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２０２２年８月２５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
イ オ ン 株 式 会 社

～家族で遊べるエンターテインメントモール～

「イオンモール土岐」
１０月７日（金） ＡＭ９：００ グランドオープン！
イオンは、２０２２年１０月７日（金）岐阜県土岐市に新たな商業施設「イオンモール土岐」
（以下、当モール）をグランドオープンします。
当モールは岐阜県南東部に位置し、東海環状自動車道「土岐南多治見ＩＣ」から北へ２ｋｍ
と市内外からのアクセス性に優れ、広域からの集客にも期待できる立地です。
この度、「さあ、ココロはずむトキを」をコンセプトに、一日ゆったりとお過ごしいただけ
るテラス席を設けた芝生エリアをはじめ、温浴施設や大型エンターテインメント施設、話題の
ライフスタイル型ショップを導入し、幅広い世代の方々に上質な「トキ」を体験いただける、
新たなにぎわい拠点を創出してまいります。
【ＴＯＰＩＣＳ】

～緑豊かな自然の中に、約１４０店舗からなるエンターテインメントモールが誕生～


オープンテラス「ＴＯＫＩＮＩＷＡ TERRACE」が誕生
オープンテラスに設置されたテラス席では、芝生エリアを眺めながら、風が抜ける気持ち
の良いダイニング空間でお食事をお楽しみいただけます。また、週末にはさまざまなイベ
ントを開催。何度も訪れたくなる思い出の空間が誕生します。



温浴施設からゴーカートサーキット場・大型専門店まで、バラエティ豊かなショップが集結！
丸一日ゆったりとご家族でお過ごしいただける、大型アミューズメント施設から天然温泉
が湧き出る温浴施設、話題のライフスタイル型専門店まで、デイリーライフを彩る専門店
が出店します。



グルメを楽しむ！４０店舗からなる食の世界
話題の食物販をはじめ、テラス席から食を楽しめる和洋中バラエティ豊かなレストラン、
約１,０００席からなるフードコートを展開します。



人と環境に配慮したモールの実現
屋上には、商業施設として日本最大級となるメガソーラーパネル（発電容量：２,８７０
ｋＷ）を設置し、発電をすることで人と環境にやさしいモールを実現。また、地球環境・
周辺環境への配慮事項とその程度を客観的に評価するＣＡＳＢＥＥ評価において、最高ラ
ンクのＳランク認証を取得しています。



核店舗「イオンスタイル土岐」
東濃初のイオンとして、スーパーマーケット＆ドラッグの売場とベビー・キッズの専門店
「キッズリパブリック」を展開します。「地場産」「鮮度」にこだわった生鮮品や“店内
焼き上げ”ピザなどを用意するほか、３世代で楽しめるキッズ売場や共働き世帯も便利に
使える「ネットスーパー」のサービスを展開します。

【イオンモール土岐

コンセプト】

「モノ」「ひと」「時間」「空間」と訪れるあなたが
出会って、つながりあって、笑顔になって
そんなココロはずむひと時を。
【イメージ】

※パースは全てイメージです
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【イオンモール土岐

概要】

・施 設 名 称 : イオンモール土岐
・所

在

地

: 〒５０９－５１２２

岐阜県土岐市土岐津町土岐口１３７２番地の１
・電 話 番 号 : イオンモール土岐
未定
イオンスタイル土岐
・責

任

者

: イオンモール土岐
イオンスタイル土岐

未定
ゼネラルマネージャー

三田 輝幸

店長

菅原 哲也

・ＨＰアドレス : https://toki.aeonmall.com/
・出 店 店 舗 数 : 核店舗

イオンスタイル土岐

サブ核店舖 Ｈ＆Ｍ/スポーツオーソリティ アウトドアステージ/
ＧＵ/ＭＩＲＡＩＮＯ/Ｊｏｓｈｉｎ
外部棟

とき温泉ＫＡＭＡＢＡ(温浴施設)
ＤＡＩＭＡＲＵパーク（家族のくらし展示場）
Ａｍａｚｉｎｇ Ｋａｒｔ ＩＳＫ（ゴーカートサーキット場）
総合住宅展示場 ハウジングパーク（総合住宅展示場）
サンビーナス土岐ＳＳ（ガソリンスタンド）
グッドスピード ＭＥＧＡ ＳＵＶ（大型ＳＵＶ専門店）

専門店

約１４０店舖

・敷 地 面 積 : 約 ２０３,０００㎡
・延 床 面 積 : 約

７２,０００㎡

・総 賃 貸 面 積 : 約

４９,０００㎡

・建 物 構 造 : 鉄骨造 地上２階建
・駐 車 台 数 : 約

３,６００台

・駐 輪 台 数 : 約

４００台

・設 計 ・ 施 工 : 鹿島建設株式会社
・開

店

日

: ２０２２年１０月７日（金） グランドオープン

・営 業 時 間 : 専門店

１０：００～２１：００

レストラン

１１：００～２２：００

イオンスタイル土岐

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 : 約１,６００名（内、イオンスタイル土岐 約２００名）
・基 本 商 圏 : 車３０分圏・１０～１２ｋｍ圏内・約１１万世帯・約３５万人
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【イオンモール土岐

フロア構成】
土岐の庭

１Ｆ

レストラン

アクティブ＆ホビー

食物販ゾーン

ライフスタイルゾーン

２Ｆ

フードコート
「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」

子供の遊び場
デイリー＆カジュアル

外部棟

イオンホール
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【イオンモール土岐の特徴】
東海初２０店舗、岐阜県初２６店舗を含む、約１４０の専門店
～自然とともに、トキを過ごす～

大型エンターテインメント＆アミューズメント
緑豊かな敷地内には、三世代ファミリーで一日ゆったりとおくつろぎいただける温浴施設から、
エンターテインメント施設まで、家族みんなの笑顔が生まれる空間が誕生します。

