９：００～２２：００ 

レストラン街                        １０：００～２３：００ 

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

          イオン名古屋茶屋店（１Ｆ食品）      ９：００～２３：００ 

           ※７月７日（月）から１Ｆ食品売り場は７：００～２３：００ 

          イオン名古屋茶屋店（２Ｆ・３Ｆ）      ９：００～２２：００ 

          ※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（イオン名古屋茶屋店約７００名）  

・基 本 商 圏 ：  車３０分圏 約４０万世帯 約９６万人 
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【イオンモール名古屋茶屋 専門店の特徴】 
 

東海地区初３１店舗、愛知県初５店舗を含む約２００店舗で構成 
 
（１）インターナショナルファッションや東海初出店となる話題の新ブランドなど、高

感度な都市型ファッションを集積 

・モール東側では、１Ｆ・２Ｆの２層にわたって大型ファッションブランドを集積。１Ｆ

では、待望の愛知県初出店、ロサンゼルス発のグローバルファストファッションブラン

ド「ＦＯＲＥＶＥＲ２１」を約１,２００㎡で、また、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」を約１,８００㎡で導

入します。２Ｆでは、アメリカ「ＧＡＰ社」が展開する「ＯＬＤ ＮＡＶＹ」を約１,７

００㎡で、“ファッションを、もっと自由に”がブランドメッセージ、今欲しいデザイン

を驚きの価格でご提供する「ＧＵ」を約９００㎡で導入します。 

・東海初出店として、新ブランドの「ＬＥ ＪＵＮ」や「セシルデイズ」をはじめ、人気ブラン

ドから派生した「デッサンアンタイトル」など、話題の都市型ブランドを１Ｆに複数導入しま

す。 

・今春日本、ハワイ、ＬＡで同時デビュー、海沿いに住む家族のライフスタイルをイメー

ジした、レディス＆キッズ＆雑貨の新ブランド「Ｌａ
ラ

 Ｌｅｉａ
レ イ ア

」を東海初出店として２

Ｆに導入するほか、シンガポールの靴ブランド「チャールズ＆キース」も愛知県に初出

店します。 

・キッズファッションでは、東海初出店、アメリカンカジュアルをキッズアパレルに取り

入れ、人気ブランド「ブリーズ」が提案する「ブリーズスクエア」のほか、愛知県初出

店となる「マザウェイズ」などの人気ブランドを多数導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）シーンに合わせて使い分けができる地域の新たな一大グルメ空間 

＜１Ｆ レストランガーデン＞ 

当モールの顔となる１Ｆ南側外部に設けた「センターキャノピー」を挟んで展開する「レ

ストランガーデン」には、新業態や東海初出店となる話題の店舗から、地元名古屋定番の

味まで、東海初出店７店舗、地元企業７店舗を含む２１店舗のレストランを導入します。 

・オーダービュッフェスタイルで焼肉をご提供する「焼肉 炎蔵」、和風パスタとスイーツ

をご提供する「和風パスタ＆スイーツ ＰｅＰｅ」、和カフェの「Ｍａｎｎｅｎｄｏｕ Ｃ

ａｆｅ」、九州・沖縄料理の「チキ南亭」、炭火焼牛肉１００％のオリジナルハンバーグ

で有名な横浜の老舗レストラン「ハングリータイガー」、ハワイアンカフェの「ラナイカ

フェ」、イタリアンの「ワンディッシュ ピッツァミール」が東海初出店。 

・カレーうどんの「若鯱家」、名古屋名物「あんかけスパゲティ」専門店の「チャオ」、国

産大豆１００％で作られた豆腐料理と日本全国から集めた安心安全なこだわり食材を提

供する「おとうふ湯葉いしかわ」など、地元愛知県に本社を置く７店舗を導入します。 
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＜１Ｆ 食物販＞ 

バラエティ豊かな食物販店舗は、「レストランガーデン」のレストランに隣接して配置する

７店舗と、モール内に配置する５店舗を合わせて１２店舗で展開します。 

・生産者の顔が見える北海道の味をお届ける「北海道うまいもの館」、世界のドーナツやケ

ーキの様に鮮やかドーナツなどをデイリープライスでご提供する「ジャックインザドー

ナツ」が東海地区に初出店するほか、沖縄県の公式アンテナショップ「わしたショップ」

などが出店します。 

＜３Ｆ フードコート＞ 

３Ｆ中央に設けるフードコートは、吹き抜けを挟んで南北２つに大きくゾーンを分けて展

開。北側のゾーンでは“オトナが楽しめるフードコート”、南側を“ファミリーが楽しめる

フードコート”とし、店舗はもちろん、ゾーン全体の環境もコンセプトに合わせた世界観

を構築しています。 

・北側では、オトナも満足できるこだわりの味を１１店舗で展開、内９店舗が東海初出店

となります。 

とんこつラーメンの名店「博多一風堂」が手がける、斬新な味を気軽にご提供する 

「ＩＰＰＵＤＯ ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ」、横浜中華街で人気の本格中華「梅蘭」、

老舗精肉店「柿安」が手がけるハンバーグとカレーの「グリルカキヤス」、パエリア専門

店の「パラドリーナ」、ビタミンとミネラルの宝庫であるフルーツを、ジュースを中心と

した様々なスタイルでご提供する｢Ｖ²＆Ｍ ｂｙ Ｆｒｕｉｔｓ Ｂａｒ ＡＯＫＩ｣など、

味にこだわるオトナも満足するラインナップです。 

・南側では、ご家族で楽しめるようお子さま向けスペースを設けるなど環境も整え、定番

のファストフード、愛知県民おなじみの味「スガキヤ」、スイーツの店舗など５店舗を配

置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域の皆さまのライフスタイルに利便性と新たな彩りをご提案する雑貨店。 

・２Ｆ東側には大型店舗を複数配置。大型家電専門店「エディオン」を約２,６００㎡で、

「無印良品」を約１,０００㎡で導入します。 

・生活雑貨では、東海初出店となる「雑貨館インキューブ」をはじめ、プチプライスで素

敵な「お部屋ライフ」をご提案する「ｓａｌｕｔ
サ リ ュ

！」、毎日の料理を楽しくするキッチン

雑貨専門店「２１２キッチンストア」、カフェを併設し、くつろいだ雰囲気の空間でぬく

もりのある生活雑貨・服飾雑貨を提供する「ハンプティーダンプティー」、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

