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２０１３年４月３０日 

イオンリテール株式会社 

イ オ ン 株 式 会 社 

 

いいこといいこといいこといいこと、、、、出会出会出会出会えるえるえるえる。。。。    いくたびいくたびいくたびいくたび、、、、ときめくときめくときめくときめく。。。。    

５５５５／／／／３１３１３１３１（（（（金金金金））））    「「「「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ」」」」グランドオープングランドオープングランドオープングランドオープン    

地域地域地域地域ののののコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ、、、、そしてそしてそしてそして防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点となるとなるとなるとなる「「「「防災対応型防災対応型防災対応型防災対応型スマートイオンスマートイオンスマートイオンスマートイオン」」」」誕生誕生誕生誕生！！！！    

    

 イオンは、５月３１日（金）大阪市西区に「イオンモール大阪ドームシティ」（以下「当モール」）

をグランドオープンします。 

 

当モールは、核店舗「イオン大阪ドームシティ店」と１２６の専門店で構成され、「いいこと、出会

える。いくたび、ときめく。」をキーワードに、あらゆる世代の方々が気軽に楽しく憩えるショッピン

グモールを目指します。また、イオンの次世代型エコストア「スマートイオン」の“防災対応型”店舗

の国内１号店として、災害時には地域の防災拠点としての役割を担ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆    ファッションファッションファッションファッション、、、、グルメグルメグルメグルメからからからから生活生活生活生活にににに必要必要必要必要ななななサービサービサービサービススススまでまでまでまで、、、、計計計計１２６１２６１２６１２６のののの専門店専門店専門店専門店がががが集結集結集結集結    

大阪府初出店の１５店を含む合計１２６の専門店が出店します。多彩なファッションやグルメな

ど“モノ”に加え、銀行やクレジット、保険のサービスを集めた「暮らしのマネープラザ」やカ

ルチャー教室、クリニックなど、お客さまの生活をサポートする“コト”機能も充実しています。 

◆    全国初全国初全国初全国初となるとなるとなるとなるイオンイオンイオンイオンのののの「「「「窯焼窯焼窯焼窯焼ききききピザピザピザピザ」」」」がががが登場登場登場登場！！！！道頓堀道頓堀道頓堀道頓堀ををををイメージイメージイメージイメージしたしたしたしたグルメゾーングルメゾーングルメゾーングルメゾーンもももも導入導入導入導入 

 １階食品フロアは、「イオン大阪ドームシティ店」の食品売場と専門店が一体となり、生鮮品から

グルメまで幅広い“食”をご提案します。お総菜売場「デリカワールド」では、全国のイオンで

初めて店内の直火窯で焼く「窯焼きピザ」を展開するほか、「うまいもんコンプレックス」には  

道頓堀を歩いているような賑わいをイメージし、大阪のグルメや“デパ地下”を思わせる    

スイーツ、総菜など３２の専門店が出店します。 

◆◆◆◆    災害時災害時災害時災害時にににに地域地域地域地域のののの防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としてとしてとしてとして機能機能機能機能するするするする防災対応型防災対応型防災対応型防災対応型「「「「スマートイオンスマートイオンスマートイオンスマートイオン」」」」のののの１１１１号店号店号店号店    

  当モールは効率的なエネルギー利用などを通じて地球環境を守る“省エネ”に取り組むとともに、

建物の耐震性や津波対策を強化し、非常時でもエネルギーを確保できる災害に強いショッピング

モールを目指した防災対応型「スマートイオン」の１号店です。国土交通省の「住宅・建築物省

ＣＯ
２

先導事業」に採択されるとともに、ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）で最高

のＳランクを取得しています。 
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【【【【「「「「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ」」」」のののの立地立地立地立地】】】】    
  

当モールは、大阪市西区千代崎の京セラドーム大阪の北東に位置しています。このエリアは、大阪  

ガスの発祥の地である大阪ガス岩崎町工場の跡地で、１９９１年のドーム球場（現京セラドーム大阪）

の建設決定を機に土地区画整理事業により開発が進められてきました。現在は大阪ガスを中心に京セラ

ドーム大阪、大阪市交通局、大阪市消防局、災害拠点病院などが集まり、分散型エネルギーを組み合わ

せ相互にエネルギーを融通する「スマートエネルギーネットワーク」の先駆的なエリアとなっています。

当モールも「防災対応型スマートイオン」としてこのエネルギーネットワークに参加します。 

 

  

 当モールは、阪神電鉄なんば線「ドーム前」駅と地下で直結、さらに大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線

「ドーム前千代崎」駅にも地下連絡通路で結ばれており、悪天候の際にも安心してご来店いただけます。  

また、バスターミナルに隣接し、大阪市営バスでのご来店も便利なほか、ＪＲ大阪環状線「大正」駅か

ら徒歩約７分でご来店いただけるなど、公共交通機関でのご来店が大変便利なショッピングモールです。 

 

＜阪神電鉄なんば線「ドーム前」駅と直結、大阪市営地下鉄「ドーム前千代崎」駅も地下通路で連絡＞ 
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【【【【「「「「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ」」」」のののの概要概要概要概要】】】】    
 

モール名称 ： イオンモール大阪ドームシティ 

核 店 舗 ： イオン大阪ドームシティ店 

所 在 地 ： 大阪市西区千代崎三丁目１３番 1 

開 店 日 ： ２０１３年５月３１日（金）午前９時 グランドオープン  

営 業 時 間 ： １Ｆ～４Ｆ イオン専門店街・フードコート・・・・９時～２２時 

        ４Ｆ レストラン街・・・・・・・・・・・・・・１０時～２２時 

        １Ｆ～４Ｆ イオン大阪ドームシティ店・・・・・・９時～２２時 

        １Ｆ イオン大阪ドームシティ店食品売場・・・・・９時～２３時 

                   （キャッシュコーナー、一部店舗は異なります） 

休 業 日 ： 年中無休 

モールマネージャー ： 大角 雅昭（おおすみ まさあき） 

店 長 ： 川本 聡（かわもと さとし） 

従 業 員 数 ： イオン・・・・・・・・約   ７００名 

           専門店・・・・・・・・約１,０００名 

                モール全体・・・・・・約１,７００名 

出 店 店 舗 ： 核店舗・・・・・・・・イオン大阪ドームシティ店 

        専門店数・・・・・・・約１２０店舗 

ＳＣの規模 ： 敷地面積・・・・・・・約２８,０００㎡ 

        建物延床面積・・・・・約７６,０００㎡ 

                商業施設面積・・・・・約３４,０００㎡ 

         ＜内訳＞イオン直営・・・約１８,０００㎡ 

             専門店・・・・・約１６,０００㎡ 

建 物 構 造 ： 鉄骨造 地上５階（５階・屋上：駐車場）、地下１階 

駐車場台数 ： 約  ６７０台 

駐輪場台数 ： 約１,６３０台 

Ｓ Ｃ 商 圏 ： 半径約３ｋｍ 約２０万世帯 約３６万人 
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コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト③③③③    

地球環境地球環境地球環境地球環境をまもるをまもるをまもるをまもる    
ＣＯＣＯＣＯＣＯ

２２２２

のののの４０４０４０４０％％％％削減削減削減削減をめざしますをめざしますをめざしますをめざします    
    

・・・・地域冷暖房地域冷暖房地域冷暖房地域冷暖房プラントプラントプラントプラントとのとのとのとの熱融通熱融通熱融通熱融通    

・・・・太陽光太陽光太陽光太陽光ととととガスガスガスガス空調空調空調空調のののの連携連携連携連携    

コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト②②②②    

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをまもるをまもるをまもるをまもる    
災害時災害時災害時災害時ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー確保確保確保確保    