■外部棟
【ゴーカートサーキット場：「Ａｍａｚｉｎｇ Ｋａｒｔ ＩＳＫ」】
・小学生から大人まで楽しめる全長４５０ｍの迫力ある本格
サーキットに加え、２歳～６歳専用のキッズコースも完備。
免許不要で、誰でも簡単に運転できるマシンをご用意して
います。日常では味わうことのできないスリルや感動体験を、
ぜひこの機会にお楽しみください。
【大型ＳＵＶ専門店：「グッドスピード ＭＥＧＡ ＳＵＶ」】
・大型ＳＵＶを専門に国産・輸入車など、人気のＳＵＶや環境に優しいクリーンディーゼル車、
希少なＭＴ車、限定車など、常時２００台以上を展示、販売します。その他、アクティブシ
ニアに人気の輸入バイク、ハーレーダビッドソンも取り扱います。敷地内には指定整備工場
を併設し、お車の点検車検・保証修理もお任せいただけます。
【温浴施設：「とき温泉ＫＡＭＡＢＡ」＆家族のくらし展示場：「ＤＡＩＭＡＲＵパーク」】
・岐阜県産木材を使用した内装と家具。美しいタイルと石で彩られた岩盤浴室を４部屋設置。
９種類のお風呂とサウナ、深い水風呂、開放的な広い露天風呂を備え、地下１,５００ｍから
湧き出る天然温泉をお楽しみいただけます。また、温浴施設と隣接する「ＤＡＩＭＡＲＵパーク」は、
公園やカフェ、不動産など癒しとくらしをサポートする複合施設です。

「とき温泉 KAMABA」

【２Ｆ：アミューズメント施設】
・カプコンが提案する最新のアミューズメントマシンを
取り揃えた施設「ＭＩＲＡＩＮＯ」が東海初出店しま
す。アミューズメントゾーンと、高さ８ｍのクライミ
ングや、超大型インフレータブルなどのアクティブエ
ンターテインメントゾーン「Ｃｒａｚｙ ＢＡＮｅＴ」
を導入し、幅広い世代にお楽しみいただけます。
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～土岐の庭や屋外テラスで愉しむ～

レストラン「ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＤＩＮＩＮＧ」＆フードコート「FOOD FOREST」
ト

キ

ニ

ワ

テ

ラ

ス

１Ｆには、緑豊かな芝生エリアが広がる「ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＴＥＲＲＡＣＥ」と隣接し、開放的なテラス席
を設けたレストランがオープンします。また２Ｆフードコートにも、屋外テラスを設け、オープ
ンエアの中、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。

「TOKINIWA TERRACE」

■１Ｆ：レストラン 「ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＤＩＮＩＮＧ」
ト

キ

ニ

ワ

ダ イ ニ ン グ

・レストラン「ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＤＩＮＩＮＧ」では、四季折々の景色を楽しみながら、食事ができるテラス
席をご用意しています。内部通路にもさまざまな木々を配置。心地よい自然を感じる食の空間
に、和洋中バラエティ豊かな１３店舗が出店します。

「TOKINIWA DINING」

・洋食では、地元で人気焼肉店馬力家がジューシーで旨味のある挽肉を使用したハンバーグ専門
店「馬力家」を新業態で出店します。
・中華では、ミシュランガイドにも掲載された醤油ラーメンが人気の「麺屋もり田」、ファミリ
ーで気軽にご利用いただけるカジュアルな中華料理を提供する「あんかけ飯店 南国酒家」がオ
ープンします。
・和食では、“炙り寿司”がコンセプトの回転寿司「炙り百貫」、豊洲市場と産直ルートからの
新鮮食材が自慢の定食と丼ぶりを提供する「築地食堂源ちゃん」がともに東海初出店します。
・こだわりのとんかつ、かつ丼、季節のメニューなど、サクッと揚がったおいしいカツを提供す
る「とんかつ とう庵」が出店。また、家庭ではちょっと味わえないバラエティ豊かなメニュー
を提案するお好み焼き専門店「Ｒｉｋｙｕ」が岐阜県初出店します。
・カフェでは、緑に囲まれた空間でコーヒーをご提供する「ＢＯＴＡＮＩＣＡＬ ＣＡＦÉ Ｇｒｅｆｅｅ」、シ
アトル生まれのスペシャリティコーヒーストア「スターバックスコーヒー」、名古屋発祥の人
気店「コメダ珈琲店」が新たに出店します。
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■２Ｆ：フードコート 「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」
フ

ー

ド

フ

ォ

レ

ス

ト

・フードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」は、土岐市を代表する産業である陶器やタイル工房を感じる
雰囲気の中で、食事を楽しめる空間を演出。客席は約１,０００席を備え、内装材やファニチャ
ーには、土岐市内で生産されたレンガやタイルを利用し、地産地消に貢献しています。また、
大きく開放可能なサッシを設け、屋外テラス席を完備。話題のスイーツやイタリアン、和食な
ど、幅広い世代に親しまれる１１店舗が出店します。

「FOOD FOREST」

・スイーツでは、ゴディバのチョコレートを使用したプレミアムなクレープを提供する
「ＧＯＤＩＶＡ ｄｅｓｓｅｒｔ」が東海初出店。また、沖縄の気候に合うさっぱりとした口当たりとコクが
持ち味のアイスクリーム専門店「ブルーシール」が出店します。
・和食では、打ち立て茹でたての自家製麺に揚げたてサクサクの天ぷら、こだわりの巻き寿司が
評判の「伊吹や製麺」、ボリューム満点のとんかつ定食や丼ものを提供する「とんきち」がと
もに岐阜県初出店します。
・中華では、本格的な中華料理が楽しめる「中華料理

劉家」、澄んだ豚骨スープがちぢれ麺に

からみあう「喜多方ラーメン とし食堂」がともに、東海初出店します。
・イタリアンでは、モチモチのパスタとピザで定評のある「パルメナーラ」が出店。小さいお子
さまやファミリーに人気のラーメン「スガキヤ」、ハンバーガーチェーン「マクドナルド」が
オープンします。
ト

