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２０２０年１０月３０日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンタウン株式会社 

イオンリテール株式会社 

 

 

地域の皆さまとともに、新しい毎日をＳＴＡＲＴ！ 

「イオンタウンふじみ野」 

１１月２１日（土）ＡＭ９:００ グランドオープン！ 

 

 

 イオンは、２０２０年１１月２１日（土）、埼玉県ふじみ野市に新たな商業施設「イオンタウン 

ふじみ野」（以下、当ＳＣ）をグランドオープンします。 

 当ＳＣは、２０１２年まで３０年間にわたり地域の雇用を支えてきた日本無線埼玉工場の跡地、 

ふじみ野市役所に隣接する福岡地区へふじみ野市の新たなランドマークとして出店します。計画地 

は、敷地西側を国道５６号線、南側を市道２０６号線の幹線道路に面し、東武東上線上福岡駅から 

徒歩圏内の交通アクセスにも優れた立地です。 

 当ＳＣは、「Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ」をコンセプトとし、健康的で豊かな 

くらしに寄り添い、地域の賑わいに寄与することを目指して開発を進めてきました。 

この度、「地域の皆さまとともに活気あふれる新しい日々をスタートさせたい」という想いを  

込めて、「ＳＴＡＲＴ▶ＷＩＴＨ」を当ＳＣのスローガンとし、グランドオープンします。 

防疫対策を徹底し、地域の皆さまが安心してお過ごしいただける環境づくりを行うのはもちろん 

のこと、地域の交流拠点の一翼を担うべく、コミュニティを育む広場や趣味と学びの空間を導入  

します。また、新しい生活様式に合わせ、デジタル技術を活用したお買い物体験や地域の魅力を  

再発見する地産地消を推進していきます。 

イオンタウンは地域のみなさまの生活様式に合わせた新しい毎日を創出し、豊かなくらしを支援 

してまいります。 

 

コンセプト 「Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ」 
～ＳＣスローガン ＳＴＡＲＴ▶ＷＩＴＨ～ 

 

ふじみ野の皆さまの豊かで健康的な毎日に寄り添い、 

ふじみ野の皆さまとともにここから成長していけるように。 

イオンタウンふじみ野から、新しい生活様式にあわせた 

新たな毎日をＳＴＡＲＴ！ 
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＜外観イメージ＞ 
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▲「cotokoto」 

 

＜ＴＯＰＩＣＳ＞ 

 

 

１．交流が生まれる広場や趣味と学びの空間の創出 

①まちのコミュニケーションスペース「cotokoto」 

②地域の皆さまの健康的な交流の場を創出 

③ＳＣの情報発信拠点となるセントラルステージ 

 

２．新業態や埼玉県初となる専門店１２店舗を含む約９０店が集結 

①地域の魅力を再発見！ 

日々の食卓に彩りを加えるフードゾーン 

②日常のくらしをサポートする多彩な専門店が集結 

 

３．新しい生活様式に合わせた新たなお買い物環境 

①イオンタウン初の公式アプリをリリース 

②商業施設アプリ内機能として初！モバイルオーダー 

③デジタルサイネージによる情報発信 

 

４．地域との連携を推進する様々な取り組み 

①ふじみ野市とのイベント連携 

②郵便局との連携 

③近隣学校との連携 

 

５．核店舗「イオンスタイルふじみ野」 

心もカラダも健康に。豊かな暮らしに密着したお店 

①カラダにうれしい新鮮な生鮮品が毎日充実 

②できたて・地域に愛される・健康的な食が 

毎日をサポート 

③心もカラダも健やかなライフスタイルを提案 

④ネットスーパーや「レジゴー」を導入し、 

新しい生活様式をサポート 

 

６．持続可能なコミュニティの実現をめざした取り組み 

①新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み 

②スマートイオンとしての取り組み 

 

 

▲「フードバザール」 

▲「イオンスタイルふじみ野」 

▲「イオンタウンアプリ」 

アイコンデザイン 

※画像はすべてイメージです 
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＜イオンタウンふじみ野の特徴＞ 

 

 

１．交流や賑わいが生まれる広場や趣味と学びの空間の創出  

 

 当ＳＣでは、屋外広場やまちのコミュニケーションスペースを導入し、地域の皆さまがご家族や 

ご友人と充実した時間をお過ごしいただける地域の交流拠点を目指しています。 

 

①まちのコミュニケーションスペース「cotokoto」＜２階＞ 

・「cotokoto」は、初めてイオンタウンが主体となり設置するコミュニケーションスペースです。 

さまざまな人が集まり「コト（体験）」が掛け合わさることで、これまでにない「豊かなコト」 

が生まれる多目的な交流空間を目指します。 

キッチン、レンタルスペース、ワークスペースなど多機能な施設を複合的に配置。 

地域の皆さまとの交流をはじめとして、ＳＣ内専門店との連携や屋外の広場を活用した催し 

など、多種多様な出会いの輪を広げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「cotokoto」イメージ 

「cotokoto」はキッチン、レンタルスペース、ワークスペースを併設した、 

まちのコミュニケーションスペースです。 
 

人々が集い、学ぶ・考える・伝える・動く・体験する...... 

さまざまな「コト」が掛け合わさることで、これまでにない豊かな「コト」が生まれる場 

「cotokoto（コトコト）」 

キッチンやレンタルスペース、ワークスペースを備える cotokoto では、 

暮らしや学びにまつわるイベントなどを開催・参加できるほか、趣味を深める場、 

自宅・職場に代わる仕事場や打合せスペースとしてもご利用いただけます。 

訪れるたびに心が刺激され、思いもよらぬ気づきや挑戦のきっかけをくれる。 

cotokoto は、豊かな「コト」にあふれる場であるとともに、 

まちの中の「居場所」でありたいと考えています。 
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【「cotokoto」フロア概要】 

どなたでも自由にご利用いただける、各種スペースをご用意しています。それぞれのスペース  

ではさまざまなイベントやワークショップも開催する予定です。 

Reception 

（フリースペース） 

お打ち合わせやお買物の休憩など、気軽にお立ち寄りいただける 

フリースペース 

work desk 

（ワークスぺース） 

デスク席からソファ席など、様々なシーンに合わせてご利用 

いただけます。 

電源、無線ＬＡＮのほか、ＷＥＢ会議機器もご準備しています。 

Kitchen 

（レンタルスペース） 

貸し切りパーティーや料理教室などでご利用いただけます。 

調理器具や食器も揃っているので、食材をお持ちいただければ 

すぐに調理が可能です。 

Living 

（レンタルスペース） 

（ワークスペース） 

仲間との集まりや教室などにご利用いただけます。 

隣接するキッチンスタジオと組み合わせての利用も可能です。 

プロジェクターやマイク機器、ホワイトボードも準備しているので 

幅広いシーンでご利用いただけます。 

rental room 

（レンタルスペース） 

少人数での打ち合わせやワークショップ、趣味などの活動の場として 

最適です。 

※利用方法・料金等詳しくはＷＥＢサイトをご確認ください。 

 

【「cotocoto」施設概要】 

施設名称 ： まちのコミュニケーションスペース「cotokoto」 

事業主  ： イオンタウン株式会社 

企画運営サポート： 株式会社リビタ 

ホームページ ： https://www.aeontown.co.jp/fujimino-cotokoto/ 

※１１月１日公開開始予定 ※Facebook、Instagram も開設予定 

「cotokoto」フロアマップ 

https://www.aeontown.co.jp/fujimino-cotokoto/
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②地域の皆さまの健康的な交流の場 