をめざしますをめざしますをめざしますをめざします    
    

・・・・常用防災兼用常用防災兼用常用防災兼用常用防災兼用ガスガスガスガスコージェネコージェネコージェネコージェネ    

によるによるによるによる電源確保電源確保電源確保電源確保    

コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト①①①①    

地域地域地域地域をまもるをまもるをまもるをまもる    
災害災害災害災害にににに強強強強いいいいショッピングモールショッピングモールショッピングモールショッピングモール    

ををををめざしますめざしますめざしますめざします    
    

・・・・建築建築建築建築・・・・設備設備設備設備のののの耐震強化耐震強化耐震強化耐震強化    

・・・・防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としてのとしてのとしてのとしての体制体制体制体制    

コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト④④④④    

つたえるつたえるつたえるつたえる    
防災防災防災防災ととととエコエコエコエコのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを情報発信情報発信情報発信情報発信しましましましま

    

・・・・防災防災防災防災ととととエコエコエコエコにににに関関関関するするするするインフォインフォインフォインフォ    

メーションコーナーメーションコーナーメーションコーナーメーションコーナーをををを設置設置設置設置    

【「【「【「【「防災対応型防災対応型防災対応型防災対応型スマートイオンスマートイオンスマートイオンスマートイオン」」」」１１１１号店号店号店号店】】】】    
    

■■■■次世代次世代次世代次世代型型型型エコストアエコストアエコストアエコストア「「「「スマートイオンスマートイオンスマートイオンスマートイオン」」」」についてについてについてについて    

イオンは、２００５年よりソーラーパネルの設置や壁面

緑化などを導入し、従来の店舗と比べてエネルギー消費量

を２０％以上抑制するなど最新の技術や仕組みを導入し

た“イオンのエコストア”をはじめ、環境に配慮した店づ

くりを進めてきました。 

次世代型エコストア「スマートイオン」は、節電、省エネに対するニーズの社会的な高まりや、   

今後予想される慢性的な電力供給不足、また東日本大震災の経験を踏まえ、新たに“まちぐるみ”の

視点を取り入れています。エネルギーの融通（スマートエネルギー）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、地域との連携・協力が不可欠な５つの基準すべてを満たし、     

それぞれの地域のニーズや特性を尊重しながら、持続可能な店舗づくりを中心としたコミュニティ・

まちづくりの実現を目指しています。 

当モールは、「防災対応型スマートイオン」の国内１号店として誕生します。周辺施設と連携した

効率的なエネルギー利用など地球環境を守る“省エネ”への取り組みに加え、建物自体の耐震性や  

津波対策を強化するとともに非常時の電源確保を実現することで、地域の防災拠点として機能する 

ことをめざしてまいります。 

■■■■イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ「「「「防災対応型防災対応型防災対応型防災対応型スマートイオンスマートイオンスマートイオンスマートイオン」」」」ののののコンセプコンセプコンセプコンセプトトトト    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

「「「「スマートイオンスマートイオンスマートイオンスマートイオン」」」」５５５５つのつのつのつの基準基準基準基準    

１１１１．．．．スマートエネルギースマートエネルギースマートエネルギー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。 

２２２２．ＷＡＯＮ．ＷＡＯＮ．ＷＡＯＮ．ＷＡＯＮ・・・・ネットネットネットネットとのとのとのとの融合融合融合融合    

イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」やインターネット環境を積極的に活用し、環境に負荷をかけない     

ショッピング環境やサービスをご提供します。 

３３３３．．．．防災防災防災防災・・・・地域地域地域地域インフラインフラインフラインフラ    

緊急時、地域の防災拠点として機能する店舗をめざします。 

４４４４．．．．生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性・・・・景観景観景観景観    

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設計を推進します。 

５５５５．．．．交通環境交通環境交通環境交通環境（（（（スマートモビリティスマートモビリティスマートモビリティ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めざします。 
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■■■■「「「「防災対応型防災対応型防災対応型防災対応型スマートイオンスマートイオンスマートイオンスマートイオン」」」」のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

1.1.1.1.「「「「地域地域地域地域をまもるをまもるをまもるをまもる」」」」    

    （１）地震（災害）に強い建築・設備 

イオンでは、東日本大震災の教訓を踏まえて新たに自主基準を設け、建築や設備の安全対策に

努めています。 

＜新たな安全対策の一例＞ 

・防煙垂壁をガラス製からシート製へ  ・エスカレータの脱落防止 

・スプリンクラーヘッドの耐震化    ・受水槽の耐震化     など 

 

    （２）防災拠点としての体制 

・イオンは大阪府と２００６年９月に「災害時における物資供

給及び防災活動への協力に関する協定」を締結しています。

当モールではこの協定内容に加え、災害時に地域と連携し、

一時避難場所となるような施設運営を目指して、津波避難 

ビル指定へ向けて大阪市と協議を行っています。 

・２階デッキ接続部に防災用電源コンセントを備えた事故・自然

災害に対する一時処置ツールの設置スペース「ファースト 

エイドステーション」を設置します。 

 

２２２２．．．．「「「「エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをまもるをまもるをまもるをまもる」」」」    

 （１）常用防災兼用ガスコージェネによる電源確保 

耐震性の高い中圧ガスインフラを活用した常用防災兼用ガス 

コージェネレーションにより、停電時の電源を確保します。 

 

 （２）津波対策 

当モールは津波への備えとして、防災センターのかさ上げ、給水ポンプの水中ポンプ化、分電

盤や非常用コンセントの上部設置、防潮扉などの対策を施しています。 

 

３３３３．．．．「「「「地球環境地球環境地球環境地球環境をまもるをまもるをまもるをまもる」」」」    

 （１）地域冷暖房プラントとの熱融通 

当モールで発生したガスコージェネの排熱は、モール内の空調に利用するとともに、一部は 

当モールが所在する岩崎橋地区の地域冷暖房エネルギープラントに熱融通を行い、地域全体で

省エネルギーを図ります。 

 

 （２）太陽光と発電機能付ガスヒートポンプエアコンのダブル発電（ソーラーリンクエクセル） 

晴天時は太陽光発電をフル活用し、曇天時はガス 

エンジンの余力を活用した高効率発電で出力を補完

することにより、安定した電力供給と省ＣＯ
２

を 

実現します。 

 

 （３）多種多様な省エネルギー対策 

当モールでは、太陽光発電（壁面・屋上）、ＬＥＤ

照明、光ダクトによる自然採光、人感センサー採用、

壁面緑化・屋上緑化、電気自動車ステーションなど

様々な省エネルギー対策を行っています。 

    

４４４４．「．「．「．「つたえるつたえるつたえるつたえる」」」」    

    （１）防災とエコのインフォメーションコーナー 

地域をつなぐ情報発信拠点として、大阪市や関西学院大学などと連携した「防災とエコのイン

フォメーションコーナー」をモール内に設置し、地域の皆さまへ積極的に情報を発信します。 

 

（２）専門店へのエネルギーデータ提供 

専門店へエネルギー使用状況のデータを「見える化」して提供することで、使用エネルギー  

削減の促進を図ります。 

    

ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞ゙゙゙ｽﾃｰｼｮﾝｽﾃｰｼｮﾝｽﾃｰｼｮﾝｽﾃｰｼｮﾝ    

ｿｰﾗｰﾘﾝｸｴｸｾﾙｿｰﾗｰﾘﾝｸｴｸｾﾙｿｰﾗｰﾘﾝｸｴｸｾﾙｿｰﾗｰﾘﾝｸｴｸｾﾙ    
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【【【【「「「「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ」」」」のののの社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動】】】】    
    

■■■■「「「「イオンイオンイオンイオン    ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの森森森森づくりづくりづくりづくり」」」」植樹祭植樹祭植樹祭植樹祭    

    「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭は、ショッピングモ

ールが緑に包まれ地域環境に溶け込んだ場所になること、 

さらに緑を育む心が日本全国へ、そして世界へと広がってい

くことを願い、新設するショッピングモールの敷地内に、  

その地に自生する“ふるさとの木”の苗木を地域の皆さまと

共に植えて育てていく環境保全活動です。１９９１年の植樹

スタートからかぞえてイオンが国内外で実施した植樹の本数

は、今年で累計１,０００万本を越える予定です。 

    当モールにおいても、４月２１日（日）に地域の皆さま  

約５００名にご参加いただき、ヤマザクラ、スダジイ、カン

ツバキなどの苗木４７種類、約４,２００本を植樹しました。 

 

■「「「「イオンイオンイオンイオン    東北復興東北復興東北復興東北復興のののの森森森森    苗木苗木苗木苗木のののの里親里親里親里親キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」 

 このたびの「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭会場では、

「イオン 東北復興の森 苗木の里親キャンペーン」を近畿 

エリアで初めて実施しました。この取り組みは、２０１１年

３月の東日本大震災で壊滅的な被害を受けた東北の海岸林の

再生を目的に、被災地に植樹するための樹木を日本全国の 

皆さまに苗木から育てていただくという活動です。 

 地域に自生する海水（塩害）に強い樹木を選び、用意した

苗木を里親さまにお持ち帰りいただき、１年間育てていただ

きます。１年後に成長した苗木をイオンがお預かりし、三陸

沿岸部の被災地にて地域ボランティアの皆さまに植樹してい

ただく予定です。 

 

■■■■おおおお買物買物買物買物をををを通通通通じてじてじてじて地域社会地域社会地域社会地域社会をををを応援応援応援応援するするするする「「「「イオンイオンイオンイオン    幸幸幸幸せのせのせのせの黄色黄色黄色黄色いいいいレシートキャンペーンレシートキャンペーンレシートキャンペーンレシートキャンペーン」」」」    

    「お買物を通じて、地域のボランティア団体や地域の活性

化に貢献している団体の活動を応援したい」というお客さま

の気持ちと地域の活動団体をつなぐ「イオン 幸せの黄色い 

レシートキャンペーン」。毎月１１日の「イオン・デー」に

お客さまにお渡しする黄色いレシートを団体名や活動内容が

書かれた備え付けの箱に投函いただくことで、レシート合計

金額の１％分の品物をイオンが各団体に寄贈する取り組みで

す。イオンモール大阪ドームシティでも、このキャンペーン

を通して地域の団体さまを応援します。 

 

■■■■環境学習環境学習環境学習環境学習・・・・体験体験体験体験をををを通通通通じてじてじてじて子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健全健全健全健全なななな育成育成育成育成をめざすをめざすをめざすをめざす「「「「イオンイオンイオンイオン    チアーズクラブチアーズクラブチアーズクラブチアーズクラブ」」」」    

    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」を各店舗で結成し、店舗の近隣に住む子どもたちが

集まり、店舗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。イオン大阪ドームシティ

店でも参加する子どもたちを募集し、「イオン大阪ドーム  

シティ チアーズクラブ」を結成します。 
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【【【【「「「「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ」」」」のこだわりののこだわりののこだわりののこだわりのサービスサービスサービスサービス】】】】    
    
■■■■「「「「環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい」」」」ををををテーマテーマテーマテーマにににに公共交通機関利用促進公共交通機関利用促進公共交通機関利用促進公共交通機関利用促進キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを実施実施実施実施    

地下鉄やバスの乗車などにご利用いただけるＩＣカード「ＯＳＡＫＡ ＰｉＴａＰａ」で大阪市営地

下鉄（ドーム前千代崎駅下車）・バスを使ってイオンモール大阪ドームシティへご来店いただき、   

同日、イオンモール大阪ドームシティ専門店・イオン大阪ドームシティ店で２,０００円（レシート  

合算可）以上お買い上げいただいた方全員に、交通料金が割引となるＯＳＡＫＡ ＰｉＴａＰａポイン

トを２００円分プレゼントします。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

■■■■イオンイオンイオンイオンのののの従業員従業員従業員従業員がおがおがおがお客客客客さまのおさまのおさまのおさまのお買物買物買物買物ををををサポートサポートサポートサポート    

    イオン大阪ドームシティ店のサービス介助士２級取得者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、認知症サポーター養成講座を受講した同店従業員約４００名  

（４月２０日時点受講者）が、認知症の方及びそのご家族をサポートさせていただきます。 

 

■おおおお客客客客さまさまさまさま用駐車場用駐車場用駐車場用駐車場ににににノータッチノータッチノータッチノータッチでででで出庫出庫出庫出庫できるできるできるできる車番認証車番認証車番認証車番認証システムシステムシステムシステムをををを導入導入導入導入    

        当モールは、お客さま用駐車場に車番認証システムを導入します。モール内の事前精算機にて精算

を済ませていただくと、出庫ゲートで車番認証システムが精算済みの車両を認識、自動的にゲートが

開閉し、駐車券の挿入などの手続きをすることなくノータッチで出庫していただけます。また、事前

に車両番号を登録していただくことで、車番認証でゲートが開閉する身体障がい者駐車スペースも 

１４台分ご用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■「「「「““““おうちでおうちでおうちでおうちでイオンイオンイオンイオン””””イオンネットスーイオンネットスーイオンネットスーイオンネットスーパーパーパーパー」」」」    

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。展開エリ

アは大阪市西区、浪速区の全域、港区、大正区の一部など約１４万世帯を予定しています。 

 

    

事前精算機にて精

算を完了させてお

きます。 

車番が確認されると

ゲートが開き

出場できます。

ｹﾞｰﾄ前にて一時停

止。

GO!
駐車場の出口に

行きます。
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【「【「【「【「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ」」」」のののの特徴特徴特徴特徴】】】】    
    
■■■■モールモールモールモール構成構成構成構成とととと主主主主なななな特徴特徴特徴特徴    

 当モールは、４層のフロアに核店舗の「イオン大阪ドーム 

シティ店」と飲食、ファッション、エンターテインメント、 

サービスなど１２６の専門店で構成しています。 

１１１１階階階階：：：：    食食食食ののののフロアフロアフロアフロア    

２２２２階階階階：：：：    アクティブホビーアクティブホビーアクティブホビーアクティブホビー＆＆＆＆ライフアップサービスライフアップサービスライフアップサービスライフアップサービスとととと    

ファッションファッションファッションファッションののののフロアフロアフロアフロア    

３３３３階階階階：：：：    スローホビースローホビースローホビースローホビーととととキッズセレクトキッズセレクトキッズセレクトキッズセレクトののののフロアフロアフロアフロア 

４４４４階階階階：：：：    飲飲飲飲食食食食・・・・アメアメアメアメニニニニティティティティとととと暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの品品品品ののののフロアフロアフロアフロア    