キ

マ

ル

シ

ェ

■１Ｆ：食物販ゾーン 「ＴＯＫＩ ＭＡＲＣＨＥ」
・１Ｆイオンスタイルに隣接し、屋外マルシェの
ような開放的な吹き抜け空間に、話題のグロッサ
リーや総菜、和洋菓子などその場で購入し、お食
事ができるなど、日常づかいに便利な食の専門店
１３店舗が出店します。
「TOKI MARCHE」

・グロッサリーでは、信濃の農産物や加工食品を展開するローカル
フード専門店「ＦＡＶＥＲＳ」が出店。また北海道の名品を扱う
人気の「北海道うまいもの館」を導入します。
「FAVERS」

・スイーツでは、茶葉本来の味わいと香りにこだわり、厳選された上質な茶葉を店舗で毎日丁寧
に抽出して、ミルクティーなどを提供する「ゴンチャ」がオープン。また、話題のおはぎ専門
店「ＯＨＡＧＩ３」が出店します。
・ベーカリーでは、行列のできる“マジカルチョコリング”が大人気のベーカリーストア
「ハートブレッドアンティーク」がオープンします。
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～デイリーライフをおもいっきり楽しむ～

「アクティブ＆ホビー」＆「ライフスタイルゾーン」
【１Ｆ：アクティブ＆ホビー】
・キャンピングカーや自転車などを販売する人気専門
店「Ｔｏｙ－Ｆａｃｔｏｒｙ」がオープンします。キャンピング
カーの貸出をはじめ、アウトドア用品も豊富に品ぞろ
えし、立ち寄るだけでも楽しめます。
「Toy-Factory」

・本格的なアウトドアグッズから、余暇を楽しむレジャーグッズまで豊富に品ぞろえする大型ア
ウトドア専門店「スポーツオーソリティ

アウトドアステージ」が岐阜県初出店します。

また、初心者からベテランまで、歴史ある信頼のギアとアイテム、アウトドアライフを提案す
る体感型アウトドアストア「ｏｇａｗａ ＧＲＡＮＤ ｌｏｄｇｅ」が岐阜県初出店します。
【１Ｆ：ライフスタイルゾーン】
・書店とカフェが融合した「ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ」
が、約１,７００㎡の広さでオープン。店内に併設さ
れる「タリーズコーヒー」でくつろぎながら、書籍や
カフェを楽しむことができます。また、イベントスペ
ースやギャラリーコーナーも併設し、地域のコミュニ
ケーションの場としての空間を提供します。
【大型ファッション】
・１Ｆには、最新のトレンドファッションをお求めやすい価格で提供する「ＧＵ」が出店します。
また、スウェーデン発の人気ファストファッション「Ｈ＆Ｍ」がオープンします。２Ｆには、ベ
ビー・キッズ・マタニティ商品の専⾨店「西松屋」を導入。また、イオンリテールが運営する
「キッズリパブリック」もオープンします。
【大型家電・ペット】
・１Ｆには、生体からペット用品まで豊富に展開する「ワンラブ」が出店します。また、２Ｆに
は大型家電専門店「Ｊｏｓｈｉｎ」を導入します。
【ホビー＆ライフスタイル雑貨】
・２Ｆには、今話題の環境配慮型商品や、産地を代表する商品を企画販売し、買いやすい３００
円商品を展開するダイソーの新業態「Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」が東海初出店。また、お手頃な価格
から女性目線でおしゃれなインテリア雑貨を提案する「デコホーム」が出店します。
【サービス】
・１Ｆには、人気のフィットネスジム「ＧＯＬＤ’Ｓ ＧＹＭ」が岐阜県初出店します。
＜外部棟＞
・安心、信頼の住宅会社１１社１２棟のモデルハウスが
立ち並ぶ「総合住宅展示場

ハウジングパーク」を

導入。モール内には「住まいづくり相談カウンター
おうちナビ」を出店します。各種住宅情報を取り揃え、
住まいづくりのトータルサポートをします。また、給
油サービス、カーコーティングサービスを提供する
「サンビーナス土岐ＳＳ」が出店します。
「総合住宅展示場
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ハウジングパーク」

【核店舗「イオンスタイル土岐」の特長】
～東濃の暮らしにもっと「いい時間（トキ）」が流れるお店～

「初めましてイオンです！３世代揃ってトキめく体験・感動に出会える店」

「イオンスタイル土岐」は、東濃エリア初の「イオン」として、スーパーマーケット＆ドラッグ
の売場とベビー・キッズの専門店「キッズリパブリック」を展開します。
山や川に囲まれた自然豊かな土地から生まれた、東濃エリアの食文化にあわせ「地場産」「鮮度」
にこだわった生鮮品を用意するほか、店内焼き上げピザの「ピッツァソリデラ」、コーヒー豆や
輸入食品をはじめとする食のセレクトショップ「カフェランテ」など、食を通じた新たな体験を
提供してまいります。
ヘルス＆ビューティの売場「グラムビューティーク」では、ミレニアル世代・Ｚ世代のニーズ
にあわせてアジアンコスメを充実させ、モールゾーン２階に展開する「キッズリパブリック」で
は、節句人形やランドセルなど３世代で楽しめる商品・サービスを展開します。
お子さまにも楽しんで使っていただける、商品を自身でスキャンしながら買物できる「レジ
ゴー」のほか、共働き世帯の子育てに便利な「ネットスーパー」を展開し、地域のお客さまに
イオンだからできる価値を提供してまいります。
■ＴＯＰＩＣＳ


“東濃・イオンの美味しさ”と“豊かな食卓”を提案する食品ゾーン
東濃エリアの伝統的な食文化を取り入れた総菜や、地場農畜産物、地酒など地域産にこだ
わった商品をはじめ、愛知・三重県内の漁港から届く産直鮮魚や全国各地の旬の鮮魚、
オーガニックや健康にこだわった商品を豊富に展開します。