」など、日々の暮らしを彩るバリエーション豊かな店舗を配置します。 
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（４）趣味、ライフスタイル、エンターテイメントなど「体験」「体感」をご提供。 

・１２スクリーン、約１,８００席の大型シネマコンプレックス「イオンシネマ」は、東海

初登場となる最新音響設備「ＤＯＬＢＹ ＡＴＭＯＳ」を最大スクリーンに導入し、最新

映画はもちろんのこと、さまざまなエンターテイメントをお届けします 

・３Ｆ東側では、趣味や教養に関する１６店舗を一同に介して展開する「ホビーゾーン」

を展開。約１,５００㎡の「未来屋書店」をはじめ、楽器、関連グッズや教室、レンタル

スタジオも展開する「島村楽器」、“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」、料理教室「ＡＢＣクッキングスタジオ」などを配置。また、中央には、ゾ

ーン特性に合わせ、「体験」や「体感」などに関する様々な催し物を企画、実施できる

「レクチャースペース」を設けます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）生活ニーズにお応えする多種多様なサービス店舗 
・名古屋市昭和区八事本町にある真言宗の寺院「八事山

やごとさん

興
こう

正寺
しょうじ

」が、挙式から永代供養ま

で、人生に訪れる様々なシーンに合わせたご提案をするサロンとして「八事山
やごとさん

興
こう

正寺
しょうじ

別院
べついん

案
あん

内所
ないしょ

」（仮称）が出店します。 

・内科、歯科、眼科、皮膚科などを有するクリニックモールの「あいおいクリニック」を

導入、イオン名古屋茶屋店１Ｆには、全国どこの処方箋も受け付けが可能な「イオン調

剤薬局」を配置します。 

・「健康をはかる企業」タニタがプロデュース、“私にピッタリの”“健康な私”がテーマ

の女性専用フィットネス「フィッツミー」をはじめ、美容室の「Ｌａ Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｂ

ａｍｂｏｕ」や「美容室イレブンカット」、理容室の「ＱＢハウス」、リラクゼーション

の「カラダファクトリー」、「ｐｒｉｍｏ－ｓｔｙｌｅ ｂｙ ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ」、ネイ

ルサロン、まつ毛専門店の「ピュアネイル・ラッシュドール」など、美と癒しをご提供

する店舗も多数出店します。 
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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 

 当モールは、海より約１.５ｋｍに立地していることから、当モールを含む周辺地域にお
いて、大地震が発生した際の津波被害を想定し、津波に配慮した設計を行うほか、津波

の想定水位より高い位置に主要設備を配置します。 

 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補強を施すと共に、センターコート（フードコート）上部は膜天井

を採用しています。 

 

２．被災時の復興拠点としての機能確保 

 大規模な地震や津波による災害が発生した際を想定し、２Ｆより上階に約３１,０００人
が収容可能な一時避難可能なスペースを確保します。また、名古屋市の「津波避難ビル」

の指定を受ける予定で、有事における地域の緊急対応の一助となれるよう努めます。 
 

 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
電源や給水電源はもちろんのこと、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の機能維持に努

めます。 
 

 受耐震性ならびに耐久性を考慮した受水槽は、断水時の飲料水を確保できる強度を有し
断水・停電状態であっても、受水槽内（約３６０㎥）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、敷地の北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「（一財）イオンワンパーセントクラブ」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排出抑制に努めます。 

 太陽光発電設備の導入 
晴天時には約２６０ｋｗ（一般家庭の１時間当たり平均使用量の約８０世帯分に相当）の

電力の創出が可能なソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行います。 

 

 ＬＥＤ器具の積極採用 
館内共用部の照明及び外部サインは、従来の蛍光灯等の球管に替わりＬＥＤを１００％採

用しています。また、店舗においても各専門店も大部分がＬＥＤ器具を採用しており、イ

オン名古屋茶屋店でのＬＥＤ採用率は１００％、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、啓蒙活動を実施するほか、お客さまから紙パック・ペットボトルを回収し、お持ちい

ただいた本数に応じてイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」として使える「ＷＡＯＮポイント」

を付与します。 

 

 雨水敷地内処理 
敷地内には調整池を設置し、約８００トンの一時貯留を行うことで、広域における水害の

低減に寄与します。 
 

 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４Ｆ駐車場北側に設置して

います。 
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２．地域との調和・環境デザイン 

 外装デザイン 
・当モールが立地する「南陽地域」は、濃尾平野南西部に広がる伊勢湾を望む絶好のロケ 

 ーションで、江戸時代、伊勢湾を干拓した豊かな水郷地帯新として発展を遂げました。 

 水と緑が広がり、青い空が広がる自然豊かな地域の特長を活かし、環境と調和する「丘」 

 を創造することをめざし、「南陽の丘」をテーマとした外装デザインとしています。 

・世界的に活躍するデザイン事務所ＬＬＡ（ラグアルダ・ロウ・アーキテクツ）とコラ 

ボレーションし、台地からなだらかに立ち上がる建物は、大きな空を背景に、時には

風景に溶け込み、時には雄々しく存在するような、“個性的で今までにない独特な曲

線と段差を用いた”デザインとします。 

・設面を段状にセットバックさせ圧迫感を軽減させると同時に、壁面緑化をはじめとし 

た積極的な緑化に取り組み環境と調和した「南陽の丘」を実現します。 

 

 センターキャノピー 
レストランガーデン中央部分には膜屋根を採用した大規模空間のセンターキャノピーを

設置、施設全体のコミュニケーションの中心となる空間を実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 レストランガーデン 
緑の庭が隆起し南陽の「丘」のはじまりをイメージし、中央に配置する「センターキャノ

ピー」と、表情豊かなレストランに囲まれた街並みが、ご来店いただく皆さまをお迎えす

る活気ある空間をご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外部ステージ 
敷地北側には、芝生の広場に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

する時節に応じた様々なイベントを行うほか、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。 
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 フードコート 
３Ｆセンターコートを中心に約９００席を配したフードコートは、南北で異なる表情を持