・屋外広場「ヒマラヤ杉広場」 

当ＳＣに隣接したコミュニティ通り沿いには、ヒマラヤ杉をシンボルツリーとして既存の樹木  

を生かした約１，１１１㎡の広場を設置し、お子さまが安全に遊べるクッション素材の遊具や 

ウォーキングコースを設けます。また、キッチンカーの誘致や「cotokoto」によるイベント開催  

などのコンテンツも計画します。 

パラソルヒーターも設置し、１年を通して地域の皆さまが集い、おくつろぎいただける空間を  

めざします。 

 

・屋外テラス（中央入口横） 

館内のテイクアウトフードを屋外でお楽しみいただける屋外テラスを設置します。 

 

 

 

 

③ＳＣの情報発信拠点となるセントラルステージ 

・ＳＣ中央には約１２０㎡のセントラルステージ、２階東側には約７７㎡のセカンドステージを  

配置。セントラルステージ正面に設置した１９３インチのサイネージでは、パブリック 

ビューイングの開催も計画しており、ＳＣの情報発信拠点となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲屋外広場「ヒマラヤ杉広場」 ▲屋外テラス 

▲セントラルステージ 

※画像はすべてイメージです 
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２、地域に根差し、日々のくらしを豊かにする専門店が集結 

 

①地域の魅力を再発見！日々の食卓に彩りを加えるフードゾーン 

 

◆『フードバザール』＜１F＞ 

１階「フードバザール」は、青果・精肉・鮮魚・輸入食品を集めた「ふじみ野マルシェ」、埼玉 

県初出店店舗を含む食物販店舗や新業態の飲食店など、全１６店舗が出店する充実の食の一大 

ゾーン。持ち帰り需要だけでなく、その場で食べられるスペースも充実させました。様々な食の  

シーンでお楽しみいただけます。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「ふじみ野マルシェ」 

～青果・精肉・鮮魚・輸入食品が集結～ 

首都圏に４０店舗展開する青果の専門店。 

鮮度の高い野菜や果物をご提供します。 

フレッシュダイトー 山助 

厳選した市場での仕入れ、徹底した品質管理を

行い、安全で良質な海産物をご提供します。 

肉匠かみむら 

産地にこだわり、牛肉、鶏肉、豚肉を独自ルート 

で仕入れて美味しいお肉を提供いたします。 

フードウェアハウス 

輸入食品、全国のこだわり商品などを、豊富

に取り揃えてお求めやすい価格でご提供 

いたします。 

※画像はすべてイメージです 

▲「フードバザール」① ▲「フードバザール」② 
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食物販ゾーン 

～埼玉県初出店店舗や地元の人気店舗など話題店が集結～ 

考えた人すごいわ Plus パールレディ CHABAR 

自慢の自家製タピオカと直輸入茶葉で毎日の 

お茶を気分や季節で自分好みにカスタマイズ 

していただけます。 

厳選素材・独自製法・コンベクションオーブン

にこだわりつくし、薄い耳でほどける口どけに

仕上げた、そのままが美味しい高級食パン。 

十万石 

“いつも変わらぬ美味しさ”をモットーに。 

うまい、うますぎる、埼玉銘菓 

「十万石まんじゅう」。 

日本橋屋長兵衛/満果惣 

「粋」な江戸の文化を現代風にアレンジし、 

和菓子と融合させた老舗和菓子の専門店。 

地元埼玉県を中心に数十店舗を構える、 

狭山茶を取り扱うお茶の専門店。 

矢島園 

中国の本場料理人が作る、店内調理 

「できたてそのまま」の本格中華総菜です。 

レストランゾーン 

～ご家族で、ご友人と、お楽しみいただけるカジュアルレストラン～ 

カフェ イタリアン・トマト 

こだわりのパスタでおなじみのイタリアン・ 

トマトがカフェを中心とした新業態で初出店！ 

落ち着いた店内で、厳選したコーヒーや 

オリジナルドリンク、ソースにこだわった 

パスタ、手作り生ケーキで、楽しい、美味しい、 

イタリアンモダンを感じていただけるカフェです。 

中華ドラゴン 

本格的な「香港飲茶」を 

リーズナブルな価格で 

お楽しみいただけます。 

 

香港味道 三宝 

直火焼き１００％ビーフパティを 

使用した、ボリュームのある大きな 

「ワッパー®」をご賞味ください。 

こだわりのラーメンに加え 

本格中華を取り揃えた、 

ワンランク上の中華食堂。 

バーガーキング 中華食堂 真心 
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◆『フードガレージ』＜３F＞ 

 大規模フードコート『フードガレージ』。ふじみ野市初出店の店舗から地元の人気店、多世代で 

お楽しみいただける定番の店舗まで幅広く取りそろえ、様々な方のニーズにお応えします。 

また、窓からはふじみ野市を一望でき、景色を楽しみながらお食事をお楽しみいただけます。 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
フードガレージ内専門店 

～幅広い年代の方、シーンでご利用いただける店舗が集結～ 

豚骨、背脂、各種野菜を入念に煮込んだスープ、

食べ応え抜群の太麺、分厚いチャーシュー。 

ジャンクでガツンと胃袋を満たすラーメン。 

ジャンクガレッジ 呉さんのビビンバ 

定番のビビンバに純豆腐チゲや大人気の冷麺 

など美味しさ、栄養、彩りを考えたヘルシーな 

韓国料理をご提供いたします。 

▲『フードガレージ』イメージ① ▲『フードガレージ』イメージ② 

舎鈴 味王楼 

横浜中華街から招いた 

料理長が作る、中華料理店。フードコートの 

域を超えた美味しさに出会えます。 

毎日食べても飽きのこない、 

何度でも食べたくなるつけめん。 

※画像はすべてイメージです 
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②日常のくらしをサポートする多彩な専門店が集結 

 

◆多世代でお楽しみいただけるエンタメ店舗 

・人気絵本のコンテンツを体感できるあそびの広場「くまのがっこうあそびひろば」をはじめと  

して、「太鼓の達人 おまけ横丁」、バリエーション豊かなクレーンゲームコーナー、３つの 

コンテンツを揃えた「namco/くまのがっこうあそびひろば」や、夢と楽しさとふれあいをテーマ 

とした室内ゆうえんち「モーリーファンタジー」を出店します。 

 

 

 

 

 

 

◆生活を彩るバラエティゆたかな物販店舗 

・くらしを応援する家電量販店の「コジマ×ビックカメラ」、読みたい本がきっと見つかる 

「くまざわ書店」、充実した品揃えのホームファニシングストア「マナベインテリアハーツ」、 

手芸用品や生地、雑貨の販売を行う手芸専門店「手芸の丸十」、自転車専門店「イオン 

バイク」、ペットと人の気持ちに寄り添う総合ペットライフストア「ペテモ」など、バラエティ 

豊かな物販店舗を出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆便利な生活をサポートするサービス店舗 

・埼玉県内に２２店舗を展開する「美容室ＭＵＳＥ」が、ネイルサロンやカラー専門店を併設した 

美容室として商業施設内へ初出店します。 

 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです 
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・骨格、骨盤矯正で骨盤全体のバランスを整え不調を改善する「カラダファクトリー」や、 

毎日の美と健康づくりをサポートする「グラムビューティーク」、お子さまの心と身体の健やか 

な成長のお手伝いをする「イオン新体操スクール」を出店します。 

また、内科、小児科、歯科、眼科を備えたクリニックモールを導入。全国の医療機関の処方せん 

を受付する「イオン薬局」も併設し、健康的なくらしをサポートします。 

 

 

 

 

 

 

・プロと一緒に保険選びができる保険ショップ「ほけんの窓口」を出店します。店内にはキッズ 

スペースや授乳室を設置し、小さなお子さま連れのお客さまにも安心してゆっくりとご利用 

いただけます。また、「ほけんの相談ショップ」、「イオンのほけん相談」、「イオン銀行」・ 

「武蔵野銀行」ＡＴＭを設置し、くらしの利便性を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆アパレル＆服飾雑貨 