毎日の美と健康づくりをサポートするヘルス＆ビューティ
化粧品や健康食品、医薬品など、地域のお客さまのライフスタイルを美しく健康的に、楽しく
彩る商品をはじめ、ＭＺ世代をターゲットにしたアジアンコスメを豊富に取り揃えます。
また土日祝日も全国の医療機関の処方箋を受け付ける「イオン薬局」を展開します。



県内初！３世代が楽しく集うイオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」
モールゾーン２階に出店する「キッズリパブリック」では、出産前から小学校卒業までの
子育てをサポートする商品やサービスを展開します。ベビーカーなどの出産準備品やランド
セルをはじめとした学校用品、知育玩具などお子さまの成長を応援する商品を展開するほか、
共働き世帯に対応した「ネットスーパー」でのおむつ・ベビー用品の宅配、０～３歳児向けの
遊び場「のびっこ」併設の「モーリーファンタジー」など、平日子育てでのご利用はもちろん、
共働き世帯の週末利用の際も便利にお使いいただける環境を整えています。
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“東濃・イオンの美味しさ”と“豊かな食卓”を提案する食品ゾーン
◆地域で親しまれている味を提供
・美濃焼として有名な土岐市は全国でも有数の「どんぶり」の産地であり、
また岐阜の各地には様々なご当地丼ぶりがあります。そこで当店では、
トマトや赤ワインで仕上げたデミグラスソースが特徴の「てりカツ丼」や、
鶏肉とキャベツなど野菜を味噌や醤油をベースにしたタレで一緒に
焼いた「鶏ちゃん焼き丼」を提供します。
◆旬の地場野菜や銘柄牛など展開
・地場野菜コーナーでは、多治見、土岐、瑞浪市を中心とした近郊の農産物「いりゃーせイオン
スタイル土岐」や、恵那山の麓で育った農産物「恵那山麓野菜」をはじめ、「飛騨・美濃伝
野菜」の菊ごぼうや西方いもなど地元で生産される旬の農産物を豊富に品揃えします。また、
近郊で栽培された「今朝採れ」野菜や産地から２４時間以内に届く「シャキ直」野菜など新鮮
な農産物を展開します。（「今朝採れ」「地場野菜」は季節や天候、収穫状況により取り扱いのない場合
がございます。「菊ごぼう」「西方いも」は１１月中下旬からの販売となります。）

・ 天ぷらコーナー「旬香亭」では、岐阜県産きのこ（椎茸、なめたけ）を使った盛り合わせを

提供します。

菊ごぼう

西方いも

・精肉売場では「飛騨牛」をはじめ、飛騨高山発祥のブランド豚「飛騨旨豚」や、全飼育期間に
おいて飼料に抗生物質や抗菌製剤を使用せず平飼いで飼育され「むね肉」が機能性表示食品（※
届出番号：Ｆ５９７）として認定されたた「奥美濃古地鶏」など地元ブランド肉を展開します。
※日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があるイミダゾールジペプチドをむね肉 40g 中に 400mg 含有

◆地域で愛されている名店の味を取り扱い
・明治１８年の創業よりこんにゃく芋の味の濃さにこだわった商品を造り続ける
「牧田蒟蒻店」（多治見）の商品や、昔ながらの製法を活かした「大竹醤油
醸造所」（土岐）の味噌や漬物など地元ならではの味を展開します。
また、「鶴屋製菓」（土岐市）の竹皮羊羹、松浦軒本店（瑞浪）のカステーラ、
多治見名物「たじみあられ」、八百津町地域の郷土菓子「八百津せんべい」な
どの銘菓も取り揃えます。秋の栗きんとんの季節には、発祥の地と呼ばれる
中津川市内の人気和菓子店の中津川栗きんとんを取り揃えます。
（栗きんとんは、季節や期間を限定しての販売となります。）
◆東濃エリアの７酒蔵が勢揃い、オープン記念ラベル商品も販売
みちさかり

ち ご の い わ

・東濃エリアにある、三千盛 （多治見）、千古乃岩 酒造（土岐）、中島醸造（瑞浪）、若葉
みよざくら

（瑞浪）、岩村醸造（恵那）、大橋酒造（中津川）、御代桜酒造（美濃加茂）７酒蔵の地酒を
ほうらい

展開します。また、当店のオープンを記念したオリジナルラベルの「蓬莱」（渡辺酒造店／
飛騨市）を数量限定で販売します。
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また、「カマドブリュワリー」（瑞浪）や、「地ビール飛騨」（飛騨）、「飛騨高山麦酒」
（飛騨）など岐阜を中心に、「ワイマーケット」（愛知）、「伊勢角谷麦酒」（三重）など
東海エリアのクラフトビールも展開します。
◆簡単・便利を叶える商品の充実
・長期保存ができ使いたい時に使いたい分だけ解凍してすぐに調理いただける冷凍食品をはじめ、
下ごしらえ済みの野菜など、毎日の食に“簡単・便利”を提案する商品を豊富に品揃えします。
店舗にて真空包装する「フローズンフィッシュ」では、塩銀鮭やめかじき、
からすかれいなどの切り身をご用意します。また、豚肉やミンチの大容量
パックや焼鳥串をはじめ、ジンギスカンや牛たん、鮮馬刺しなど全国の
グルメを楽しめる冷凍味付肉を展開します。
・冷凍食品売場では、飛騨牛をつかったコロッケやハンバーグをはじめ、
有名店の料理を自宅で味わえる「俺のイタリアン・フレンチ」を新たに
展開します。また、おうちで“焼き立て感”を楽しめる「冷凍パン」や、
解凍時間によっていろいろな食感を楽しめる「冷凍スイーツ」を提供します。
・調理のひと手間を省く下ごしらえ済みのカット野菜や、味付肉など調理
を簡単・便利にする簡便商品を品揃えします。
◆イオンスタイル土岐こだわりの食の提案
・水産では、愛知・三重・石川・富山・福井などの漁港で水揚げされた鮮魚を
対面販売し、注文に応じた切り身、三枚おろしなどへの加工や、おいしい
食べ方の提案も行います。週末には、全国各地から季節ごとに選定される、
漁師が選んだ本当においしい魚「プライドフィッシュ」を展開します。
グランドオープン期間中、愛知県の一色、幡豆、形原漁港等から届く朝獲れ
鮮魚を販売します。（天候や漁獲状況により、取り扱いのない場合もあります。）
また、水産の店内加工場にカメラを設置し、まぐろの解体ショーなどライブ
感ある映像を流すことで、楽しい買物環境を提供します。
（ライブ配信は不定期で実施。）