つ空間を演出。吹抜け中央に大きなブリッジを設けています。 

・北側に配する大人向けフードコートは、“風のダイニング”をコンセプトに、南陽の丘 

 に吹き込む風と共存する大都市をイメージ。雲のような膜のドーム天井の下には回遊性 

 を高めたサークル状の通路を配置。大人が楽しめるメニューと、リラックスできる上質 

 な空間を演出します。 

・南側に配するファミリー向けフードコートは、“丘の上のテラス”をコンセプトに、南  

 陽の丘の上にあるご家族が楽しめるテラスをイメージ。カラフルな柄や色とりどりの椅 

 子やテーブルの空間をおもてなし。ご家族皆さまでお楽しみいただける環境をご提案   

 します。 

 

 ホビーモール 
３Ｆ東側に配置するホビーモールは、“南陽に咲く花”をコンセプトに、風のたまりとな

る空間をイメージし、地域の皆さまの「趣味が“はなひらく”」空間を形成します。 

夢中になれる時を過ごせるよう、間接照明のやわらかな光を多用し、ゆったりとした時間

を演出。同じ趣味を持つ人の交流の場としてもご活用いただけるよう、中心部にはレクチ

ャースペースを配置、周辺店舗と合わせた配置は、西茶屋地区のシンボルの花「ハイビス

カス」をイメージしています。 

 

 イオンホール 
２Ｆには、約３００㎡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。 

 

 名古屋市初の「開発整備促進区制度」を活用した施設 
当モールは、「開発整備促進区制度」を活用し、名古屋市ではじめて適用された施設とし

て、複数の公共交通が乗り入れる交通広場や、歩行者用通路、緑地や広場などの整備など、

都市機能の増進や周辺環境への配慮へ積極的に寄与することにより、地域の一員としての

取組みを推進します。 

 
 「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、２０１４年６月８日（日）に、地域にお住まいの約２,０００名の方々

と「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を約４０種類、約２０,０００本の植樹を行なう予定

です。 

 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。 
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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いただけるよう、多機能カウンターと

し、センターコート１Ｆ中央部に設置しています。 
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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 

 優先トイレ、親子トイレ 
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「優先トイレ」は１～３Ｆに４

箇所設置し、その内３箇所にオストメイト用対応便器を設置。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「親子トイレ」も、３Ｆフードコート横トイレ

に１箇所設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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１～３Ｆに各１箇所、合計３箇所設置します。 

 

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 
３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ために、１Ｆ風除室１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４７台（予定）を設置します。さらに、その内

４Ｆ駐車場内の８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「イオン名古屋茶屋店」の特徴】 

総合スーパー「イオン名古屋茶屋店」は、愛知県内では２０１０年３月にオープンした

イオン新瑞橋店以来、４年ぶりとなる新店です。 

当店は、商品やサービスを通して生活の“スタイル”をご提案する「イオンスタイル   

ストア」です。「なりたい明日のために、納得して買うことができる“幸せ”のご提供」を

コンセプトに、コト（体験）モノ（商品）ネットを融合させたオムニチャネルの取り組み

を推進し、ご家族みんなでお買物を楽しんでいただけるお店づくりを目指します。 

 

◆お客さまの生活に最も近い店として、商品・サービスを通してお客さまにあらゆる生活

のソリューションをご提供します。公共料金の収納代行、冠婚葬祭のサービス受付など、

くらしに関するご相談をサポートする「くらしのコンシェルジュカウンター」をはじめ、

お酒やコスメ、ベビーや自転車等のコーナーでは専門のアドバイザーがお客さまのお悩

みやご要望をお伺いしながら、商品をご提案します。 

◆名古屋市内のイオンで最大級の食品ゾーンが多様な「食」を発信します。地元の新鮮な

食材や名古屋メシなど「ご当地」ものをはじめ、栄養バランスを重視したものからボリ

ューム満点なお弁当、さらに時短・簡便をテーマにした商品まで、多様なニーズにお応

えするメニューをご提案します。 

◆ファミリーからＧ.Ｇ世代(※)まで、年齢にとらわれず、個性やご自身のスタイルに合 

ったコーディネートを楽しんでいただくべく、スタイル別にファッションをご提案しま

す。家でくつろぐためのウェアからお仕事、さらに海外旅行まで、幅広いライフシーン

に対応するアイテムを品揃えします。 

◆暮らしの品では、食器や家具、話題の家電からご進物用のカタログギフト、さらにはリ

フォームまで、暮らしに関する商品とサービスを幅広く展開します。また調剤薬局も併

設するヘルス＆ビューティーケアのゾーンではオーガニックコスメなど「健康」と「美」

をサポートするアイテムを豊富に取り揃えます。 

◆買物袋持参運動をはじめ、ラムサール条約に登録されている「藤前干潟」の情報を店内

のデジタルサイネージを通して発信するなど、お客さまとともに取り組む自然・環境保護

活動を推進します。 

 

 

 

スマートフォンやタブレット端末の普及により、お客さまの情報収集やお買物の方法も大

きく変化しています。イオンはこのような時代の変化に対応し、リアルの店舗だからこそ

実現できる商品やサービスを進化させるとともに、それらをネットと融合させることで新

たなお買物体験をご提案します。 

◆イオンのリカー（酒）専門店「イオンリカー」では、お客さまのスマートフォンから 

「スマホ ＤＥ リカー」アプリを通じてインターネットサイト「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＩＮ

Ｅ（イオン デ ワイン）」に接続していただくことで、店頭ではご紹介しきれない約

３,０００種類のワインを選択、ご購入いただけます。 

◆６０インチの大型デジタルサイネージ・デジタルサイネージ自販機とイオンのお買い物

アプリが連携。お手持ちのスマートフォンで商品情報やレシピをご覧いただけます。 

◆店舗に品揃えがない商品も取り寄せ、店頭もしくはご自宅で受取りができる「タッチ･ 

ゲット」サービスを、家電、収納用品など一部商品で実施します。 

◆１Ｆ「くらしのコンシェルジュカウンター」では、タブレット端末５台の貸し出しサー

ビスを実施。店内には「イオンＷｉＦｉ」を導入し、お客さまのお好きな場所で、電子

書籍やレシピ、モールの専門店情報などインターネット閲覧をお楽しみいただけます。 

※Ｇ.Ｇ 世代＝GRAND GENERATIONとは、脚本家や大学教授などとして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世代の考え方です。グランドは最上級を意味し、人生の中でも最上の世代と捉えた考え方
にイオンは賛同し「GRAND GENERATION」をお客さまにご認知いただく取り組みを推進しています。 
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■「イオン名古屋茶屋店」のフロア構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ 食品とへルス＆ビューティーケアのフロア 