・ハッピーライフスタイルストアをコンセプトに、デイリーカジュアルスタイルが揃う 

「シューラルー」、時代に合わせた和の楽しみ方をご提案する着物の「いつ和」、機能的で 

おしゃれなオリジナルめがねを販売する「JINS」、オーダースーツで評価が高い株式会社 

オンリーのアウトレットショップ「SUITS＆SUITS」など、くらしを彩る専門店を出店します。 

 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです 
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３．新しい生活様式に合わせた新たなお買い物環境をご提供 

 

①モバイルオーダー機能付きイオンタウン公式アプリをリリース 

新型コロナウイルスの感染拡大により新しい生活様式が定着する中、 

デジタルを活用した利便性の高いサービスや、より安全・安心で快適な 

お買い物環境が求められています。 

そのような中、イオンタウンとして初めて公式アプリをリリース 

いたします（※１）。商業施設が運営するアプリ内の機能では初めて、 

専門店の商品を事前に注文・購入できるモバイルオーダー機能（※２）を搭載。 

また、ＳＣ内の混雑情報をご確認いただける機能やお得なアプリクーポンの配信など、新たな  

生活様式に合致した効率的で便利なお買い物環境をご提供いたします。 

※１：イオンタウンふじみ野公式アプリは１１月１８日リリース予定 

※２：モバイルオーダー機能は１２月頃稼働予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イオンタウンアプリの主な機能】 

◆ＳＣ内のリアルタイムな情報を発信 

・ご来店前にＳＣ内の混雑状況をご確認いただけます。 

・各専門店のデジタルチラシやアプリ限定の 

お得なクーポンを配信予定です。 

 

◆モバイルオーダーシステム 

・各専門店の商品をアプリで事前に注文・購入。アプリ上 

 で決済を済ませ、スムーズに店頭でお受け取り 

 いただけます。 

 また、アプリで購入した商品をお車やピックアップレーンまで 

お届けするシステムも試験導入し、“Park（公園で／駐車して）” 

＆“Pick up（買う）”というＳＣの中と外を繋ぐ新しい価値のご提供を実現してまいります。 

▲アプリ画面イメージ 

▲アプリアイコン 

デザインイメージ 
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②館内 デジタルサイネージによる情報発信 

館内各所の デジタルサイネージ では、地域情報やイベント、専門店情報などを配信します。 

 

 

 

４．地域との連携を推進する様々な取り組み 

 

 行政をはじめとした地域連携イベントの開催や、ＳＣ内に郵便局を導入するなど、地域との連携 

を推進し、つながりを感じられる施設を目指します。 

 

①ふじみ野市との「地域連携協定」の締結 

・イオンタウンは、ふじみ野市と協働し、地域活性化及び市民サービスの向上を目的とした「地域 

連携協定」の締結に向け、準備を進めています。協定を通して、防災・福祉・観光など、双方が 

持つさまざまな資源を有効に活用してまいります。 

 

②ふじみ野市とのイベント連携 

・当ＳＣは、ふじみ野市役所に隣接しています。 

ふじみ野市役所との交差点付近へは既存の樹木を生かした  

広場を設置しており、季節行事など、年間を通してイベントの 

共同開催を計画しています。 

・１１月２１日のオープン日から、ふじみ野市役所と連携して 

ふじみ野市の歴史を展示するパネル展や、ふじみ野市のご当地 

キャラクター「ふじみん」の市役所へ設置されているマスコット 

展示などを開催します。 

 

③郵便局との連携 

・ＳＣ内に「上福岡郵便局」が出店。キッズスペースを導入したゆったりとした店内で、各種 

サービスをご利用いただけます。また、当ＳＣ内の専門店でお買い上げいただいた商品の配送  

を実施。１５時までの受付で、当日中（※）にふじみ野市全域へ配送いたします。 

（※）お客さまへの宅配時間：１７時以降 

・郵便局入口横には「はこポス」を設置。荷物や郵便物を「はこぽす」にて受け取りや差し出す  

ことができます。 

 

▲「ふじみん」マスコット 

▲「上福岡郵便局」イメージ① ▲「上福岡郵便局」イメージ② 
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④近隣学校との連携 

・コロナ禍で学校活動の発表の場が少なくなっているという背景から、密を避けた発表の機会を  

ご提供するため、オープニングイベントとして、葦原中学校吹奏楽部さま・東邦音楽大学さま  

による演奏動画を当ＳＣ内で放映いたします。 

当該動画は、１１月２１日（土）から１２月６日（日）までの期間限定で、店内サイネージ、  

YouTube（※）にて配信いたします。 

今後も、近隣学校と連携の上、イベント開催や作品展示などコラボイベントを開催し、学びや  

文化活動の発表の場としてご活用いただけるよう取り組んでまいります。 

 （※）YouTubeによる動画配信は１１月２１日（土）９時からを予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤環境・社会をテーマに、考え、学ぶ「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年生までの子どもたち 

 を対象に、集団行動を通じて社会のルールやマナーを学び 

ながら、環境や農業などへの興味・関心や考える力を育む 

場所として、全国の各店にて「イオンチアーズクラブ」を 

結成しています。 

イオンの従業員がサポートしながら、「環境・社会」に 

関する様々なテーマに沿って活動に取り組み、地域の特性に 

即した活動を目指します。イオンスタイルふじみ野でも、 

参加するメンバーを募集し「ふじみ野イオンチアーズクラブ」を結成します。 

  

※画像はすべてイメージです 

▲東邦音楽大学演奏様子 
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５、核店舗「イオンスタイルふじみ野」の特徴 
 

埼玉県ふじみ野市は、首都圏に立地しながらも豊かな自然に恵まれた場所で、３０～４０代の  

ファミリーが多くお住まいです。「イオンスタイルふじみ野」は「心もカラダも健康に。豊かな   

暮らしに密着したお店」をコンセプトに、こうしたお客さまのニーズにお応えした商品やサービス

を提供し地域に根差したお店を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

～新常態の生活をサポート～ 

心もカラダも健康に。豊かな暮らしに密着したお店 
 

 カラダにうれしい新鮮な生鮮品が毎日充実 

「ＪＡいるま野」の地場野菜や、「イオン日高農場」直送のオーガニック野菜、収穫から店頭まで２４時間

以内に並ぶレタスなど、品質にこだわった野菜や果物を品揃えします。水産売場では漁港から直送された

鮮魚を充実させ、対面コーナーでお客さまの注文に応じ、調理方法やおいしい食べ方を提案します。 
 

 できたて・地域に愛される・健康的な食が毎日をサポート 

対面式でちょっぴり贅沢な総菜を品揃えする「リワードキッチン」の「えらべる！お弁当」や旬に

こだわった「魚屋の弁当」、地域で親しまれている「太麺やきそば」、「里芋コロッケ」、低カロリーで

高たんぱくな“大豆ミート”を使用した商品など品揃えします。また、スマホから事前に総菜や弁当

を注文・決済し、来店時に商品をスムーズに受け取れるサービス「モバイルオーダー」も導入する 

ことで、テイクアウトでもイートインでも、できたてのおいしさをお楽しみいただけます。 

また、埼玉が誇るハム・ウインナー・豚肉専門店「サイボク」の商品や上福岡の人気スイーツ   

ブランド「ベルジェ・レコルテ」の商品を展開します。 
 

 心もカラダも健やかなライフスタイルを提案 

イオンのお花専門店「ルポゼ・フルール」では、食卓に花のある生活を提案し、“健康”をキーワードに

したイオンのウエルネススポーツ専門店「スポージアム」では、「歩く」「走る」「フィットネス」の活動を

通じて、お客さまの健康促進を応援します。全国の医療機関の処方せんを受付する「イオン薬局」は３階

クリニックゾーンに併設することで利便性を高めています。また、「マスクショップ」ではライフスタイルや

生活シーンに合わせて選べるマスクと関連商品約４００種類を用意し、お客さまのマスク選びをサポートします。 

 