・「ピッツァソリデラ」コーナーでは、一枚ずつ丁寧に伸ばしたもちもち食感の生地を高温
短時間で焼き上げることで小麦の風味にこだわったピッツァを提供します。看板商品のマルゲ
リータは、こだわりの生地に調和するトマトソース、北海道産モッツァレラチーズ、イタリア
産パルミジャーノを使用した本格ピッツァです。
・こだわりのコーヒー豆と世界の食品専門店「ｃａｆ é ｒｒａｎｔ（カフェランテ）」では、
オリジナルブレンドや各国のコーヒー豆を約３０種類取り揃えます。このほか、世界各国から
直輸入した菓子やジャム、パスタ、オリーブオイルなど幅広く展開し、お客さまの普段の
食生活に“プラスワン”の彩りと豊かさをお届けします。

※画像は全てイメージです。
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◆お客さまのくらしに寄り添うイオンのプライベートブランド「トップバリュ」
・イオンのプライベートブランド「トップバリュ」では、お客さまのライフスタイルやその日の
気分にあった商品をご提案します。

イオンの新価値創造ブランド「トップバリュ」では、植物性の素材に
置き換えた「トップバリュ ベジティブ」シリーズや、牛乳の代わりに
豆乳からつくった「プリン」「ヨーグルト」など、新しい価値のある
商品を展開します。
オーガニック＆ナチュラルブランド「トップバリュグリーンアイ」
シリーズでは、オーガニックの野菜や豆乳、ジャムなどを展開する
「グリーンアイオーガニック」や、資源や環境に配慮した水産物や飼料
などにこだわった畜産物を展開する「グリーンアイナチュラル」、添加
物や原材料、成分の使用に配慮した「グリーンアイフリーフロム」シリ
ーズなど自然と体にやさしい商品を提案します。
満足品質ブランド「トップバリュベストプライス」では、日頃よく購入
される食品や日用品を、より良い品質と手頃な価格で提供します。

毎日の美と健康づくりをサポートするヘルス＆ビューティ
食品売場横に、日用品やヘルス＆ビューティ用品を展開することで、ワンストップショッピ
ングの利便性を提案します。ＭＺ世代のニーズにお応えする商品や、近年増加するペット用品を
充実させます。
◆今話題のアジアンコスメを展開
・韓国や中国、タイなどの人気アジアンコスメを計２３ブランド ※ 展開します。「ミシャ」
「ＣＬＩＯ（クリオ）」に加え、リップやアイシャドウが人気の「ｒｏｍ＆ｎｄ（ロムアンド）」、
ラメマスカラで人気の「ＺＥＥＳＥＡ（ズーシー）」、Ｚ世代に人気の“マスクにつきにくい
クッションファンデーション”の「ＴＩＲＴＩＲ」を展開します。スキンケア化粧品では、
「ＶＴコスメティックス」や「ドクタージャルト」、「サミュ」など、話題のアジアンコスメ
を幅広く取り揃えます。※ブランド数は予定となります。
また、フランス北西部・ブルターニュ地方で誕生した植物の力にこだわるボタニカルビュー
ティケアブランド「ＹＶＥＳ ＲＯＣＨＥＲ（イヴ・ロシェ）」を提案します。

※画像は全てイメージです。
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◆土日も営業！全国の医療機関の処方せんを受け付けする「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け付けます。また、処方
せんの写真をスマートフォン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「ポケット
ファーマシー」を導入します。「ポケットファーマシー」
をご利用いただくことで、調剤を待つ間に買物や食事を
楽しむなど、時間を有効にお使いいただけます。定期的
に血糖値測定会や介護相談会などを開催し、お客さまの
健康づくりのサポートをしていきます。

◆ペット用品を充実！“自然派フード”“機能性フード”も展開
・近年のペットフードやペット用品の市場が拡大しているなか、「家族の一員として、食べる
ものにも気を使いたい」というニーズに応えするため、無添加・穀物フリーや機能性に
こだわったペットフードを豊富に展開します。

３世代が楽しく集うイオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」
イオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」をモールゾーン２階に出店します。
“みらいをつくるひとを、つくりたい”というコンセプトのもと、マタニティ、ベビー用品から
小学校卒業までに特化した品揃えとサービスで、子育てをサポートします。東濃エリアは３世代
や共働き家族が多いことから、働くママやパパを応援する商品、３世代が楽しい時間を過ごせる
サービスを提供します。