新鮮な食材や名古屋メシなど「ご当地」ものをはじめ、栄養バランスを重視したもの

からボリューム満点なお弁当まで多様なニーズにお応えするメニュー、さらに話題商品

まで、名古屋市内のイオン最大級となる約５,６００㎡のフロアと品揃えで多様な「食」

を発信します。 

またヘルス＆ビューティーケアのゾーンでは「健康」と「美」をサポートするアイテ

ムを豊富に取り揃えます。 

 

◆鮮度抜群、お値打ち価格の商品と、活気あふれる売場がお客さまをお迎えします 

野 菜：トマト売場では地元愛知県産のルネッサンストマトをはじめ３０種類以上の商

品を展開。ミニトマト、ミディトマト、調理用トマトなど、種類がわかりやすい

よう用途別にご提案します。ハーブのコーナーではベビーリーフ、スイートバジ

ルから、ポット入りの商品まで幅広く取り揃えるほか、調理にかかる時間と手間

を省ける便利なカット済み野菜セットなども豊富に展開します。 

果 物：カットフルーツは旬の果実の盛り合わせや、個食用からパーティ用オードブル

まで、カットしたての新鮮なフルーツをご提供します。 

お 魚：お客さまと直接お話ができる対面鮮魚売場にて

ご要望に合わせたかたちでお魚をご提供します。

愛知県の幡豆、豊浜港などで獲れる新鮮な魚を

使ったお造り、１人前のお刺身や、手軽に調理

ができるファストフィッシュ、ワインにあう洋

風メニューほか、店内での干物製造など、お魚

の多様な食べ方・楽しみ方をご提案します。      

 

 

 

暮らしの品＆キッズのフロア 

キッチン・バストイレ用品、寝具・インテリア家電 携帯電話 照明 

リフォーム 文具・テレビゲーム、手芸用品、子ども・ベビー用品 玩具 
３階 

専門店：「モーリーファンタジー」 

ファッション＆服飾雑貨のフロア 

２階 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 

食品とヘルス＆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 １階 

専門店：「イオンリカー」（酒）「カフェランテ」（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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お 肉：「美味しさ」と「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

ンアイ」のタスマニアビーフや純輝鶏、「トップバリュ 国産黒毛和牛」に加え、

「飛騨牛」「飛騨旨豚」「名古屋コーチン」など東海地区のおいしい素材を品揃

えします。また、簡便志向の高まりにお応えし、フライパン、レンジで調理が

出来る商品を多数品揃えします。 

冷凍食品：名古屋市内のイオン最大級の冷凍食品売場を展

開します。お弁当用はもちろん、食卓でお楽し

みいただける主食とおかずがセットになった

「トップバリュワントレー」シリーズ、フロー

ズンデザートなど、定番から話題の商品まで幅

広く展開します。 

お 総 菜：新鮮・出来立てを基本に、量・種類ともに多様

なニーズにお応えするメニューをご提供します。

必要な分だけご購入いただけるオリジン弁当の

量り売りコーナーのほか、注文を受けてから調

理をするこだわりの焼き立てピザ、さらに目の

前で調理するグリルコーナーでは焼きたてのチ

キンやハンバーグをご提供します。お弁当コー

ナーでは栄養バランスのとれたお弁当からボリ

ューム満点のお弁当・おにぎりまで幅広く取り揃えます。 

 

◆名古屋メシから地元の銘店まで。愛され続ける人気商品を品揃えします。 

・地元の方に愛され続けている「名古屋メシ」。イオンでは、家事の時間を短縮されたい方

や、Ｇ.Ｇ世代、一人暮らしの方々にも手軽に日々の食卓で楽しんでいただきたいとの想

いから、お総菜コーナーに名古屋メシのコーナーを設けます。ご家庭では少し手間がかか

る味噌かつや海老フライ、さらにどて煮や味噌串カツも取り揃え、名古屋メシの更なる盛

り上がりを応援します。 

・必要なときに、素早く手軽にきちんとしたものを準備したい「手土産」。当店ではこのよ

うなニーズにお応えすべく、イオン初出店の名古屋尾頭橋の和菓子処、最中作り一筋の

銘店「不朽園」や、名古屋大須に本店を構えブライダルも手掛ける洋菓子の老舗

「Ｂｅｌｌｅ Ｃｈａｐｅａｕ」（ベルシャポー）のスイーツ、更に名古屋市港区の人気店

「ブローニュの森」のバウムクーヘンなど、の個性あふれる銘店に出店していただきます。

手土産はもちろん、ご家庭の大切な日のために、特別なおいしさをご提案します。 

 

 

 

 

 

 

◆ナチュラル＆オーガニックコスメから、調剤薬局まで。「美」と「健康」をフルサポート 

・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」を設置。

専門知識を有した販売員がブランドの垣根を越えてお客さ

まに最適な化粧品をご提案します。その他にもナチュラル

＆オーガニックコスメを集めたコーナーを導入するなど、

お客さまの多様な美へのこだわりにお応えします。 
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・１日分から購入できるお手頃な漢方エキス剤をはじめ本格

的な漢方薬まで幅広く品揃えした「漢方ショップ」が登場。

Ｇ.Ｇ世代の健康に関するお悩みや不安に対し、漢方薬や健

康食品の相談販売を行ないます。お客さま一人ひとりの症

状に合わせた、食習慣・生活習慣のご相談承りなど、きめ

細やかなサービスをご提供します。 

・イオン調剤薬局は、全国どこの処方箋も受け付けします。ま

た、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」を活用した健康手帳サ

ービスをスタートし、健康管理を支援する「からだメモリ」

を導入します。 

※「からだメモリ」は、お客さまのスマホやパソコンを使って、お薬手帳の閲覧、

服用、残薬などの管理に加え、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。 

 