    

■■■■１１１１階階階階    食食食食ののののフロアフロアフロアフロア    

１階はＧＭＳの食品フロアと食を中心に３２店舗の専門店を集めた「うまいもんコンプレックス」

で構成しています。 

 

・「「「「うまいもうまいもうまいもうまいもんんんんコンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス」」」」は、まるで道頓堀を歩

いているような雰囲気の中でグルメをお楽しみいた

だけるゾーンです。 

主通路の中央部には、屋台のように立ったまま飲食

できるレストスペースを設けます。専門店では外は 

カリッ、中はトロッとしたたこ焼で道頓堀でも人気の

「「「「くくくくれれれれおおおおーーーーるるるる」」」」、コシのある手打ちのモチモチっとし

た生地に新鮮なイカがたっぷり入ったイカ焼きの 

「「「「桃谷桃谷桃谷桃谷いかやきいかやきいかやきいかやき屋屋屋屋」」」」、中華惣菜の「「「「創造中華創造中華創造中華創造中華    華星華星華星華星」」」」、

焼肉・ビビンバの「「「「焼焼焼焼肉肉肉肉    満腹満腹満腹満腹リリリリッチッチッチッチ    ＤＥＬＩＤＥＬＩＤＥＬＩＤＥＬＩ」」」」など

の多彩な店が並びます。 

また、パンケーキを楽しむお店「「「「パンパンパンパンケケケケーキーキーキーキデデデデイズイズイズイズ」」」」や「「「「アンドアンドアンドアンドリュリュリュリューーーーののののエッグタルトエッグタルトエッグタルトエッグタルト」」」」、マカロン

のようなカラフルなミニサイズの洋菓子をご提案する「「「「ＭａＭａＭａＭａ    ＣｒａｙｏｎＣｒａｙｏｎＣｒａｙｏｎＣｒａｙｏｎ」」」」など話題のスイーツ専門

店をはじめ、和惣菜、洋惣菜、ベーカリー、スイーツなどのお店が集まっています。人口の４分の１が

沖縄出身といわれる大正区のお客さまのニーズにお応えできるよう、沖縄物産の「「「「ちちちちゅゅゅゅらりらりらりらり」」」」が出店し

ます。また、九州物産の「「「「ＤｅｌｉｃｉｕｓＤｅｌｉｃｉｕｓＤｅｌｉｃｉｕｓＤｅｌｉｃｉｕｓ    ＦａｃｔｏｒｙＦａｃｔｏｒｙＦａｃｔｏｒｙＦａｃｔｏｒｙ」」」」やスーパーマーケット「「「「成成成成城石井城石井城石井城石井」」」」も

ご当地物産やこだわりの商品を取り揃えます。 

※フロアマップについては、オープン時に若干の変更が

生じる可能性があります。 
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■２２２２階階階階「「「「アクティブホビーアクティブホビーアクティブホビーアクティブホビー＆＆＆＆ライフアップサービスライフアップサービスライフアップサービスライフアップサービスととととファッションファッションファッションファッションののののフロアフロアフロアフロア」」」」    

２階はＧＭＳのファッションのフロアとアクティブホビー、ライフアップサービスの専門店   

２８店舗で構成しています。 

当フロアは旅行やスポーツ、アウトドアをはじめとするアクティブな趣味を応援する専門店のほか、

銀行やクレジットなどの金融関連や携帯電話、ペット関連など生活に欠かせない商品とサービスを 

ご提供する専門店などが出店します。 

 

 ・イオン初出店の「「「「トラトラトラトラベベベベルルルルカカカカフェフェフェフェ」」」」はお客さまに快適な空間と旅の情報をご提供するカフェ＆バー

で隣接する「「「「ＪＴＢＪＴＢＪＴＢＪＴＢトラトラトラトラベベベベランドランドランドランド」」」」とともに楽しい旅をご提案します。また、屋外で過ごす楽しい

時間を演出するアウトドア専門店「「「「ＬＯＧＯＳＬＯＧＯＳＬＯＧＯＳＬＯＧＯＳ    ＳＨＯＰＳＨＯＰＳＨＯＰＳＨＯＰ」」」」、スポーツ専門店「「「「ＥＬＥＰＨＡＮＴＥＬＥＰＨＡＮＴＥＬＥＰＨＡＮＴＥＬＥＰＨＡＮＴ            

ＳＰＯＲＴＳＳＰＯＲＴＳＳＰＯＲＴＳＳＰＯＲＴＳ」」」」などアクティブなお客さまの多彩な趣味へのご要望にお応えします。 

 

・店頭でのワイシャツのリサイクル活動などエコロジーとファッションにこだわった「「「「シャシャシャシャツハウツハウツハウツハウスススス」」」」、

レザークラフトを中心とする雑貨専門店「「「「ＫＣＫＣＫＣＫＣ,,,,ｓｓｓｓ」」」」、アジアンテイストの家具・雑貨専門店「「「「サフサフサフサフ・・・・

インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル」」」」など、こだわりのファッションや雑貨の専門店が出店します。 

 

 ・「ライフアップサービス」のゾーンでは、銀行、クレ

ジット、保険のサービスを一箇所に集め、お客さまの

さまざまな“お金”に関するご相談を承る「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの

マネープラザマネープラザマネープラザマネープラザ」」」」を導入します。また、大阪府初出店と

なる「「「「イオンイオンイオンイオンカカカカルチャークラブルチャークラブルチャークラブルチャークラブ」」」」は、美術、手芸、語

学、音楽、ダンスなど活動的なお客さまの趣味や教養

のお役に立つ１２０以上の講座を開設する予定です。 

 

 ・イオンの総合ペットショップ「「「「イオンペットイオンペットイオンペットイオンペット」」」」では、

“ワンちゃん”“ネコちゃん”や熱帯魚、小動物たちをはじめ、豊富な用品・フードのほか、トリ

ミングサロンとペットホテルも併設し、家族として、パートナーとしてかけがえのない存在である

ペットとお客さまの快適で楽しい生活をお手伝いします。 
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■３３３３階階階階「「「「スローホビースローホビースローホビースローホビーととととキッズセレクトキッズセレクトキッズセレクトキッズセレクトののののフロアフロアフロアフロア」」」」 

３階はＧＭＳのキッズ、紳士ファッションのフロアとキッズ関連商品やサービスの専門店や書籍、

ホビーなど時間を楽しむ趣味をお手伝いする専門店２９店舗で構成しています。 

 

・キッズフロアのランドマークとして、また子どもたちの夢と冒険心をかきたてるステージとして、  

フロアの中央部に“古城”をイメージしたお子さまの遊び場「「「「ＫＩＤＫＩＤＫＩＤＫＩＤ''''ＳＳＳＳ    ＣＡＳＴＬＥＣＡＳＴＬＥＣＡＳＴＬＥＣＡＳＴＬＥ」」」」を設置し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・“２歳の赤ちゃんとママのお絵描きの中から生まれた物語”をコンセプトとするベビー服や雑貨の

専門店「「「「ＭＮＣＢＢ（ＭＮＣＢＢ（ＭＮＣＢＢ（ＭＮＣＢＢ（モモモモニカベニカベニカベニカベイビーブルーイビーブルーイビーブルーイビーブルー））））」」」」、ファミリーアパレルの「「「「コーアンドルーコーアンドルーコーアンドルーコーアンドルー」」」」、“靴