 ネットスーパーや「レジゴー」を導入し、新しい生活様式をサポート 

「イオンネットスーパー」では自宅配送に加え、店舗の専用カウンターや駐車場、ロッカーで  

商品を受け取れるサービス「ピックアップ！」も実施します。また、利便性向上と楽しいお買物体験

の提案として、お客さま自身が専用スマホでスキャン、専用レジで会計をすることで“レジに    

並ばない”“レジ待ちしない”「レジゴー」を導入します。 



16 

 

 

 

・鮮度抜群！みずみずしいカラフルな野菜や四季折々の鮮魚でお出迎え 

「ＪＡいるま野」の川越いもや里芋など、地域の生産者さまと連携し、

丹精込めて作られた採れたての地場野菜を取り揃えます。また、近隣の

「イオン日高農場」からは、オーガニック野菜のブロッコリーやサニー

レタスなど、季節に応じた野菜を直接店舗へお届けします。さらに、  

２４時間以内に並ぶ産地直送の「シャキ直野菜」など、鮮度に     

こだわった野菜を品揃えします。 

トマト売場では糖度の高いフルーツトマトをはじめ、人気のスナック

系ミニトマトなど、約２０種類ご用意します。 

 

水産売場では漁港で水揚げされた魚を産地直送で取り揃えます。専門

的な魚の知識と技術を有する鮮魚士が、対面コーナーでお客さまの注文

に応じて調理を承ります。本日おすすめの鮮魚をフライや唐揚げに調理

した総菜や、お手軽に楽しめる「魚屋の弁当」「魚屋の鮨」も提供します。 
 

このほか、「イオンネットスーパー」では、全国各地の「選りすぐりの果実」

や「オーガニック野菜の詰め合わせセット」、茨城の漁港で水揚げされた魚

をお届けする「鮮魚の詰め合わせボックス」などもお取り寄せできます。 

 

 

 

 

 

・色とりどりの総菜やサラダから選べる「リワードキッチン」を展開。「えらべる！お弁当」もご用意 

“がんばった自分へのご褒美にちょっぴり贅沢なご馳走をお手軽に”

がコンセプトの「リワードキッチン」では、最短で収穫翌日のレタスを

使用した野菜たっぷりの「シャキシャキ野菜のポテトサラダ」など素材

にこだわったサラダや「自家製柔らか焼き豚」「鶏ヤゲンの黒胡椒」と  

いった家呑みに対応した畜肉系おつまみメニュー、「イオン農場」の  

「丸々赤トマト」を使った「生ハムカプレーゼ～バジルの香り～」など

約３０種類の総菜をご用意します。またお好みのおかず３品とごはんが

セットの「えらべる！お弁当」を展開します。 

 

店内で生地を伸ばし焼き上げて提供する直営ピッツアショップ  

「ピッツアソリデラ」では、素材の旨みを感じられる看板メニューの  

マルゲリータをはじめデザートピッツアなど８種類を展開するほか、 

２種類の味が楽しめるハーフ＆ハーフもご用意します。お客さまの  

ご注文を受けてから、焼きたての商品を提供するサービスも実施します。 

イートインスペース「ここｄｅデリ」やテイクアウトとしてもお好み

のピッツアをお楽しみいただけます。 

カラダにうれしい新鮮な生鮮品が毎日充実 

できたて・地域に愛される・健康的な食が毎日をサポート 

※画像はすべてイメージです 
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・「ふじみ野ブランド」認証の「太麺やきそば」や狭山特産の里芋を使用した「里芋コロッケ」 

ふじみ野市観光協会が市内の優れた商品「ふじみ野ブランド」として

認証する上福岡の老舗製麺所「長瀬屋製麺」の極太やきそばを使用した

「太麺やきそば」を展開します。もっちり太い麺が特長で、特製ソース

で焼き上げています。 

また、お子さまからお年寄りまで幅広い人気の狭山特産の里芋を使用し、

玉ねぎと鶏肉を合わせた「里芋コロッケ」を提供します。クリーミーな

食感でソースをかけなくてもおいしくお召し上がりいただけます。 

 

・焼きたてパンの専門店「カンテボーレ」を展開 

北海道産生クリームとはちみつを使用し、そのままのお召し上がり

がおいしい「穂の紬 カンテボーレの生食パン」を提供します。 

また、毎日１０時から１７時までの１時間毎に、揚げたての「アツアツ

カレーパン」や、サクサク生地にクリームチーズとブルーベリーや  

ダークチェリーをのせた「デニッシュ」、「里芋コロッケ」とレタスを 

バンズで挟んだ「里芋コロッケバーガー」も取り揃えます。 

 

・注文からお支払いまで事前に済ませてスムーズな受け取り「モバイルオーダー」 

総菜や弁当をスマホから事前にオーダーし、支払いまで済ませ、来店時

に商品をスムーズに受け取れるサービスを導入します。テイクアウトでも 

イートインでも、できたてのおいしさを待たずにお楽しみいただけます。 

 

・埼玉のハム・ウインナー・豚肉の専門店「サイボク」商品を品揃え 

埼玉で広く知られている「サイボク」の銘柄豚「ゴールデンポークの

精肉」や人気商品のハムやソーセージ、さらには「ポークウインナー＆

あらびきウインナー」などイオンオリジナル商品も展開します。 

 

・地域で愛される銘菓「菓匠右門」や上福岡のスイーツブランド「ベルジェ・レコルテ」の商品展開 

 「彩の国認定優良ブランド品」としても認定され、お子さまから  

お年寄りまで幅広く愛されている「菓匠右門
う も ん

」の「いも恋」や上福岡の

人気スイーツブランド「ベルジェ・レコルテ」の果実のおいしさを詰め 

込んだ“ちいさなスイーツ”のゼリーを展開します。 

 

・イオンのリカー専門店「イオンリカー」で、ご当地ワインや地酒を展開 

お酒を中心とした食卓に、専門店ならではのトレンドやこだわりを取り

入れた、おいしい・楽しいをお届けします。ワインでは秩父ファーマーズ 

ファクトリー「兎田
う さ ぎ だ

ワイナリー」の「兎田
う さ ぎ だ

ワイン」をはじめ、世界各地から

厳選し、こだわりぬいたイオン直輸入ワインを中心に約６００種類の  

品揃えと、ソムリエの接客でワイン選びをお手伝いします。 

また、日本酒では上尾の蔵元「北西
き た に し

酒造」など、埼玉の地酒を取り揃えます。 



18 

 

・健康意識の高まりを受け、食物アレルギーに配慮した商品を充実 

畑のお肉とも言われる大豆を加工した低カロリーで高たんぱくな

“大豆ミート”を使用したハンバーグや餃子のほか、植物性ミルクと 

言われる“豆乳や穀物・ナッツ系ミルク”の品揃えを拡充します。 

また、“無理なく楽しく糖質管理を続けたい”というニーズにお応え

し、「糖質オフ」の加工品や家族の中に食物アレルギーの方がいるお客さま

へ、特定原材料７品目（卵・乳・小麦・落花生・そば・えび・かに）を

使用しない「トップバリュ やさしごはん」シリーズを取り揃えます。 

 

 

 

 