◆イオンの専門コーナーがワインと花がある食卓をご提案！自転車もおまかせください 

イオンリカー：「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イオンのリカー

（酒）専門店「イオンリカー」は、名古屋市内のイオンで最大級の約８００種類

のワインを展開。また、インターネットサイトでも約２,２００種類のワインを

ご紹介、合計約３,０００種類を揃える日本最大級のワインショップです。 

①「イオン直輸入ワイン」 

イオンのワイン専門輸入商社「コルドンヴェー

ル」による直輸入ワイン約４００種類を中心に、

国内外のこだわりのワインを約８００種類品揃

えします。 

②「体験型ワインショップの提案」 

世界各国のワインを有料試飲できる「ワインサ

ーバー」を導入。ワインの世界を楽しむことが

できます。おすすめ商品を試飲（有料）するこ

とにより、安心・納得して商品をえらび、ご購

入いただくことができます。 

③「コト・モノ・ネット イオンのオムニチャネル」 

  お客さまのスマートフォンから「スマホＤＥ リ

カー」アプリを通じてイオンのインターネットサ

イト「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＩＮＥ（イオン デ ワイ

ン）」に接続し、約３,０００種類のワインを選択、

ご購入いただけます。 

 

輸 入 食 品：「カフェランテ」では、欧州・アジアなど輸入菓

子と調味料を中心に、国内外のこだわり食品を

約２,４００品目取り揃え、お客さまの食卓に

美味しくて楽しい話題をご提供します。また、

もうひとつのこだわりである挽き売りの珈琲

豆は、スペシャリティ珈琲を新たに品揃えして、

約３５種類の品質・鮮度にこだわった珈琲豆を 

お手ごろ価格でご提供します。 
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花 ・ 園 芸：「フラワー＆ガーデン」は、ブーケ等の“アレ

ンジメント”と、花を育てる“園芸”の２つの

ニーズにお応えします。花卉生産額で全国第一

位の市場を活かし、東海地区のバラやガーベラ

などの産地直送に取り組みます。約１００種類

のブーケやアレンジ用のお花のほか、切花の一

部では日持ち保証「花持ちサポート」を実施す

るなど、お花を楽しんでいただく商品・サービ

スをご提供します。 

イオンバイク：イオンの自転車専門店「イオンバイク」は、日

常用途のファミリーサイクルからお子さまの

三輪車、本格的なスポーツサイクルまで、自転

車本体で約３５０品目を展開。カスタマイズ用

のパーツやサイクリングウェアなどの関連ア

イテムも約１,５００品目取り揃えます。自転

車選びから乗り方、メンテナンスまで、公的資

格を持つ専門スタッフにお気軽にご相談いた

だける専門店です。 

 

２Ｆ ファッション＆服飾雑貨のフロア 

 名古屋市内のイオン最大級の約５,７００㎡のファッションゾーンが登場。お仕事や日々

の外出、特別な日のお出かけから海外旅行まで、ライフスタイル・シーンを通して、快適

かつ心躍るファッションコーディネートをご提案します。 

 

◆年齢の枠を超えて“スタイル”で楽しんでいただくファッションと、豊富な服飾雑貨の

ラインアップで、自分らしさが輝くトータルコーディネートが完成！ 

レディス：いつでも、いつまでも、美しく女性らしく装うた

めのアイテムを、ライフスタイル別にご提案しま

す。「ゆる・楽・きちっと」をテーマに大人の女性

が毎日を素敵にリラックスして過ごせる服を展開

する「エシーム」、女性らしいカジュアルを展

開する「ペルソデア」のほか、世界で活躍するデ

ザイナー島田順子さんが手がける「Ｐａｒｔ２
パ ー ト ツ ー

 

ｂｙ
バ イ

 ＪＵＮＫＯ
ジ ュ ン コ

ＳＨＩＭＡＤＡ
シ マ ダ

」も展開。このほ

かにも「ＴＯＰＶＡＬＵ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」「ＳＥＬF+ＳＥ

ＲＶＩＣＥ」など、豊富なスタイルの中からお好みや

着用シーンに合わせたファッションを選んでいた

だけます。 

メ ン ズ：カジュアルからビジネスまで、幅広い年代の男性向

けファッションをトータルで提案します。カジュア

ルスタイルの「カリビアンジョー」「スクエアフィール

ド」「フルハウス」「クロコダイル」をはじめ、ビジ

ネススタイルの「ヒロココシノオム」「ヒロミチナカ

ノ」など多様なスタイルをご提案します。服飾雑貨

では「ミスターモストマブ」などファッションビル

で展開するショップのアイテムも一部導入し、お客

さまの多様なライフスタイルにお応えします。 
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インナー：機能性肌着をはじめ、トレンドの靴下やストッキングなどの「レッグファッシ

ョン」、部屋でのくつろぎに最適なリラクシングウェアをトータルでご提案しま

す。また、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加え、「ｆｕｆｕ」（フフ）

や６０代以上の女性向け下着「Ｔｓｕｙａｋａ」（ツヤカ）などのイオン限定ブランドも

取り揃えます。 

 

服飾雑貨：名古屋市内のイオン最大級の品揃えで展開します。ご家族や友人、またはご自

身に贈る「パーソナルギフト」へのニーズの高まりにお応えし、ジュエリーや

時計、素材にこだわった財布等の小物も幅広く展開。ファッションビルで展開

するブランドアイテムも導入するなど、ワンランク上のこだわりの一品をお選

びいただけます。また、ストールなど首まわりを華やかに彩るアイテムや、コ

ーディネートのアクセントとなる帽子も豊富に展開します。 

トラベル用品：イオンのブランド「ＴＯＰＶＡＬＵ」をはじめ、イ

オンとバッグ・ラゲージの総合メーカー「ＡＣＥ」

が共同開発した「タビアージュ」、日本航空（ＪＡ

Ｌ）との共同開発で誕生した「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。 

 

 

３Ｆ 暮らしの品＆キッズのフロア 

暮らしの品ゾーンでは、食器や家具、話題の家電からご進物用のカタログギフト、さら

にはおうちのリフォームまで、暮らしに関する商品とサービスを幅広く展開します。また、

キッズ・ベビーゾーンでは、マタニティからベビー、お子さまに必要な商品を豊富に揃え

るほか、親子３世代で楽しめるホビーコーナーを導入します。 

 