◆ベビーカーやチャイルドシートを豊富に品揃えし、楽しいお出かけをサポート
・土岐市は、土岐川や三国山をはじめとする豊かな自然環境や古くからの街並みなど、散歩や
お出かけに適した場所が多いことから、小さなお子さまを連れてのお出かけに欠かせない
ベビーカーやチャイルドシートを、国内から海外ブランドまで幅広く品揃えいたします。
ベビーカーでは、岐阜県のイオン初導入となる、海外ブランド“ｃｙｂｅｘ（サイベックス）”
の「リベル」、チャイルドシートでは“ＲＥＣＡＲＯ（レカロ）”を展開します。
※画像は全てイメージです。
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◆インテリアにマッチした室内用品の品揃え、親子団らんの場を提供
・おうちで過ごす時間が増加していることから室内・寝具用品も充実させます。
イオンの東海地区で初となる“ｃｙｂｅｘ(サイベックス)”「ＬＥＭＯ ＣＨＡＩＲ(レモ
チェア)」を導入するほか、寝具では、赤ちゃんの睡眠を科学的にサポートする「西川」の寝具
を展開します。
・地球環境に配慮した商品として、オーガニックコットンを使った綿１００％のベビー肌着・
幼児ウェアも展開します。
◆３世代で楽しめるドキドキ・ワクワクなおもちゃコーナー
・おもちゃコーナーでは、小学校のプログラミング科目導入で人気の「キッズ用パソコン」や
お子さまの考える力や豊かな創造性を育む「ＬＥＧＯ®」などの知育玩具を幅広く取り揃える
ほか、「トミカ・プラレール」のコーナーを展開します。実際に商品をさわって試せる
「タッチ＆トライコーナー」も設置し、親子でお楽しみいただけます。
◆小学校で必要なアイテムがそろう学童用品や幼児服のコーナー
・“かるがる背負えてすっぽり入る”イオンの「かるすぽランドセル」や機能性インナー
「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ」（ピースフィット）の素材を使用したキッズ肌着など、イオンのオリジナル
商品を東濃エリアで初めて展開します。このほか、レイングッズや校内履き、体操服などの
学童用品を充実した品揃えで年間を通して展開し、入園・入学準備や運動会、プールなど社会
行事で必要な商品についてもシーズンにあわせて展開します。

・子ども服コーナーでは、アクティブなお子さまに最適な人気のスポーツブランドのほか、
イオンのブランド「ＬＯＶＥＲＡＢＢＹ」や「ＢＬＩＮＧ ＧＩＲＬＳ」を展開します。
◆デジタルを活用した接客や子育て応援アプリ「キッズリパブリックアプリ」
・店内に設置した「ＡＩカメラ」を活用し、ベビーカーやランドセル
など接客を必要とする商品について、購入を検討して売場に滞在され
ているお客さまを判断し、従業員へ通知することで、近くにいない
場合でもお待たせすることなく接客できるようにします。

※画像は全てイメージです。
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・イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリックアプリ」では、妊娠中
から子育てまでのお役立ち情報や、お買得商品のクーポンなどを配信
します。さらにアプリ会員は、妊娠中のご自身に関する悩みやお腹の
赤ちゃん、お子さまの体調などについて、スマホで産婦人科医や小児科医
へ１０分間無料相談できるサービスもご利用いただけます。産前産後を
通してきれ目のないケアの提供により、ママや子育てファミリー、
お子さまの健やかな成長をサポートしてまいります。
・当店では、岐阜県初となる０～３歳児向けプレイグラウンド「のびっこ」を併設するアミューズ
メント施設「モーリーファンタジー」も展開し、家族でお買物を楽しみながら快適に安心して
遊べる“地域の子育ての場”を提案します。
毎週土曜日には、キッズリパブリックアプリの提示で、モーリーファンタジーで使用できる
「よくばりパス１０分お試し券」の配布などの特典やイベントを用意します。

快適さ・楽しさ・便利さを感じていただける買物体験を提案
◆レジに並ばない、レジ待ち時間なしのお支払い「レジゴー」
・食品売場では、お客さま自身が貸出用スマートフォン、もしくはレジ
ゴーアプリをダウンロードしたお客さまの端末でお買物しながらスキャン
し、専用レジでお支払いをする「どこでもレジ レジゴー」を展開します。
「レジ待ち時間なし」を可能とするほか、買物かごの中の合計金額や
商品リストを画面で確認しながらお買物ができるため、買い忘れ防止に
繋がります。
◆デジタルサイネージで商品やお買得情報などを発信
・食品売場内に１１個（予定）のデジタルサイネージを設置しおすすめ商品の紹介やメニュー
提案、お買い得情報などを発信します。
◆食品から日用品までお届けする「イオンネットスーパー」（１０月１７日承り開始予定）
・スマホやパソコンから注文した商品を店舗から自宅にお届けする「おうちでイオン イオンネット
スーパー」では、生鮮食品や冷凍食品、総菜などの食品から、トイレットペーパーなどの日用品ま
で品揃えします。また、ネットスーパーで注文した商品を店頭にて受け取れる「ピックアップ！」
では、車に乗ったまま受け取りができる「ドライブピックアップ！」、店内のサービス
カウンターで受け取りができる「カウンターピックアップ！」を導入します。そのほか、実家や
離れた場所にお住まいの家族など、ご自宅以外の住所へのお届けを選択できる「お届け先変更便」
サービスも実施します。

※画像は全てイメージです。
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毎日のお買物で地域を元気に【ご当地ＷＡＯＮ】
イオンの地域貢献型電子マネー「ご当地ＷＡＯＮ」は、お客さまのご利用金額の一部をイオン
が自治体などに寄付し、地域経済の活性化や環境保全、観光振興にお役立ていただいています。
岐阜県内では３種類の「ご当地ＷＡＯＮ」を発行しています。
※「ご当地ＷＡＯＮ」のほか、「サッカー大好きＷＡＯＮ」として「大好きＦＣ岐阜 ＷＡＯＮ」も発行しています。

〈岐阜県内で発行している「ご当地ＷＡＯＮ」〉

【飛騨高山ＷＡＯＮ】
飛騨高山のまちづくり
に活用されています。

【ひだ白川郷ＷＡＯＮ】
白川郷合掌造り集落の保全等
の活動に活用されています。

【ぎふすまいるＷＡＯＮ】
岐阜県の福祉向上に活用
されています。

地域貢献
のしくみ

環境・地域社会貢献活動の取り組み
■無料配布のスプーンやフォークを紙や木などの環境配慮型素材に
・お買い上げのお客さまに無料でお渡ししているスプーンやフォークに
ついて、紙や木などの環境配慮型素材で作られたものを用意します。
日々のお買物のなかで、お客さまとともに持続可能な資源利用を進め、
新しいライフスタイルの定着に向けて取り組んでまいります。
■シニアのお客さまが安心してお買物を楽しめるＳＣを目指して
・イオンスタイル土岐従業員は開店に向け、厚生労働省が推進する「認知
症サポーター※養成講座」を受講します。障がいをお持ちのお客さまや
高齢のお客さまに適切な応対ができる従業員を育成し、誰もが安心して
暮らせる地域づくりに取り組みます。
※「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。