下からはじまる楽しい毎日”を提案する靴下と雑貨のお店「「「「ＳｔｒｅａｍＳｔｒｅａｍＳｔｒｅａｍＳｔｒｅａｍ    ＭＭＭＭａｒｋｅｔａｒｋｅｔａｒｋｅｔａｒｋｅｔ」」」」、キャ

ラクター雑貨の「「「「ｃｃｃｃｉｔｔｏｉｔｔｏｉｔｔｏｉｔｔｏ」」」」など、キッズとファミリーのファッション、雑貨専門店が揃います。 

 

 ・“スローホビー”ゾーンでは、イオンの書籍専門店「「「「未来屋未来屋未来屋未来屋書書書書店店店店」」」」、“遊べる本屋”をキーワード

に書籍、雑貨、ＣＤなどを融合して販売する「「「「ＶＩＬＬＡＧＥＶＩＬＬＡＧＥＶＩＬＬＡＧＥＶＩＬＬＡＧＥ    ＶＡＮＧＵＡＶＡＮＧＵＡＶＡＮＧＵＡＶＡＮＧＵＡＲＲＲＲＤＤＤＤ」」」」、“楽しさの    

創造”を掲げガンダムプラモデル、ジグソーパズルなど豊富に品揃えする玩具・ホビーの専門店  

「「「「ホビーゾーンホビーゾーンホビーゾーンホビーゾーン」」」」など余暇や趣味関連の専門店を展開します。 
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■４４４４階階階階「「「「飲飲飲飲食食食食・・・・アメアメアメアメニニニニティティティティとととと暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの品品品品ののののフロアフロアフロアフロア」」」」    

    ４階はＧＭＳの暮らしのフロアとレストランとフードコートからなる「ダイニングコンプレックス」

のゾーン、美容室、リラクゼーション、クリニックなど美と健康をサポートする「アメニティ」ゾーン

で構成しています。 

 

・４階の飲食ゾーン「「「「ダダダダイイイイニニニニングコンプレックスングコンプレックスングコンプレックスングコンプレックス」」」」は、個々の空間を大切にするレストランとさまざま

なメニューを大空間でお楽しみいただけるフードコートを組み合わせることにより、懐かしい市場の

ような賑わいのあるコミュニティの場を創出します。 

 

・レストランでは、ゆがきたてのそばとバイキングのコラボ「「「「そばそばそばそばいきいきいきいきんぐんぐんぐんぐ」」」」、「「「「骨付骨付骨付骨付ききききポークポークポークポークのののの                

レストランレストランレストランレストラン    ギャギャギャギャーーーートトトトリリリリブブブブ」」」」、中華料理「「「「ロンフーロンフーロンフーロンフーダダダダイイイイニニニニングングングング」」」」、北陸の新鮮な魚や米、調味料に   

までこだわったまわる寿し「「「「もりもりもりもりもりもりもりもり寿寿寿寿しししし」」」」など７店舗が出店します。 

 

・約９００席のフードコートは、地元大阪から、大阪人の厳しい舌に鍛えられた「「「「船船船船場場場場カリカリカリカリーーーー」」」」                

「「「「１１１１９９９９６６６６８８８８古澤古澤古澤古澤ラーメンラーメンラーメンラーメン」」」」がイオンに初出店するほか、お好み焼きの老舗「ぼてぢゅう」の鉄板焼   

そば専門店「「「「ぼぼぼぼててててぢゅぢゅぢゅぢゅうううう屋台屋台屋台屋台」」」」など麺類、ファストフード、スイーツなど１５店舗が出店します。 

 

・「アメニティ」ゾーンは、お客さまの日々の健康維持に欠かせない歯科、眼科、皮膚科（※）などの

クリニックが集まっています。また、女性による女性のためのシェービング・フェイシャルエステ  

専門サロン「「「「ＢｅａｕｔｙＢｅａｕｔｙＢｅａｕｔｙＢｅａｕｔｙ    ＦａｃｅＦａｃｅＦａｃｅＦａｃｅ    ＰＰＰＰｒｅｍｉｕｍｒｅｍｉｕｍｒｅｍｉｕｍｒｅｍｉｕｍ」」」」、リラクゼーションンンン「「「「フィトナチフィトナチフィトナチフィトナチュュュュールールールール」」」」

をはじめ、美容院、ネイル・まつげサロン、ウィッグ専門店など美へのこだわりにお応えする専門店

も揃い、お客さまの美と健康をサポートします。 

  

（※）眼科、皮膚科は６月１日開業予定です。 
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【「【「【「【「イオンイオンイオンイオン大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ店店店店」」」」のののの特徴特徴特徴特徴】】】】    
    イオン大阪ドームシティ店は「いつも安全・安心・お値打ちで、日常品が何でも揃う便利なお店」を

コンセプトに、お客さまの日常の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しくする専門性の高い品揃

えとサービスをご提供します。 

    

■■■■「「「「イオンイオンイオンイオン大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ店店店店」」」」のののの構成構成構成構成    

    
 

 

 

 

    

    

    

    

暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの品品品品ののののフロアフロアフロアフロア    

台所・家事用品 バス・トイレ用品 寝具 インテリア 収納用品 家電 照明   

ＯＡサプライ 文具 

４４４４階階階階    

専門店：「住まいのリフォーム」 

ファッションファッションファッションファッションととととキッズキッズキッズキッズののののフロアフロアフロアフロア    

紳士服 子供服 ベビー用品 玩具 

 

３３３３階階階階    

専門店：「パンドラハウス」（手芸）「グリーンボックス」（子ども靴） 

ファッションファッションファッションファッションとととと服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨・・・・ヘヘヘヘルスルスルスルス＆＆＆＆ビビビビュュュューティーティーティーティケケケケアアアアののののフロアフロアフロアフロア    

婦人服 ランファン 肌着 服飾 トラベル 

医薬品 調剤薬局 化粧品 健康食品 ２２２２階階階階    

専門店：「グリーンボックス」（靴） 「オプトバリュ」（メガネ） 

「トップバリュコレクション」（カジュアル衣料） 

食食食食品品品品ののののフロアフロアフロアフロア    

農産 水産 畜産 デリカ デイリー グロッサリー ベーカリー 

銘店 日用雑貨 １１１１階階階階    

専門店：「イオンリカー」（酒） 「イオンバイク」（自転車） 

    「フラワー＆ガーデン」（花） 

◆ イオンのお惣菜売場「デリカワールド」では、イオンで初めて店内でつくる「窯焼きピザ」が登

場するほか、１００種類以上のお総菜を１００ｇ１９８円均一でご購入いただける「マイセレク

トデリ」コーナーを西日本エリアのイオンで初導入します。 

◆ イオン最大級の対面鮮魚売場と、ペットボトル飲料コーナーを展開します。 

◆ 沖縄出身の方が多い大正区のお客さまのニーズにお応えできるよう各売場でブルーシールアイス

やさんぴん茶、わしたポークなどの沖縄関連商品を展開します。 

◆ 化粧品コーナーでは、美と健康に高い関心をもち、ご自身に合う化粧品をご自身のペースで選ば

れたいお客さまのニーズにお応えするイオンの新しい化粧品コーナー「イオンビューティラウン

ジ」を導入し、専門知識を取得したイオン従業員の「コンシェルジュ」がお客さまのご要望をお

伺いしながら、最適な商品をご提案します。 

◆ リカー、ガーデニング、自転車、リフォームなどの分野でイオンの専門店を導入し、専門性の高

い品揃えとサービスを展開します。 
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■■■■１１１１階階階階「「「「食食食食品品品品ののののフロアフロアフロアフロア」」」」    