・「ココロを休める・カラダを休める」がコンセプト。イオンのお花専門店「ルポゼ・フルール」 

「ルポゼ・フルール」は、“人々の暮らしに花を通して癒される生活

を提供したい”という想いから生まれたお花専門店で、お好みの花を 

楽しみながら１本ずつ選べるスタイルのお店です。“季節の花を飾って

日々のおうち時間を豊かに”“大切な方を笑顔にするプレゼント   

として”花がある生活を提案します。 

また、花の産地として全国に誇る埼玉県産のポインセチアやユリ 

など、季節に合わせて、地域で丹精込めて育てられた、切り花、植物  

などを取り揃えます。 

 

 

 

・“健康”をキーワードにしたウエルネススポーツ専門店「スポージアム」 

「スポージアム」では、「歩く」「走る」「フィットネス」という３つ

の活動を通じて、お客さまの健康促進をサポートします。また総合的な

ウエルネス商品を提供するほか、最新のフィットネスグッズ「プランク

パッド」の体験コーナーを設けるなど、スポーツを通じたコミュニ  

ケーションの場としてもご利用いただけます。 

 

・ライフスタイルに合わせて選べる「マスクショップ」 

「マスクショップ」ではフィルター性能によりウイルス飛沫・

花粉をブロックする「トップバリュセレクト セリアントマスク」

や４つの天然オイルを配合したしっとりしたタッチの「３Ｄ  

パステルマスク」を提供します。 

また、お洋服とのコーディネートが楽しめるファッションマスクや

スポーツシーンにおすすめのマスクなど、豊富に品揃えし、マスク

ケースやチャームなど関連小物まで幅広く展開します。 

 

心もカラダも健やかなライフスタイルを提案 
 

※画像はすべてイメージです 
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・シンプルでゆたかな暮らしをコーディネートする「ホームコーディ」  

「ホームコーディ」では、キッチン用品などの生活雑貨から寝具・ 

インテリアの商品まで、シンプルで飽きがこない、どの商品を合わせて

も調和がとれるお手頃価格なアイテムを取り揃えます。 

また、「住まいのリフォーム」では、ガスコンロの交換やシステム  

キッチン・浴室・オール電化など最適な提案をします。 

 

 

・毎日を心地よく過ごせるためのインナーカジュアルストア「ｉＣ
ア イ シ ー

」 

“お客さまの「毎日」により添い、お客さまの「肌」により添う。   

最適な品質を低価格で提供する”をコンセプトとするインナーカジュアル

ストア「ｉＣ
ア イ シ ー

」では、機能性インナー「トップバリュ ピースフィット」

やウエルネスインナー「トップバリュ ボディスイッチ」、一般医療機器

登録をした疲労回復ウェア「トップバリュ セレクト セリアント」  

など、日々の暮らしを快適に過ごせる商品を取り揃えます。  

 

・地域の子育てを応援する「キッズリパブリック」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「キッズリパブリック」では“みらいをつくる人を、つくりたい”をコンセプトに、小学生まで

の子育てをサポートする商品やサービスを取り揃えます。簡単便利なベビーフードや健康に配慮

したおやつ、「LEGO」などの知育玩具のほか、オーガニックコットンを使用した肌着、学童用品・

ランドセルなどスクールライフの必需品を取り揃えます。また、お子さま用マスクのコーナーも

設置します。  

さらに「キッズリパブリックアプリ」を通じて、子育て支援情報やお買得商品を発信し、親子で

楽しめる “地域の子育ての場”を提供します。 

 

・土日・祝日も営業！全国の医療機関の処方せんを受付する「イオン薬局」 

 「イオン薬局」では、近隣のクリニック・病院をはじめ、全国の医療機関の処方せんを受付   

します。当店の「イオン薬局」は、「イオンタウンふじみ野」３階のクリニックゾーンに隣接して

おり、受診後すぐにお立ち寄りいただけます。また、処方せんの写真をスマホで送るだけで調剤

予約ができ、薬の出来上がりを連絡するサービスも行います。調剤を待つ間にお買物やお食事を

するなど、時間を有効にお使いいただけます。 

※画像はすべてイメージです 
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・食料品から衣料品、暮らしの品までお届けする「おうちでイオン イオンネットスーパー」 

「おうちでイオン イオンネットスーパー」はスマホやパソコンから注文した商品をお住まいの

近隣店舗から自宅にお届けするサービスです。２４時間いつでも購入できるので、育児や介護、

仕事などで店舗に立ち寄る時間がないときや、重いものを買うとき、天気が悪いときなどに便利

です。当店では、野菜やお肉、お刺身などをはじめとする生鮮食品や冷凍食品、トイレット    

ペーパーや紙おむつなど、暮らしに便利な生活必需品を中心に約３万点品揃えします。 

 

・お客さまの都合で注文商品の受け取り方法を選択できるサービス 

ネットスーパーで注文いただいた商品を配送料不要でお店で受け取れるサービス「ピック   

アップ！」を実施します。 

当店では、専用レーンやインターフォンを設置し車に乗ったまま商品を受け取れる「ドライブピック

アップ！」や、店舗外に設置する冷蔵・冷凍・常温に対応し、完全非対面・非接触型の「ロッカーピック

アップ！」、お店のカウンターでレジに並ばずに受け取れる「カウンターピックアップ！」を導入します。

「用事のついでや自宅で待たずに好きな時間に受け取りたい」「ショッピングモールを回ったあとに、

食料品は持って帰るだけにしたい」など、忙しい毎日のお買物時間短縮や利便性向上をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

・スマホでレジ打ち。新しいお買物体験「レジゴー」を導入 

従業員が商品のスキャンを行い、お客さまご自身が会計する「セミ  

セルフレジ」に加え「どこでもレジ レジゴー」を導入し、新しいお買物

体験と利便性を提供します。「レジゴー」は、店舗入口付近に設置する  

貸出専用のスマホでお客さま自身が商品バーコードをスキャンしながら

お買物し、専用端末でお支払いするイオンの新しいお買物スタイルです。

“レジに並ばない”“レジ待ち時間なし”を可能とします。仕事や家事で

毎日忙しいお客さまへ便利で楽しいお買物の場を提供します。 

 

・「イオンスタイルふじみ野」オリジナルキャラクター“しかちゃん家
け

”が最新・お得情報を紹介 

“しかちゃん家
け

”は、ふじみ野市の市域をひっくり返すと鹿の形に見えること

や土器の出土が多いことから誕生した、お茶碗に入った鹿のファミリーです。 

 “しかちゃん家
け

”のパパシカ・ママシカ・バンちゃん・ビーくんの    

仲良しファミリーが、「当店ホームページ」や「ＬＩＮＥ」で最新・お得な

情報やサービスを配信し、買物を通して日々の暮らしを豊かにする   

サポートをします。 

ネットスーパーや「レジゴー」を導入し、新しい生活様式をサポート 

「ドライブピックアップ！」 「ロッカーピックアップ！」 「カウンターピックアップ！」 

※画像はすべてイメージです 
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６．持続可能なコミュニティの実現をめざした取り組み 

 

①新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

イオンは地域のお客さまとともに「イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル（２０２０年６月 

３０日発行）」を一時的な取り組みでなく継続的に実行してまいります。防疫が生活の一部となる 

社会を実現し、お客さま及び従業員の健康と生活を守り、お客さまとともに地域社会の「安全・ 

安心」な生活を守ってまいります。 

 

◆イオンタウンの取り組み 

・従業員の体調管理として入館時には検温を実施します。 

・全ての出入口に手指消毒用液を設置します。 

・館内のお客さまの高頻度接触部位についての消毒を徹底します。 

・館内換気システムを最大限稼働させるとともに、館内の空気の流れをつくり換気を促進します。 

・対面での接客においては、アクリル板、ビニールカーテン等を設置するなど、飛沫感染防止を 

図ります。 

・フードコートをはじめ、飲食店においては、席の間隔を広くとっております。 

・お客さまの来館カウントシステムにより在館人数を管理し、状況により入場制限を実施します。 

 