■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、毎月１１日のお買物精算時にお客さまに
お渡しした黄色いレシートを、店内に設置している投函箱に入れていただくことで、そのレシ
ートに記載されたお買上げ金額の１％相当の品物を地域に根差したボランティア団体に寄贈
する取り組みです。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。
■環境保全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。店舗の近隣にお住まいのお子さまたちが集まり、
イオンの従業員がサポートしながら「環境」に関する様々な活動に
取り組んでいます。当店でも参加するメンバーを募集し「土岐
イオン チアーズクラブ」を結成する予定です。
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【デジタルを活用した新たなショッピング体験のご提供】
イオンモールでは、デジタルを活用し、ニューノーマルな社会環境に合わせ、リアルとデジタル
を融合した新しいサービスの提供により、お買い物の利便性を高める取り組みを積極的に推進
しています。


「デジタルサイネージを活用した専門店スタッフによるおすすめ商品の配信」を開始

・１Ｆ中央コートには、３台連結した２２５インチか
らなる大型デジタルサイネージを設置。株式会社バ
ニッシュ・スタンダードが提供するスタッフＤＸの
アプリケーションサービスを活用し、当モールで働
く専門店スタッフがおすすめ商品やコーディネー
ト提案などを配信します。


「デジタルによる新たな映像体験」の取り組み

・１Ｆメイン通路の天井部に設置したデジタルサイネー
ジによる新たな映像体験「３Ｄアート映像」を放映。
動物や風、水しぶきなど自然をモチーフにしたさま
ざまな３Ｄ演出を体験いただけます。また、今後イ
ベントや専門店のプロモーション映像など、新たな
映像体験をご提供してまいります。


「施設案内ロボット」の導入

・デジタルサイネージを搭載したロボットが、ＡＩに
よる自動運転技術により、館内を自動で走行します。
お客さまへの施設案内をはじめ、専門店の情報など
をデジタルサイネージを通じて、ご案内します。



ショッピングモビリティ「ＩＬＹ－Ａｉ」の実証実験

・疲れず楽しくショッピングしたいというご要望に
お応えするべく、お客さまが安心して操作ができ
るハンドル設計、長時間乗っても疲れにくいクッ
ション性の高いシート採用した株式会社アイシン
の提供する「ショッピングモビリティ」の実証実
験を開始します。


「お客さまの声」デジタルサイネージの設置

・これまで紙ベースで回答していた「お客さまの声」
承りをデジタル化。６５インチタッチパネルサイ
ネージにて確認いただけます。また、ご意見の記
入については、既存の統一用紙による投稿のほか、
専用のタブレットでも可能です。
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【地域との連携“ローカライズ”の取り組み】
イオンモールは、経営理念として｢イオンモールは、地域とともに『暮らしの未来をつくる』
Ｌｉｆｅ

Ｄｅｓｉｇｎ

Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒです。｣と定めています。そして、経営ビジョの

ひとつとして「パートナーとともに、地域の魅力を磨き続ける究極のローカライズに挑戦する」
ことを掲げ、全国のショッピングモールでさまざまな地域と連携した取り組みを行っています。
当モールでも、地域に根ざし、頼りにされる地域コミュニティの場をめざし、地域と連携する
取り組みを積極的に推進しています。
１． 土岐市販売戦略等チャレンジ協議会による「ＴＯＫＩ ＭＩＮＯＹＡＫＩ」の出店、
土岐市による多機能型子育て支援施設「ときめっく」の出店
・１Ｆには、土岐市によるコロナ下による経営環境が大きく変化した中小事業者及び、小規模
事業者を対象に、アフターコロナを見据えた新たな販売方法の創出、次世代を担う若手クリエ
ーター育成を目的に、実証実験店舗「ＴＯＫＩ ＭＩＮＯＹＡＫＩ」を出店します。また２Ｆに
は、親子で集まり、子育ての不安・悩みなどの相談や交流の場となる子育て支援施設
「ときめっく」が出店し、地域の皆さまのための交流拠点が誕生します。

２.伝統工芸品「土岐美濃焼」の普及に向けた取り組み
・岐阜県東濃地方の伝統工芸品である「土岐美濃焼」を幅広い世代の方々に知っていただき、若
い世代に継承していくことを目的に、美濃焼の廃材を活用したモニュメントを制作し、１Ｆ
「ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＴＥＲＲＡＣＥ」に設置します。また、本年１１月には美濃焼祭りを開催し、美濃焼
の販売をはじめ、子供向けワークショップなど継続的に実施します。一部飲食店においても、
美濃焼食器の取り扱いを行い、地場産業の普及に貢献してまいります。

「BOTANICAL CAFE Grefee」

３.地産地消に向けた取り組み
・当モールに出店いただいている食の専門店と連携し、
地元の農作物を使用した新たなメニュー提案など、
「地産地消」に積極的に取り組みます。流通経路
が明確になることで、地域が活性化し、消費者だ
けでなく、生産者や環境にもより良い影響を与え
ることへとつながります。

「あんかけ飯店 南国酒家」
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【ハピネスモールの取り組み】

イオンモールは、お客さまにとっての「しあわせ」が生まれる場でありたいとの思いから、
さまざまな取り組みを通じて、地域に寄り添い、人々とつながり、
心に刻まれる体験をお客さまとともにつくっていきます。
【取り組みの一例】


「イオンモールウォーキング」

・地域の皆さまが健康を目的に歩ける場所として、ウォーキングコースを開放します。天候や
気温、時間を気にすることなく安全な環境で快適にウォーキングをお楽しみいただけます。
ウォーキングコースは、館内を周る約１.１ｋｍのコースと「ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＴＥＲＲＡＣＥ」を周る約
２００ｍのコース２種類を設置。各ポイントで距離が分かるサインを設置しています。また、
当社は千葉大学予防医学センター健康都市・空間デザインラボと協働し、イオンモールウォー
キングと連携した健康プログラムを実施。その他、イオンモールアプリでは、モール内を歩い
て毎日のウォーキングで目標を達成すると、ポイントがもらえる「トコくじ」を引けるなど、
楽しく健康づくりに取り組むことができるウォーキング機能を搭載しています。