    

＜＜＜＜イオンイオンイオンイオンががががごごごご提案提案提案提案するおするおするおするお総菜総菜総菜総菜ゾーンゾーンゾーンゾーン「「「「デリカワデリカワデリカワデリカワールドールドールドールド」」」」＞＞＞＞    

    

・・・・イオンイオンイオンイオン初初初初！！！！店店店店内内内内ののののピザピザピザピザ専用専用専用専用のののの窯窯窯窯でででで焼焼焼焼くくくく「「「「窯焼窯焼窯焼窯焼ききききピザピザピザピザ」」」」がががが登場登場登場登場！！！！        

イオン直営売場で初めての試みとして、ピザやパスタをお客さまの注文をいただいてから調理します。 

ピザは手で伸ばした生地をピザ専用の窯で超高温短時間焼成した本格派、またパスタも最短２分で 

調理することでお待たせすることなく作りたてをご提供します。 

    

・・・・１１１１００００００００種類以上種類以上種類以上種類以上ののののこだわこだわこだわこだわりりりりメメメメニュニュニュニューーーーをををを均一価格均一価格均一価格均一価格ででででごごごご提供提供提供提供するするするする「「「「マイセレクトマイセレクトマイセレクトマイセレクトデリデリデリデリ」」」」をををを導入導入導入導入    

「都心まで足をのばさなくても、近隣でこだわりの総菜を購入したい」というお客さまの声をもとに、

１００種類以上のお総菜を１００ｇ１９８円均一でご購入いただけるコーナー「マイセレクトデリ」

を導入します。主食から主菜、副食、サラダ、デザートまで、こだわりのメニューを取り揃えます。 

 

・・・・出出出出来来来来たてたてたてたてののののピザピザピザピザややややパスタパスタパスタパスタををををおおおお召召召召しししし上上上上がりいたがりいたがりいたがりいただけだけだけだけるるるる「「「「イートインイートインイートインイートイン」」」」コーナーコーナーコーナーコーナーをををを設置設置設置設置    

「マイセレクトデリ」コーナーには専用レジを設置、出来たてのピザやパスタ、多彩なお惣菜を   

お召し上がりいただける「イートイン」コーナーをご用意します。 

 

・・・・デリカデリカデリカデリカとととと一一一一体体体体感感感感ののののああああるるるる西日本最西日本最西日本最西日本最大大大大級級級級ののののフローズンフローズンフローズンフローズン売売売売場場場場    

西日本エリアのイオンで最大級となるフローズン売場（冷凍食品、アイスクリーム等）では、主食と

おかずがセットなった「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、地元大阪の

お好み焼きコーナーや沖縄のブルーシールアイスなど、デリカゾーンと一体となって「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５００品目以上の幅広い品揃

えでご提案します。 

 

＜＜＜＜イオンイオンイオンイオン最最最最大大大大級級級級のののの対対対対面鮮魚売面鮮魚売面鮮魚売面鮮魚売場場場場＞＞＞＞    

水産コーナーは、全国のイオンでも最大級となる７メートルを超える対面鮮魚売場を展開します。 

「鮮魚士」「お魚アドバイザー」がお客さまのご要望に応じて調理を承るとともに、調理方法を    

ご提案するなど魚食文化の振興にも努めます。また、大阪中央卸売市場に近いという立地を最大限に

活用し、新鮮で豊富な魚種のお魚を毎日直送販売します。 

 

＜＜＜＜イオンイオンイオンイオン最最最最大大大大級級級級ののののペットペットペットペットボボボボトルトルトルトル飲料売飲料売飲料売飲料売場場場場＞＞＞＞    

ペットボトル飲料コーナーは、様々なお客さまのご要望にお応えできるようイオン最大級の品揃えで

展開します。話題の新商品コーナーやさんぴん茶やシークヮーサーなど沖縄からの商品、地元大阪の

ミックスジュース、クリームソーダなど幅広く品揃えします。 
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■■■■２２２２階階階階「「「「ファッションファッションファッションファッションとととと服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨服飾雑貨・・・・ヘヘヘヘルスルスルスルス＆＆＆＆ビビビビュュュューティーティーティーティケケケケアアアアののののフロアフロアフロアフロア」」」」    

    

＜＜＜＜ファションファションファションファション＞＞＞＞    

ファミリーからＧ.Ｇ世代まで、さまざまなテイストのトータルコーディネイトをご提案します。 

・・・・帽帽帽帽子子子子・・・・レッグファッションレッグファッションレッグファッションレッグファッションなどなどなどなどコーコーコーコーデデデディネートィネートィネートィネートをををを彩彩彩彩るるるるコーナーコーナーコーナーコーナー    

服飾雑貨コーナーでは、おしゃれのアクセントなる帽子を約

１００㎡の専門コーナーでご提案します。またコーディネー

トを彩る靴下やトレンカ、ストッキングなど「レッグファッ

ション」のコーナーを約１００㎡で展開します。 

 

・・・・旅旅旅旅ののののコーコーコーコーデデデディネートィネートィネートィネートをををを提案提案提案提案するするするするトラトラトラトラベベベベルコーナールコーナールコーナールコーナー    

トラベル用品コーナーでは、イオンのブランド「トップバ   

リュ」を中心に、有名ブランドとの共同企画から誕生した  

ブランド「タビアージュ」や、日本航空（ＪＡＬ）との共 

同企画ブランド「ＪＡＬ

ジ ャ ル

 ＬＩＦＥ

ラ イ フ

＆

アンド

ＳＰＩＣＥ

ス パ イ ス

」の商 

品など旅のコーディネイトを彩るアイテムをご提案します。 

 

 

＜＜＜＜ヘヘヘヘルスルスルスルス＆＆＆＆ビビビビュュュューティーティーティーティケケケケアアアア＞＞＞＞    

・・・・おおおお客客客客さまのさまのさまのさまのキレイキレイキレイキレイををををコンシェルジコンシェルジコンシェルジコンシェルジュュュュがおがおがおがお手伝手伝手伝手伝いいいい    

近畿エリアで初めて「イオンビューティラウンジ」を導入します。   

お客さまに気軽にカウンセリングを受けていただけるようコンシェル

ジュカウンターを設け、専門知識を習得したビューティコンシェルジュ

がお客さまのご要望をお伺いしながら、最適な化粧品をご提案します。 

 

・・・・ナチナチナチナチュュュュラルラルラルラル＆＆＆＆オーガオーガオーガオーガニニニニックコスメックコスメックコスメックコスメ専門専門専門専門ののののコーナーコーナーコーナーコーナーをををを導入導入導入導入    

約２０ブランドのナチュラル＆オーガニックコスメを一箇所に集めた

約６０㎡のコーナーを近畿エリアで初めて本格的に導入します。百貨店

やコスメ専門店での取り扱いが中心だったスイス発の「ヴェレダ」や 

ドイツ発の「ロゴナ」などのブランドのスキンケアからヘアケアまで 

幅広く品揃えします。 

 

    

    

・・・・調調調調剤薬局剤薬局剤薬局剤薬局でででではははは電子電子電子電子マネーマネーマネーマネー「「「「ＷＡＯＮＷＡＯＮＷＡＯＮＷＡＯＮ」」」」でででで健健健健康管理康管理康管理康管理をををを支支支支援援援援するするするする「「「「からからからからだだだだメモメモメモメモリリリリ」」」」をををを導入導入導入導入    