 

■取り組みの具体例 

（１）施設内換気 

・外調機の増加、改修により風量を増強することで常時、１時間当たり１０，０００㎥以上の正圧 

状況を確保します。強制換気が図れる状態となることで館内空気の入れ替わりを３０分に１回  

以上の目安で行えるようにします。さらに当ＳＣでは館内すべての吹き抜けにサーキュレーター 

や有圧扇を用いて空気循環強化を図っております。 

 

（２）ウイルス抑制対策 

・光触媒方式除菌機を設置します。光触媒方式除菌機は、カルテック株式会社（本社：大阪府 

大阪市中央区博労町３丁目３－７ビル博丈１０階）が開発した除菌デバイスで、光触媒により  

新型コロナウイルスの感染力抑制を実現します。フードコートや授乳室などへ５０台設置 

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲フードコート柱への光触媒方式除菌器設置の様子（イオンタウン姶良） 
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・エアコンへウイルス吸着フィルターの設置 

ダイキン工業株式会社（本社：大阪市北区中崎西２－４－１２梅田センタービル）が開発した、 

ウイルスを吸着するチタンアパタイトフィルターをＳＣ共用部のエアコン全１０５台へ設置。 

菌やウイルスを吸着し、抑制します。 

 

（３）お客さまの高頻度接触箇所への抗菌対応 

・接触感染防止のため、テーブルやカウンターには、抗ウイルス建材を採用し、ドアノブや壁面 

には、ウイルスの繁殖を抑制する空気触媒コーティングを施します。 

・当ＳＣ内のすべてのエスカレーター手すりベルトにＥＢＣ－５００抗菌コーティングを実施。 

 当該施工は国際標準化機構ＩＳＯの定めた試験方法で試験した結果をもとにＳＩＡＡ（※）が 

 認証したもので、環境・人体に害の無いウレタン樹脂ベースの水系コーティング剤です。 

 ※ＳＩＡＡ：抗菌製品技術協議会 

 

（４）専門店での取り組み 

・専門店レジ、インフォメーション等対面での接客においては、飛散防止シート、アクリル板を  

設置し、飛沫感染防止を図ります。 

・フードコートの座席は、ソーシャルディスタンスを確保するため、各テーブル間の距離を離す  

とともに、アクリル板を設置して、飛沫感染を防止します。 

 

（５）防疫対策を組み入れた新たな清掃基準を導入 

・当ＳＣの館内清掃を請け負うイオンディライト株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長兼社長 

執行役員 グループＣＥＯ：濱田 和成）では、防疫対策を組み入れた「ニュースタンダード  

（新基準）クリーニング」を提供しています。当基準では、感染制御学の専門家監修のもと清掃 

手順のマニュアルを策定し、美観の維持に加え科学的根拠に基づき、①平面視点から立体視点  

重視の仕様に変更、②予防清掃の見える化、③モニタリングによる品質定量化の３点の新基準に 

より「安全・安心」な施設環境を提供してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）キープディスタンスの確保 

・館内通路に設置するベンチには、サイドテーブルを設置、また、ソファーはシングルソファーを 

採用することで、キープディスタンスを確保します。 

・エレベーターおよびエスカレーターの密防止の為、キープディスタンスサインとデジタル 

サイネージモニターを用いてご案内します。 

▲ニュースタンダード（新基準）クリーニングのイメージ 
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（７）館内過密の防止 

・館内混雑を避けるため、来館カウントシステムにより 

常時お客さま在館人数を確認し、状況により入場制限 

を実施します。 

・イオンタウンアプリにて混雑状況をお知らせいたします。 

 

（８）出入口の安全対策 

・館内への入り口には検温センサー、アルコール 

消毒液を設置。お客さま出入りの支障とならない 

ように床面に左側通行サインにより、お客さま同士 

の接触防止を図ります。 

 

（９）お客さまへの感染拡大防止対策啓蒙 

・デジタルサイネージモニターを用いて、感染拡大防止対策についてご案内します。 

 

 

 

 

 

②「スマートイオン」としての取り組み 

当ＳＣは、お客さまの「安全・安心」をより強固なものとするため、防災・地域インフラの 

構築、生物多様性・景観への配慮などに地域と連携・協力して取り組み、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  

めざします。また、環境保全の取り組みとして、お客さまとともに行う植樹活動をはじめ、 

グループ各社の加盟する「（公財）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」を柱とするさまざまな活動に取り組んで 

まいります。 

 

 

【次世代型エコストア「スマートイオン」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。 

「スマートイオン」は、これまでの「エコストア」に新たに“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・ 

景観への配慮などに地域と連携して取り組み、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まちづくりの実現をめざしています。 

なお、当ＳＣはイオンタウンとして２番目の「スマートイオン」としてオープンします。 

 

 

※画像はすべてイメージです 
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■当ＳＣにおける主な取り組み内容 

 

（１）スマートエネルギー 

◆太陽光発電（自家消費） 

 電力の創出が可能なソーラーパネルをＳＣ屋上に設置し、太陽光発電を行います。 

 

◆実質的にＣＯ２フリー電気１００％使用の店舗 

 東京電力エナジーパートナー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋本展秀）が  

提供する「ＦＩＴ非化石証書付電力メニュー」（※）の活用で、実質的に再生可能エネルギー  

由来のＣＯ２フリーの電気を調達することができ、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の  

「温室効果ガス排出量算定・報告制度」において、使用する電気の全部または一部を、ＣＯ２  

排出係数をゼロとしてＣＯ２排出量（調整後）を算定することができます。イオンは「ＲＥ 

１００」に参画し、２０５０年までに店舗で排出するＣＯ２等の総量ゼロを目指しています。 

※ＦＩＴ非化石証書付電力メニュー：ＦＩＴ発電所の環境価値を非化石価値取引市場から東京電力エナジー 

パートナー株式会社が調達し、その環境価値を系統電気と一緒にお客さまの需要場所に送るメニューです。 

実質的にＣＯ２フリー電気を使っているとみなせます。 

 

◆ＬＥＤ器具の積極採用 

館内共用部及び外部サインの照明は、従来の蛍光灯等の管球に替わりＬＥＤを１００％採用し、 

環境負荷低減をはかります。 

 

◆デジタルサイネージを採用し、館内で使用する紙媒体の削減に努めてまいります。 

また、時間、シーン別調光個別管理システムや、高効率空調、外調機システムを導入し、使用 

電力の低減をはかります。 

 

（２）ＷＡＯＮ・ネットとの融合 

◆イオンタウンＷＡＯＮの発行 

 イオンタウンオリジナルＷＡＯＮを発行し、キャッシュレス化を推進 

いたします。 

※イオンタウンＷＡＯＮはイオンスタイルふじみ野サービスカウンター、 

「cotokoto」にて販売いたします。 

 

（３）防災・地域インフラ 

◆近年多様化・甚大化するさまざまなリスクに対し、イオンではＢＣＰ（「Business Continuity 

Plan」：事業継続計画）の実行性を高めるマネジメント体制の構築をめざし、「イオングループ 

ＢＣＭ（「Business Continuity Management」：事業継続マネジメント）を始動しています。 

当ＳＣでも地域の皆さまの安全・安心を最優先に考えた、「災害に強い施設づくり」を目指し、 

有事の際には防災拠点となるよう施設の整備に取り組んでいます。 

 

 