◆暮らしに関する幅広いご相談にお応えする「暮らしのサポートカウンター」とともに、

生活を彩る品々を豊富にご提案。 

カウンター：配送、工事から、ハウスクリーニング、宅配クリ

ーニング、鍵や水回りのトラブル対応まで、住ま

いに関するあらゆるご相談にお応えします。また、

３Ｄシミュレーションシステムを活用したお部

屋のプランニングを導入するなど、お客さまがイ

メージされる理想のお部屋づくりのお手伝いを

させていただきます。 

寝 具：“快適な眠り”へのお客さまのニーズの高まりに

お応えして、まくら・敷ふとん・ベッドマットレ

スの品揃えを強化しました。特に、「まくら」は

オーダーコーナーを設置。マットレスとともに、

実際に寝心地をお試しいただきながら、お客さま

それぞれにあった商品をお探しいただけます。 

ギ フ ト：イオンオリジナルの総合カタログギフト「フレー

バー」「薫」をはじめ、グルメカタログギフトの

「美食万彩」、思い出を贈る新しいカタチのカタ

ログギフト「選べる体験ギフト」など、様々なギ

フトシーンに対応したギフトをご提案します。 
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家電・文具：スマートフォンおよびＴＶゲーム関連を中心に、関連商品、ＡＶ機器、デジタル

フォトプリントを展開します。特にスマートフォンアクセサリは名古屋市内の

イオン最大級の品揃えを展開します。 

オムニチャネル：店舗に品揃えしていない商品も取り寄せ、店頭もしくはご自宅で受け取りがで

きる「タッチ･ゲット」サービスを、収納用品や寝具、および家電などの暮らし

の品の一部商品で実施します。  

 

◆お子さまのファッション、玩具まで幅広く取り揃えるほか、専門知識と技術をもったア

ドバイザーが妊婦の方や小さなお子さまがいらっしゃるお客さまのお手伝いをさせてい

ただきます。 

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」（ムージ

ョンジョン）「ＰＵＭＡ」（プーマ）「アンパンマンショップ」

を展開。さらに、素材・デザインにこだわった新生児用の

ドレス・肌着を取り揃え、専門のコンサルタントがお客さ

まをお迎えするギフトショップ「チャックルベビー」がイ

オン初登場します。 

おもちゃ：小学生の女の子に大人気の「サンリオ」キャラクターを集めたファンシーコー

ナを展開します。また、フォトスポットも設置するなど、お子さまが安心に楽

しんで来て頂けるコーナーをつくります。 

子ども靴：イオンの靴専門店「Ｇｒｅｅｎｂｏｘ
グ リ ー ン ボ ッ ク ス

」が展開します。   

「瞬足」など通学に好適な商品を取り揃えるほか、「足の

サイズ無料計測会」などのイベントを開催し、足のサイズ

が変わりやすいお子さまにぴったりの靴をご提案します。 

 

■「イオン名古茶屋店」こだわりのサービス 

＜サービスカウンターに「くらしのコンシェルジュ」を設置＞ 

 「くらしのコンシェルジュ」では、公共料金の収納代

行や家事代行業務、冠婚葬祭、鍵や水回りの緊急トラ

ブルの受付、デジカメプリントやトラベル相談など、

お客さまの日々の暮らしを幅広くサポートします。タ

ブレット端末５台の貸し出しサービスを実施します。

店内には「イオンＷｉＦｉ」を導入しており、お客さ

まのお好きな場所で、電子書籍やレシピをはじめ、シ

ョッピングセンターの専門店情報などインターネッ

ト閲覧をお楽しみいただけます。 

 

＜東海Ｎｏ.１のサービスを目指して。全国で初めて全食品レジで袋詰めサービスを実施＞ 

ご高齢の方や小さなお子さま連れの方など、レジ会計後の商品の袋詰めが負担になるお

客さまにも快適にご利用いただけるよう、全国のイオンで初めて、全ての食品レジでご精

算時にお買い上げいただいた商品をご持参のお買物袋を含めて従業員が袋詰めさせてい

ただく「袋詰めサービス」を実施します。 

 

＜「カートインレジ」でお買物カゴを載せたままご清算＞ 

  レジでのご精算時に、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「カートインレジ」を導入します。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。 
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＜「おうちでイオン イオンネットスーパー」＞ 

 生鮮食品や冷凍食品、ベビー用品などの暮らしに便利な生活必需品を中心に、ご来店 

されるお客さまだけでなく育児や介護、お仕事などで店舗に立ち寄る時間のない方のため

に、インターネットでご注文いただき、ご自宅へお届けする「“おうちでイオン”イオン

ネットスーパー」をオープンと同時に実施予定です。当店のネットスーパーは、名古屋市

港区を中心に、中川区、中村区を含む、約１

０万世帯を配送エリアとする予定です。 

 

 

 

＜「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よう、

名古屋市港区を中心に、中川区、中村区の一部にお住まいの方を対象に、その日のうちに

ご自宅にお届けするサービスです。※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３００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） 

 

■「イオン名古屋茶屋店」地域の皆さまとのつながりを大切にした取組み 

＜地域一丸となって取り組む自然保護活動を応援＞ 

イオン名古屋茶屋店から約２．５キロの沿岸部に、

国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録さ

れている「藤前干潟」があります。藤前干潟は日本

有数の渡り鳥渡来地であり、地域の皆さまの協力に

より保全・活用されています。イオンではこのよう

な地域の皆様の活動を支援すべく、渡り鳥たちなど

の生きものの情報や訪れる四季、保全活動等の情報

を環境省中部地方環境事務所の協力を得ながら、店

内休憩スペースに設置するデジタルサイネージを通

してご来店いただくお客さまに発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜お客さまとともにＣＯ２の削減と環境保全活動を促進するお買物袋持参運動＞ 

 

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、開店時から食品売場に

おいてレジ袋の無料配布を実施せず、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。 
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＜環境活動を通じて子ども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１年生から中学３年生までの子どもたちを対象に、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。イオン名古屋茶屋店でも参加する子どもたちを募集し、「イオン名古屋茶屋