イオンの調剤薬局は、年中無休で全国どこの処方箋でも 

受付します。また、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」を  

活用したお薬手帳を有し、健康管理を支援するサービス

「からだメモリ」を導入します。 

※「からだメモリ」：お客さまご自身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・残薬の管理に加え、血圧や  

体重などのデータを管理できる健康管理支援システムを併せ 

持つ「電子版お薬手帳」です。 
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■３３３３階階階階「「「「ファッションファッションファッションファッションととととキッズキッズキッズキッズののののフロアフロアフロアフロア」」」」    

＜＜＜＜メンズメンズメンズメンズワワワワールドールドールドールド＞＞＞＞    

紳士服売場はビジネスシーンからカジュアルウェアまで幅

広いコーディネートを提案します。ブリティッシュ・トラッ

ドをコンセプトとした「Ｔｅｒｎ」、素材とこだわりのブラ

ンド「ＨＩＲＯＫＯ ＫＯＳＨＩＮＯ」、Ｇ.Ｇ世代に向け

た「ＦＵＬＬ ＨＯＵＳＥ」など着心地とデザインの両立を

追求した商品を展開します。 

 

＜＜＜＜キッズキッズキッズキッズ＞＞＞＞    

キッズ売場は、お子さまの快適な生活のサポートを目指し、当店では学校行事の必須アイテムから、

部活動や休日のライフシーンにぴったりの商品まで、幅広くご提案します。 

「ニコルクラブキッズ」や「ＭＩＮＩ-Ｋ」など幼稚園からティーンまでそれぞれの年代向けの   

“お出かけ”ブランドを展開するほか、子ども向け服飾雑貨のコーナーも導入します。 

 

■４４４４階階階階「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの品品品品ののののフロアフロアフロアフロア」」」」    

＜＜＜＜寝具寝具寝具寝具＞＞＞＞    

寝具売場では快適な眠りへのお客さまのニーズにお応えし、実際に枕やマットレスを“見て・触って”

お選びいただける「お試しコーナー」を設置します。また、枕については、専用端末を使い、性別・

年齢・体型からお客さまに最適な硬さ、高さの枕をご提案します。 

 

＜＜＜＜デデデデジタルジタルジタルジタル＆＆＆＆家家家家電電電電＞＞＞＞    

テレビや冷蔵庫などの生活家電から、携帯電話・スマートフォン、写真の現像サービスまで電化製品

関連の商品とサービスを集めた「デジタル＆家電」を展開します。 
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＜＜＜＜イオンイオンイオンイオン直営専門店直営専門店直営専門店直営専門店についてについてについてについて＞＞＞＞    
 

・「「「「イオンイオンイオンイオンリカリカリカリカーーーー」」」」（（（（１１１１階階階階）））） 

「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、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」を活用した

直輸入のお買い得ワイン約４００種類をはじめ、国内、国外の

お酒を合計約１,６００種類取り揃えます。また、季節ごとの旬

の食材とそれに合うお酒を「ワインアドバイザー」や「リカー

アドバイザー」がご提案します。 

 

・「「「「フラフラフラフラワワワワーーーー＆＆＆＆ガーガーガーガーデデデデンンンン」」」」（（（（１１１１階階階階）））） 

「フラワー＆ガーデン」では、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

にお応えする品揃えとサービスを提供します。屋内の売場では３０種類を越えるブーケやアレンジ用

の花を取り揃え、お客さまのご要望に応じてアレンジします。また、花や植物に関連するインテリア

雑貨も展開し、インテリアとしての花や観葉植物をご提案します。 

 

・「「「「イオンイオンイオンイオンババババイクイクイクイク」」」」（（（（１１１１階階階階）））） 

イオンの自転車専門店「イオンバイク」では、自転車本体はも

ちろんパーツやウェアなど合計約１,０００アイテムを展開。公

的資格を持つ「イオンサイクルアドバイザー」が快適なサイク

ルライフをサポートします。また「９」のつく日は「サイクル

検診の日」とし、ハンドルやブレーキ、タイヤなど自転車の  

健康を維持するために重要な箇所を点検します。 

（※点検の結果、部品交換を伴う修理となった場合、別途部品・修理代が

発生します） 

 

・・・・「「「「ググググリリリリーンーンーンーンボボボボックスックスックスックス」」」」（（（（２２２２階階階階））））    

イオンの靴専門店「グリーンボックス」は、健康とファッションをテーマに、デザイン性はもちろん、

履き心地にもこだわった商品をレディス、メンズ、お子さまからＧ.Ｇ世代向けまで約７００種類の 

商品を取り揃えて展開します。足型測定器を使ってお客さまの足のサイズ、重心バランス、圧力分布

を計測し、お客さまの足にベストな一足をご提案します。 

 

・・・・「「「「トップトップトップトップバリュバリュバリュバリュコレクションコレクションコレクションコレクション」」」」（（（（２２２２階階階階））））    

イオンのカジュアル衣料専門店「トップバリュコレクション」は、着心地・デザイン・価格にこだわ

り、毎日の暮らしに「あ、それ、いいね。」が見つかる、をコンセプトに、企画から素材の調達、     

製造、販売までイオンが行うカジュアル衣料専門店です。この夏に向けて、撥水機能や汗ジミ防止、

抗菌防臭効果などトップバリュコレクションならではの機能性素材を採用した商品も取り揃えます。 

    

・・・・「「「「オプトオプトオプトオプトバリュバリュバリュバリュ」」」」（（（（２２２２階階階階））））    

イオンのメガネ専門店「オプトバリュ」は、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

をお手頃な価格でご提案します。 

 

・・・・「「「「パンドラパンドラパンドラパンドラハウハウハウハウスススス」」」」（（（（３３３３階階階階））））    

イオンの布地と手芸の専門店「パンドラハウス」は、手芸素材

と雑貨が融合した実用から趣味まで様々な“手作り”を楽しむ 

ためのアイデアをご提案します。 

 

・・・・「「「「イオンイオンイオンイオン    住住住住まいのまいのまいのまいのリリリリフォームフォームフォームフォーム」」」」（（（（４４４４階階階階））））    

「イオン 住まいのリフォーム」では、イオンの専任担当者が

相談、見積りから施工、アフターサービスまでトータルで承り

ます。品揃え豊富なビルトインコンロのから、キッチン、バス

ルーム、トイレ、窓などのリフォーム、太陽光発電システムま

でお気軽にご相談いただけます。 
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【【【【「「「「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール大阪大阪大阪大阪ドームシティドームシティドームシティドームシティ」」」」専門店専門店専門店専門店リストリストリストリスト（（（（１２６１２６１２６１２６店舗店舗店舗店舗））））】】】】    
 
１１１１階階階階「「「「うまいもんうまいもんうまいもんうまいもんコンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス」」」」３２３２３２３２店舗店舗店舗店舗    

店 名 業 種 
ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 
店 名 業 種 

ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 

パンケーキデイズ パンケーキ   ○ さぼてん とんかつ    

サブウェイ サンドウィッチ    京樽 京寿司    

ちゅらり 沖縄物産 ○   梅守本店 わさび葉寿司 ○   

Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ Ｆａｃｔｏｒｙ 九州物産 ○   王様のラフ・フレンチ 洋惣菜 ○   