▲イオンタウンＷＡＯＮ 

デザイン 
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◆防災拠点としての役割 

・各種法令を遵守した堅牢な建物とするのはもちろん、年々進化する最新の技術や建材などを 

積極的に活用することにより、地域の皆さまに安心してお過ごしいただける施設づくりを行い  

ます。 

 

・防煙垂壁は、従来のガラス製ではなく透明不燃シートを採用しています。また、天井内の重量  

配管やダクト、ケーブルラックの脱落防止対策を講じるなど、大規模地震における脱落・破損に 

よる二次被害を抑制しています。 

 

・災害発生時において、地域の方々の一時的な避難所の 

確保と応急的な物資等の供給を円滑に行うことを目的 

とし、ふじみ野市と「災害時における防災活動協力に 

関する協定」を締結します。 

また、バルーンシェルター（避難用大型エアテント 

１８０名収容）を常備し、有事の際の一時的な避難場所 

となります。 

 

◆停電対策 

・お客さまの「安全・安心」のための防災電源や給水電源はもちろんのこと、非常用発電機により 

防災センターや事務所などの主要管理室への電源供給を確保し、地域の災害支援施設となるよう 

計画しています。加えて、“電源自立型ＧＨＰ（ガスヒートポンプエアコン）”をグループ最大の 

５基採用し、非常時の電源確保を行います。 

 

◆断水対策 

・耐震性を有した受水槽（約１００㎥）は、断水・停電状態であっても受水槽内の飲料水を利用  

できるように緊急用給水口を設置しています。また、受水槽内の水は災害時のトイレ排水などに 

利用できるようにしており、敷地内には災害時、速やかに仮設トイレを設営できる汚水管接続用 

排水口を設置しています。 

 

（４）生物多様性・景観 

◆開発時に既存植樹を残し、屋外広場等へ移設。生物多様性を推進いたします。 

 

◆ヒートアイランド対策 

・屋外広場「ヒマラヤ杉広場」の藤棚へ水霧噴設備を導入。気象により運転を自動制御しながら、 

おだやかな涼しさを提供します。 

 

▲有事の際の一時的な避難場所 

「バルーンシェルター」 
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◆「イオンふるさとの森」植樹祭（１０月１７日実施） 

・「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭は、ＳＣが緑に 

つつまれ地域環境にと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、そして海外へと広がっていくことを 

願い、新設するＳＣの敷地内に、その地域に自生する  

「ふるさとの木」の苗木を、地域の皆さまとともに植えて 

大切に育てていく活動です。 

当日は、当ＳＣ専門店従業員をはじめとして、上野台保育所の皆さま約１００名にご参加 

いただき、埼玉県の県木である「ケヤキ」など、地域に自生する樹木を中心に、５８種、 

約３，０００本（専門業者による植樹を含めた総植樹本数は１５，８２８本）を植樹 

いたしました。 

今回の植樹では、感染防止対策として、実施回数を３回に分け、1 回あたりの参加人数を 

減らした上で感染防止を徹底し、全体の時間を短縮して実施いたしました。 

 

（５）交通環境（スマートモビリティ） 

◆電気自動車充電器の設置 

「ＥＶ１００」※推進を目的として、電気自動車充電器（急速充電器１台、普通充電器１台）を 

平面駐車場に設置、お買い物の合間に安心して電気自動車を充電していただけます。 

※ＥＶ１００とは、企業による電気自動車の使用や環境整備促進をめざす国際的なビジネスイニシアチブ。 

 

 

 

【地域、社会貢献の取り組み】 

 

イオン各社が税引き前利益の１％を拠出して運営する、「公益財団法人 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」  

を柱に様々な活動に取り組みます。 

 

①お買物を通じて地域社会を応援する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」 

・「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」は、地域に根差した 

ボランティア団体さまをお客さまとともに支えていく活動です。毎月 

１１日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  

内容が書かれた専用ＢＯＸに投函いただくことで、レシート合計金額 

の１％相当の品物を、イオンから各団体さまに寄贈します。当店でも 

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。 

 

 

 

 

 

▲当ＳＣでの植樹祭実施様子 
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②「認知症サポーター」がお客さまや高齢の方々をサポート 

・イオンは、従業員が認知症への理解を深め的確な対応を行うことで、一人 

でも多くのお客さまが店舗で快適にお過ごしいただけるよう、２００７年 

より厚生労働省とＮＰＯ法人「地域ケア政策ネットワーク」が共同で推進 

している認知症サポートの取り組みにグループを挙げて参画しています。 

当ＳＣではグランドオープンにあたり、１１月１３日に従業員が「認知症 

サポーター養成講座」を受講する予定です。ＳＣ全体で、認知症の 

お客さまやその付き添いの方々をサポートいたします。 

 

③「イオン社会福祉基金」による福祉車両贈呈（２０２１年春実施予定） 

・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」を設立いたしました。この基金は、イオン 

グループ労使双方の積立金を原資として、「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ＳＣにおいては社会福祉法人 入間東部福祉会 あおい作業所へ福祉車両を贈呈予定です。 

 

④ＡＥＤ(自動体外式除細動器) 

・館内１箇所にＡＥＤを設置。専門店従業員に対しては、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体制づくりを行います。 

 

⑤お身体が不自由な方へ 

・介助が必要なお客さまのために、ハートビルインターフォンを１階イオンスタイル前入口 

に設置しています。 

・駐車場内にお身体が不自由な方専用の駐車場区画を設置しています。 

 

 

 

【ＥＳ（従業員満足）向上の取り組み】 

 

当ＳＣが目指す姿の１つとして、従業員のＥＳ向上があります。ご来店いただくお客さまは 

もちろんのこと、当ＳＣで働く従業員にとって、働きやすい環境の整備を行ってまいります。 

 

①後方施設への防疫対策 

・従業員休憩室等の後方施設へ光触媒方式除菌器設置。また、換気の強化など防疫対策を徹底し、 

従業員が安心して働くことができる環境を整備いたします。 
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②「イオンゆめみらい保育園」の開園（２０２１年春 開園予定） 

・出産・育児にあたる従業員のスムーズな復職と､子育てを 

しながら働く従業員の活躍支援を目的に、イオングループ 

事業所内保育施設の開園を予定しています。 

土・日・祝日・年末年始を含む３６５日の開園や働く時間に 

合わせた保育・運営などを計画しています。 

・地域にお住まいの方にもご利用いただき、地域の子育て支援にも貢献する予定です。 

・当社は、今後も事業所内保育施設の設置拡大に取り組むことで、より多くの方々の仕事と育児の 

両立支援、待機児童解消の一助となるよう努めてまいります。 

 

③従業員休憩室他 

・ひとり席の充実や、携帯電話の充電コンセント設置、マッサージチェアを備えたリラックス 

ルームや、女性用パウダーコーナーを設置しております。 

 

 

 

【ＳＤＧｓへの貢献について】 

 

 イオンは、さまざまな活動を通して地域の皆さまとともに「より豊かな未来を創造し続ける」  

活動を行う、ＳＤＧｓの取り組みを推進しています。 

 

※なお、本リリースの取り組みは、ＳＤＧｓにおける６の目標に貢献しています。 

 

目標３  すべての人に健康と福祉を 

目標５  ジェンダー平等を実現しよう 

目標８  働きがいも経済成長も 

目標９  産業と技術革新の基盤をつくろう 

目標１１ 住み続けられるまちづくりを 

目標１７ パートナーシップで目標を達成しよう 
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＜イオンタウンふじみ野 施設概要＞ 

 

 