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＞ 

 公的資格「サービス介助士」２級※１を有する１０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約

３００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、所定の講座を受講することで認定されます。 
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【イオンモール名古屋茶屋 専門店一覧】 

１Ｆ 
番号 店名 業種 東海地区初 愛知県初 地元企業

1 イオンバイク 自転車    
2 Ｈ＆Ｍ レディス・メンズ・キッズ    
3 イオンペット ペット    
4 ザ・ボディショップ コスメ    
5 デッサンアンタイトル レディス・メンズ・キッズ    
6 ア・プール メンズバッグ   ○ 
7 ｓａｌｕｔ！ 生活雑貨    
8 ＭＥＤＯＣ レディス   ○ 
9 チャールズ＆キース シューズ、鞄 ○ ○  
10 エムドゥ レディス   ○ 
11 ベントゥーノ 服飾雑貨    
12 Ｌｅ Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｂａｍｂｏｕ 美容室   ○ 
13 オフノオン 生活雑貨    
14 エム フルール レディス    
15 アリスミュー レディス  ○  
16 マ・ファヴール 生活雑貨   ○ 
17 レプシムローリーズファーム レディス    
18 ブリスポイント レディス・メンズ    
19 サンクゼール グロッサリー    
20 ＡＴＭ 名古屋銀行 ＡＴＭ   ○ 
21 ＡＴＭ 愛知銀行 ＡＴＭ   ○ 
22 ＡＴＭ ＪＡあいち ＡＴＭ   ○ 
23 ＡＴＭ ゆうちょ銀行 ＡＴＭ    
24 ＡＴＭ イオン銀行 ＡＴＭ    
25 パソコンスクールアビバ 資格スクール大栄 パソコン教室・ビジネス資格教室    
26 手作り洋菓子の店ＫＯＴＯＫＯＴＯＹＡ 洋菓子   ○ 
27 口福堂 和菓子   ○ 
28 ルピシア 紅茶    
29 Ｈａｒｅ ｎｏ ｈｉ Ｆｒｏｍ 木糸土 生活雑貨    
30 原眞堂 印章・印刷・和雑貨   ○ 
31 ２１２ キッチンストア キッチン雑貨    
32 スタディオクリップ レディス    
33 メゾネット 生活雑貨    
34 カトルフィーユ レディス    
35 ハートアップ コンタクトレンズ    
36 美容室イレブンカット 美容室    
37 ＫＩＫＵＣＨＩ 眼鏡   ○ 
38 ＬＥ ＪＵＮ レディス・メンズ・キッズ ○ ○  
39 ボンメルスリード アナトリエ レディス    
40 アングレーム レディス    
41 Ｖｉｆ Ｖｉｆ by ｃｌｏｖｅｒｌｅａｆ レディスシューズ ○ ○  
42 ＰＬＳＴ レディス・メンズ    
43 オペークドットクリップ レディス    
44 アマノ コスメ   ○ 
45 ピュアネイル／ラッシュドール ネイル・まつ毛    
46 ソフトバンク 携帯電話    
47 ｄｏｃｏｍｏ／ａｕ 携帯電話    
48 八事山興正寺別院案内所（仮称） サービス   ○ 
49 ジュリア・オージェ ウィッグ    
50 イーモバイル 携帯電話    
51 ｍｅｍｉｎｉ ｂｙ カメラのアマノ ＤＰＥ・フォト雑貨   ○ 
52 セシルデイズ レディス ○ ○  
53 ＦＯＲＥＶＥＲ２１ レディス・メンズ  ○  
54 セリア １００円均一   ○ 
55 スターバックスコーヒー カフェ    
56 築地銀だこ たこ焼き    
57 おかしのまちおか お菓子    
58 北海道うまいもの館 北海道物産 ○ ○  
59 ハースブラウン ベーカリー＆カフェ    
60 ジャックインザドーナツ ドーナツ ○ ○ ○ 
61 メローブラウンコーヒー 喫茶 ○ ○  
62 わしたショップ 沖縄物産   ○ 
63 リアット！ 靴・鞄修理・合鍵    
64 ヤングドライ クリーニング    
65 ＱＢハウス カット    
66 ｐｒｉｍｏ－ｓｔｙｌｅ ｂｙ ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ リラクゼーション   ○ 
67 あいおいクリニック クリニック    
68 カフェランテ グロッサリー    
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１Ｆ 
レストラン街（レストランガーデン） 

番号 店名 業種 東海地区初 愛知県初 地元企業

69 ヴィレッジカフェ カフェ・スイーツ・パスタ    
70 上海湯包小館 点心・中華   ○ 
71 スシロー 回転寿司    
72 焼肉 炎蔵 焼肉オーダービュッフェ ○ ○  
73 串家物語 串揚げビュッフェ    
74 若鯱家 カレーうどん   ○ 
75 和風パスタ＆スイーツ ＰｅＰｅ パスタ・スイーツ ○ ○  
76 Ｍａｎｎｅｎｄｏ Ｃａｆｅ 和カフェ ○ ○  
77 おとうふ湯葉いしかわ 豆腐料理・菓子・惣菜   ○ 
78 チャオ あんかけパスタ   ○ 
79 どうとんぼり神座 ラーメン    
80 浜勝 とんかつ  ○  
81 チキ南亭 和食 ○ ○  
82 ハングリータイガー ステーキ・ハンバーグ ○ ○  
83 ラナイカフェ ハワイアン ○ ○  
84 鯛めし ちどり 和食   ○ 
85 ワンディッシュ ピッツァミール イタリアン ○ ○  
86 ラケル オムライス   ○ 
87 さがみ庭 和食   ○ 
88 ピアサピド ベーカリーレストラン    
89 プレシャスビュッフェ 総合ビュッフェ  ○  

 