成城石井 食品販売    Ｄｒ．Ｃａｃａｏ’s 洋菓子    

果汁工房果琳 ジュースバー    ぐるチュロ チュロス  ○  

ヨゴリーノ ヨーグルトジェラート    ワッフルケーキの店 Ｒ．Ｌ ワッフル    

花あかり 串カツ・和食  ○  ALL 洋菓子 ○ ○  

くれおーる たこ焼 ○  ○ アンドリューのエッグタルト 洋菓子   ○ 

焼肉 満腹リッチＤＥＬＩ 焼肉・ビビンバ ○ ○ ○ 柿安口福堂 和菓子    

小川珈琲 コーヒー・ケーキ    フレッシュベーカリー神戸屋 ベーカリー ○  ○ 

創造中華 華星 中華惣菜   ○ Ｍａ Ｃｒａｙｏｎ 洋菓子 ○   

コロッケと･･･神戸 水野家 コロッケ    お茶の玉宗園 お茶    

桃谷いかやき屋 いか焼き ○  ○ 千鳥屋宗家 和菓子   ○ 

さくら 天ぷら・和惣菜  ○  クリーニングルビー クリーニング    

鳥ぷろ 焼き鳥    宝くじチャンスセンター 宝くじ    

    

    

２２２２階階階階｢｢｢｢アクティブホビーアクティブホビーアクティブホビーアクティブホビー＆＆＆＆ライフアップサービスライフアップサービスライフアップサービスライフアップサービス｣｣｣｣    ２８２８２８２８店舗店舗店舗店舗    

店 名 業 種 
ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 
店 名 業 種 

ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 

トラベルカフェ カフェ ○   リサイクルキング リサイクル    

ＪＴＢトラベランド トラベル    暮らしのマネープラザ 金融・保険・証券   ○  

イレブンカット 美容室   ○ イオンペット ペット    

ＱＢハウス 理美容    ＡＳＫＡ コスメ    

マジックミシン 洋服リフォーム    ミューフル コスメ ○   

シャツハウス シャツ   ○ サフ・インターナシュナル  雑貨 ○  ○ 

ＥＬＥＰＨＡＮＴ ＳＰＯＲＴＳ  スポーツ用品 ○  ○ 中央コンタクト コンタクトレンズ    

ＬＯＧＯＳ ＳＨＯＰ アウトドア用品   ○ ペットパラダイス ペット雑貨    

ｏｆｆ＆ｏｎ 生活雑貨    プラスハート 生活雑貨   ○ 

ＣＨＥＬＳＥＡ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ  服飾雑貨    ＪＩＮＳ メガネ    

Ｃ．Ｐ ｂｙ ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ 財布  ○  ＫＣ,ｓ 雑貨 ○  ○ 

ＫＡＮＤＡ 宝飾・時計    ドコモショップ 携帯電話    

マクドナルド ハンバーガーレストラン    ｆａｍ クロックス専門店    

イオンカルチャークラブ カルチャークラブ   ○  ＳＴＯＮＥ ＭＡＲＫＥＴ ストーンアクセサリー     
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３３３３階階階階「「「「スローホビースローホビースローホビースローホビー＆＆＆＆キッズセレクトキッズセレクトキッズセレクトキッズセレクト」」」」２９２９２９２９店舗店舗店舗店舗    

店 名 業 種 
ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 
店 名 業 種 

ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 

チチカカ エスニック雑 貨    ホビーゾーン 玩具    

マザウェイズ ファミリーアパレル    ヘインズブランズストア インナーウェア  ○  

暮らす服 ファミリーアパレル   ○ クレアーズ アクセサリー    

ブランシェス キッズ   ○ ベビードール 子供服   ○ 

ＪＥＮＮＩ キッズ   ○ だがし 夢や 駄菓子    

ＧＵ ファミリーカジュアル     コーアンドルー ファミリーアパレル    

ワールドウェディング 結婚式場紹介   ○ Ｓｔｒｅａｍ Ｍａｒｋｅｔ 靴下 ○  ○ 

Ｒ．Ｏ．Ｕ 生活雑貨  ○  ｃｉｔｔｏ キャラクター雑貨 ○ ○  

未来屋書店 書籍    ＭＮＣＢＢ（ﾓﾆｶﾍﾞｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ） 子供服 ○   

Ｖ Ｉ Ｌ Ｌ Ａ Ｇ Ｅ  Ｖ Ａ Ｎ Ｇ Ｕ Ａ Ｒ Ｄ 書籍・ＣＤ・雑貨    ｈａｎａ 生活雑貨    

スタジオアリス 写真スタジオ    Ｎｏｕｖｅｌｌｅ Ｖａｇｕｅ 服飾雑貨    

はんの大谷 印鑑    パセリハウス リル ファンシー雑貨    

セイハ英語学院 幼児教室    すこやか教室 幼児教室    

じぶんまくら まくら専門店    ファンタジーアイランド アミューズメント    

マザーガーデン 雑貨         

    

    

４４４４階階階階「「「「ダイニングコンプレックスダイニングコンプレックスダイニングコンプレックスダイニングコンプレックス＆＆＆＆アメニティアメニティアメニティアメニティ」」」」３７３７３７３７店舗店舗店舗店舗    

店 名 業 種 
ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 
店 名 業 種 

ｲｵﾝ

初 

大阪府 

初 

地元 

大阪府 

楽市楽座 アミューズメント    サムギョプサルファクトリー 韓国焼肉    

スマッチャ！ 雑貨 ○ ○ ○ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム    

ＢｉＮＤｉ エスニック料理 ○  ○ ８ＤＡＹＳ Ａ ＳＷＥＥＴ クレープ ○   

そばいきんぐ ビュッフェ ○  ○ ケンタッキーフライドチキン チキン    

ベル ルミエール エステ  ○  ミスタードーナツ ドーナツ   ○ 

パソコンスクールアビバ パソコン教室    ロンフーダイニング 各種中華    

もりもり寿司 回転寿司  ○  骨付きポークのレストラン ギャートリブ  洋食 ○ ○ ○ 

旬菜しゃぶ重 しゃぶしゃぶ    Ｐｕｒｅ Ｎａｉｌ ネイル   ○ 

パルメナーラ イタリアン    ＬＡＳＨ ＤＯＬＬ まつげサロン    

ぼてぢゅう屋台 焼そば   ○ ジュリア オージェ ウィッグ    

長崎ちゃんぽんリンガーハット  ちゃんぽん    フィトナチュール リラクゼーション   ○ 

バーガーキング ハンバーガー    Ｂｅａｕｔｙ Ｆａｃｅ Ｐｒｅｍｉｕｍ フェイシャルエステ   ○ 

船場カリー カレー ○  ○ ＰＥＥＲＬＥＳＳ 美容室    

さぬき大名 うどん ○   おおさかドーム前整骨院  整体 ○   

ＫＵＲＯＭＯＮ Ｄｏｎｂｕｒｉ 丼    ベアハグ リラクゼーション    

1968 古潭ラーメン ラーメン ○  ○ 大阪ドームシティＴ．Ｔ．Ｃ歯科医院  歯科 ○  ○ 

鮪市場 海鮮丼    大阪ドームシティ眼科 眼科 ○   

テキサスキングステーキ  ステーキ    大阪ドームシティ皮膚科 皮膚科 ○   

築地銀だこ たこ焼         

◆地元 大阪府の専門店 ：３３店舗 

◆大阪府初出店 ：１５店舗 

◆イオン初出店 ：３０店舗 

 

 

    