Ｓ Ｃ 名 称 イオンタウンふじみ野 

所 在 地 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－６ 

連 絡 先 ０４９－２５６－３００１ 

責 任 者 

Ｓ Ｃ 全 体 
イオンタウンふじみ野 モールマネジャー 

越智 義則（おち よしのり） 

核 店 舗 
イオンスタイルふじみ野 店長 

船渡川 晴彦（ふなとがわ はるひこ）  

敷 地 面 積 約５３，４０６㎡ 

総 賃 貸 面 積 約３５，２５４㎡ 

駐 車 台 数 １,７９７台 駐 輪 台 数 ６３２台 

構 造 鉄骨造３階建 Ｓ Ｃ 形 状 クローズドモール 

店 舗 数 ９２店舗（核店舗・ＡＴＭ含む） 

開 店 日 時 ２０２０年１１月２１日(土) 午前９時グランドオープン 

営 業 時 間 

イ オ ン ス タ イ ル ふ じ み 野  ８：００  ～  ２３：００ 

物 販 ・ サ ー ビ ス 専 門 店 １０：００ ～ ２１：００ 

飲 食 専 門 店 １０：００ ～ ２１：００ 

※一部、営業時間が上記と異なる店舗がございます。 

休 業 日 年中無休 

従 業 員 数 ＳＣ全体約１，０００人（内、核店舗約４００人） 

基 本 商 圏 車１０分圏 世帯数：約５５，０６５世帯 人口：約１２３，２１５人 
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＜イオンタウンふじみ野 フロア構成＞ 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

１階 

２階 

３階 

 
食物販・レストランゾーン 

フードバザール 

 
フードコート 

フードガレージ 

 クリニックモール 
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＜イオンタウンふじみ野 専門店一覧＞ 

 

新業態：４店舗、 

埼玉県初出店：８店舗、ふじみ野市初出店：４９店舗、地元企業：１１店舗 

※地元企業：埼玉県内に本社を持つ企業 

※店名、業種及び本資料については、１０月３０日現在のものとなります。 

 

 

 

 

 

ＮＯ． 店　名 業　種 埼玉県初 ふじみ野市初 地元企業 新業態 イオンＧ

１ イオンスタイル 総合スーパー ○

２ フレッシュダイトー 食物販(青果) ○

３ 山助 食物販(鮮魚) ○

４ 肉匠かみむら 食物販(精肉) ○ ○

５ Foodwarehouse 食物販(輸入食品) ○

６ おかしのまちおか 食物販（菓子）

７ 日本一 食物販(焼き鳥) ○

８ 日本橋屋長兵衛/満果惣 食物販(菓子) ○

９ 矢島園 食物販(お茶) ○ ○

１０ 考えた人すごいわPlus 食物販(食パン) ○ ○ ○

１１ 十万石 食物販(菓子) ○

１２ 芋や和真 食物販（和菓子）

１３ 湘南堂 食物販（和菓子）

１４ マンスリースイーツ 食物販

１５ 中華ドラゴン 食物販(中華) ○ ○

１６ パールレディCHABAR 食物販（タピオカ・ドリンク） ○

１７ わくわく広場（12月11日オープン予定） 食物販 ○

１８ 香港味道　三宝 飲食 ○ ○

１９ バーガーキング 飲食 ○

２０ カフェ　イタリアン・トマト 飲食 ○ ○

２１ 中華食堂　真心（11月30日オープン） 飲食 ○

核　店　舗

１Ｆ

飲食＆食物販
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ＮＯ． 店　名 業　種
埼玉県

初
ふじみ野市初

地元企
業

新業態
イオン

Ｇ

２２ グラムビューティーク コスメ・医薬品 ○ ○

２３ イルーシー ３００円均一 ○

２４ シューラルー アパレル

２５ アリストクラットトーキョー バッグ・小物

２６ イオンバイク 自転車 ○

２７ CHELSEA NewYork 雑貨 ○

２８ トヨタカローラ新埼玉 カーディーラー ○

２９ イオンのほけん相談 保険 ○

３０ チャンスセンター 宝くじ

武蔵野銀行ＡＴＭ ＡＴＭ ○

イオン銀行ＡＴＭ ＡＴＭ ○

イオン銀行無人相談窓口 無人相談窓口 ○

３２ たんぽぽクリーニング クリーニング

３３ 上福岡郵便局 郵便局

３１

サービス

１Ｆ続き

物　　販

ＮＯ． 店　名 業　種 埼玉県初 ふじみ野市初 地元企業 新業態 イオンＧ

34 クールカレアン ミセス ○

35 ブティックアイン ミセス ○

36 フォースタープラザ ギフト ○ ○

37 TOKYO SHOES RETAILING CENTER シューズ

38 ミラマート 雑貨 ○ ○

39 リールビー バッグ・小物

40 OPTIQUE PARIS MIKI メガネ

41 いつ和 呉服 ○

42 エースコンタクト コンタクトレンズ ○

43 マナベインテリアハーツ インテリア ○

44 JINS メガネ

45 PETEMO ペット ○

46 コジマ×ビッグカメラ 家電

物　　販

２Ｆ
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ＮＯ． 店　名 業　種 埼玉県初 ふじみ野市初 地元企業 新業態 イオンＧ

47 ドコモショップ 携帯キャリア ○

48 UQモバイル 携帯キャリア

49 SoftBank/Y!mobile 携帯キャリア

50 美容室MUSE（2021年1月15日オープン予定） 美容 ○ ○

51 蔵Rent レンタル収納スペース ○ ○

52 ママのリフォーム 洋服お直し ○

53 ジュエルカフェ ブランド買取 ○

54 カラダファクトリー 整体

55 coto koto コミュニケーションスペース

56 ほけんの相談ショップ 保険 ○

57 イオン新体操スクール 体操教室 ○

58 コインスペース ワーキングスペース ○ ○

サービス

２Ｆ続き

サービス

ＮＯ． 店　名 業　種 埼玉県初 ふじみ野市初 地元企業 新業態 イオンＧ

59 TOY　SPOT　PALO カプセルトイ ○

60 マックハウス カジュアル

61 スーツアンドスーツ 紳士服 ○

62 手芸の丸十 手芸 ○ ○

63 HIDE AND SEEK 雑貨 ○

64 ギンザラブラブ ブランド品 ○

65 まくらぼ まくら・寝具 ○

66 ダイソー １００円均一

67 サイゼリヤ（12月17日オープン予定） レストラン

68 ミーツアンサー カジュアル

69 くまざわ書店 書籍 ○

70 キッズリパブリック ベビー・キッズ ○

３Ｆ

物　　販
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ＮＯ． 店　名 業　種
埼玉県

初
ふじみ野市初

地元企
業

新業態
イオン

Ｇ

71 はなまるうどん うどん ○

72 マクドナルド ファストフード

73 ジャンクガレッジ ラーメン ○

74 舎鈴 ラーメン ○

75 呉さんのビビンバ ビビンバ

76 リンガーハット ちゃんぽん

77 築地銀だこ たこ焼き

78 味王楼 中華 ○ ○

79 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム

80 モーリーファンタジー アミューズメント ○

81
namco・くまのがっこうあそびひろ
ば

アミューズメント ○ ○

82 あんどこどもクリニックふじみ野 小児科 ○ ○

83 スマイル歯科 歯科 ○

84 めぐみ眼科 眼科 ○ ○

85 叶澤メディカルクリニック 内科 ○ ○

86 イオン薬局 調剤薬局 ○

87 88くん、ピコラボ そろばん教室 ○

88 セイハ英語学院 英語教室

89 講談社こども教室 こども教室

90 わかるとできる パソコン教室 ○

91 ウォータースタンド ウォーターサーバー ○ ○

92 ほけんの窓口 保険 ○

サービス

フードコート

３Ｆ続き
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＜イオンタウンふじみ野 アクセス＞ 

 

 

 