２Ｆ 
番号 店名 業種 東海地区初 愛知県初 地元企業

90 ＯＬＤ ＮＡＶＹ レディス・メンズ・キッズ    
91 エディオン 家電    
92 ＧＵ レディス・メンズ・キッズ    
93 チェルシーニューヨーク 生活雑貨    
94 ストーンマーケット 天然石・シルバーアクセサリー    
95 スプレイ プレミアム レディス    
96 ブランドショップハピネス インポート雑貨    
97 ＩＮＧＮＩ レディス    
98 インタープラネットウイング レディス    
99 カレット アクセサリー    
100 暮らしのマネープラザ フィナンシャルモール    
101 フィッツミー フィットネス    
102 ハンプティーダンプティー 雑貨+カフェ    
103 スキンフード コスメ    
104 ポルカドット 帽子    
105 ロフトスキー メンズ・レディス    
106 ＭＡＲＣＨＥ ３６５ＤＡＹＳ ｂｙ ｔｕｔｕａｎｎａ 靴下 ○ ○  
107 アトリウム１０２ メンズ・レディス   ○ 
108 ハイダウェイ メンズ    
109 Ｚｏｆｆ Ｍａｒｃｈｅ 眼鏡    
110 ビーンズ メンズ・レディス    
111 ライトオン メンズ・レディス・キッズ    
112 ブリックハウス シャツ    
113 ｍ．ｆ．ｅｄｉｔｏｒｉａｌ メンズ・レディス    
114 ｒ・ｐ・ｓ レディス   ○ 
115 マジックミシン 洋服リフォーム・リペア    
116 ハナゴロモ 呉服・和装小物    
117 ミルフローラ ジュエリー    
118 ハートマーケット レディス    
119 グローバルワーク レディス・メンズ・キッズ    
120 ＷＥＧＯ メンズ・レディス    
121 エディ・バウアー メンズ・レディス    
122 ローラアシュレイ 生活雑貨    
123 ジュエリーツツミ ジュエリー    
124 アクシーズファム レディス    
125 フェミニンカフェ レディスシューズ    
126 ｆｒａｎ ｄｅ ｌｉｎｇｅｒｉｅ インナー    
127 Ｌａ Ｌｅｉａ レディス・キッズ・雑貨 ○ ○  
128 靴下屋 靴下    
129 イーハイフンワールドギャラリー レディス    
130 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    
131 スタイルプロポーザ 家具   ○ 
132 無印良品 生活雑貨    



 

 26 
 

３Ｆ 
番号 店名 業種 東海地区初 愛知県初 地元企業

133 マージナル インテリア雑貨 ○ ○  
134 島村楽器 楽器・音楽教室・スタジオレンタル    
135 未来屋書店 書籍・文具雑貨    
136 めばえ教室 子供教室    
137 じぶんまくら 枕    
138 織部 和雑貨   ○ 
139 サックスバー・ジーン レディスバッグ    
140 シーエイチ ワンプライス 眼鏡 ○ ○  
141 スマートチューンズ工房 携帯電話修理 ○ ○  
142 ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ 料理教室    
143 バンダレコード ＣＤ／ＤＶＤ    
144 ヴィレッジ ヴァンガード 書籍・バラエティ雑貨    
145 タイムステーションＮＥＯ 時計    
146 Ｈ.Ｉ.Ｓ 旅行代理店    
147 楽市楽座 アミューズメント    
148 カサ・ルピータ シルバーアクセサリー   ○ 
149 銀座屋 貴金属・ブランド品買取 ○ ○  
150 プラスハート 生活雑貨    
151 アーガス 雑貨    
152 ａｎｙ ＦＡＭ ｂｙ ＫＵＭＩＫＹＯＫＵ ＦＡＭ キッズ・レディス    
153 チチカカ エスニック    
154 ギアーズジャム 生活雑貨    
155 ジェニー キッズ    
156 ＡＳＢｅｅ ＫＩＤＳ キッズシューズ   ○ 
157 ブランシェス キッズ    
158 プリズム バラエティ雑貨    
159 アーノルドパーマータイムレス レディス・メンズ・キッズ    
160 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ ３００円均一    
161 ＡＳＢｅｅ 総合シューズ   ○ 
162 コンファーム・イルズ メンズ    
163 ｉｋｋａ レディス・メンズ・キッズ    
164 セイハ英語学院 こども英会話教室    
165 ブリーズスクエア キッズ ○ ○  
166 マザウェイズ キッズ  ○  
167 サン宝石ファンシーポケット キャラクター雑貨・アクセサリー    
168 こども写真城 スタジオアリス 写真スタジオ    
169 ムラサキスポーツ スポーツ    
170 ＪＴＢ 旅行代理店    
171 クレアーズ アクセサリー    
172 ｆａｍ ｂｙ ａｌｅｉｒｅ シューズ    
173 ランジェノエル ランジェリー    
174 流行屋 アクセサリー    
175 ＢＡＲＮＳ ｓｏｈｏ ｓｔｒｅｅｔ シューズ   ○ 
176 雑貨館インキューブ 生活雑貨 ○ ○  
177 リラックスマーケット 雑貨   ○ 

フードコート 
178 Ｖ²＆Ｍ Ｆｒｕｉｔｓ Ｂａｒ ＡＯＫＩ フレッシュジュース ○ ○  
179 梅蘭 中華 ○ ○  
180 海の穂まれ 海鮮おひつごはん ○ ○  
181 ＩＰＰＵＤＯ ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ラーメン ○ ○  
182 ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＵＤＯＮ うどん ○ ○  
183 とんきち 和食 ○ ○ ○ 
184 ことこと屋 オムライス・つけパンシチュー ○ ○ ○ 
185 ドラゴンクレープ クレープ   ○ 
186 パラドリーナ パエリア ○ ○  
187 グリルカキヤス ハンバーグ・カレー ○ ○ ○ 
188 ラ・パルメ イタリアン   ○ 
189 スガキヤ ラーメン・甘党   ○ 
190 ケンタッキーフライドチキン フライドチキン   ○ 
191 マクドナルド ハンバーグ    
192 澤屋 焼物・和甘味   ○ 
193 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム     

４Ｆ 
番号 店名 業種 東海地区初 愛知県初 地元企業

194 サイゼリヤ イタリアン    
195 カラダファクトリー リラクゼーション    
196 イオンシネマ シネマコンプレックス    

東海地区初出店：３１店舗／愛知県初出店：５店舗／地元企業：４３店舗 

※「東海地区」は愛知県・岐阜県・三重県を指します。 

※店名・業種及び本資料については、４月１８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＞ 

 

 

 