「イオンモールアプリ画面」



「土岐ノルディックウォーキングイベント」開催

・上下肢を十分に動かすノルディックウォーキング※を年に４回開催予定です。通常のウォーキン
グに比べて、下半身だけでなく上半身（腕や背中）の筋肉も使用する全身運動のため、身体に
ある９０％以上の筋肉を意識して使うことができ、幅広い世代の方々にご参加いただけます。
※2 本のポール（ストック）を使って歩行運動を補助し、運動効果をより増強するフィットネスエクササイズの一種。もとは、
クロスカントリーの選手が、夏季の体力維持・強化トレーニングとして、ストックと靴で積雪のない山野を歩き回ったのが
始まりとされています。



多目的ホール「イオンホール」

・２Ｆに、約３００㎡の多目的ホール「イオンホール」を設置。
音響設備やスクリーンなど投影設備も備え、本格的な「落語」
や「オペラ」「ヨガ」などの各種イベントを実施します。
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【安全・安心への取り組み】
近年多様化・甚大化するさまざまなリスクに対し、地域の皆さまのインフラ拠点として災害に強
い施設づくりを行うことで安全・安心をご提供するとともに、万一被災した際には、地域の早期
復興を促すための防災拠点となるよう施設の整備に取り組んでいます。
■土岐市との「災害時等における一時避難場所の確保等に関する協定書」の締結
・土岐市とイオンモール株式会社、イオンリテール株式会社は、土岐市で地震等による大規模災
害が発生した場合において、当モールにおける一時避難場所の確保及び、応急救済に係わる活
動に協力することを目的に、「災害時等における一時避難場所の確保等に関する協定書」を２
０２２年９月１１日に締結予定です。
■当施設での取り組みの具体例
１．施設における「安全・安心」対策の強化
 施設の安全性向上
・ 各種法令を遵守した建物とするのはもちろん、年々進化する最新技術や建材などを
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。
・ 吹抜け空間の天井は、強固な鉄骨下地によって構成された準構造天井やスケルトン天井の採
用により揺れを抑え、天井落下による二次被害を最小限化しています。
・ 共用部全ての防煙垂壁は、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するほか、耐衝撃型スプリンクラーヘッドを採用す
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。
２． 被災時の復興拠点として機能確保
 停電対策
・ 災害時の緊急対策を想定し、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、保安用発電機により防災センターや後方事務所などの主要な管理室及びイオン
スタイル土岐食品売場等への電源供給を行っています。またＢＣＰ対策として、商用電源や
保安用発電機が停止した場合でも、太陽光発電を活用したＢＣＰ分電盤により、館内主要室
やトキニワテラスでスマートフォン等の充電用電源を確保しています。
３． マンホールトイレ
・ 災害時に災害時に備えたマンホールトイレ（１０か所）を設置しています。
４． 断水対策
・ 耐震性を有した受水槽（約１８０㎥）は、断水・停電状態においても受水槽内の飲料水を
利用できるよう緊急用給水口を設置しています。
５． エスカレーターの安全対策
・ 地震発生時、エスカレーターの破損がないよう、安全対策（エキスパンションジョイントの
設置）を実施しています。
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【持続可能な社会の実現に向けた取り組み】
イオンモールでは、“人と環境に配慮したモール”の実現に取り組んでいます。「イオン脱炭素
ビジョン」達成のため、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、グループ各社が加盟する「（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」を柱にさまざまな活動に取り組みます。

■取り組みの具体例


メガソーラー（太陽光発電設備）
太陽光発電設備 発電容量：２８７０ｋＷ
当モールでは、商業施設として日本一の発電
容量を誇る太陽光発電パネルを屋上屋根面に
ＰＰＡモデル※として設置。一般家庭の約８５０
世帯分に相当するクリーンな電力を発電施設内で
利用することで再生可能エネルギーの活用拡大
に取り組みます。
※ＰＰＡモデルとは「Power Purchase Agreement（電力販売契約）モデル」の略称で、ＰＰＡ事業者が電力需要家の敷地
や屋根等を借り太陽光発電システムを設置し、そこで発電した需要家に販売する事業モデル。



ＣＡＳＢＥＥ Ｓランク取得
地球環境・周辺環境への配慮事項とその程度を客観的に評価するＣＡＳＢＥＥ評価において
最高ランクのＳランク認証を取得しています。



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４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。



空調における省エネルギーと機能維持の取り組み
・空調熱源機器をエリア毎に分散配置することで、各エリアの空調負荷に応じた効率的な熱源
運転を行い電力エネルギーの削減を図ります。また、モジュール制御（複数台の熱源機が
連携し高い効率を発揮する）により館内滞留人数に合わせた柔軟な運転を行い、
省エネルギーを実現すると共に、１台故障時でも機能を維持することが可能です。
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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、２０２２年９月１１
日（日）に、地域にお住まいの皆さま約８００名にご参加いただき、
地域の樹木を中心に６１種 約５,０００本を植樹予定です。

【地域との調和、環境デザイン】
■外装デザイン ～コンセプト： 「ＯＰＥＮ ＦＵＮ ＰＡＲＫ」～

・自然豊かな土岐の立地のもと、いつ訪れても、誰もがココロとからだを開放し、自然にリラッ
クスできるよう、自然と一体になれる緑や海を表現したパステルカラーを採用しています。
また、建物の外壁には敷地内で掘削した土を利用し、地元タイル工房と共同で制作したタイル
を活用しています。
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【ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＴＥＲＲＡＣＥ】
・緑豊かなオープンテラスの環境のもと、１Ｆから２Ｆへと自然の通風による風の流れを感じら
れる空間で、豊かなくつろぎの時間を創出。地域と人とがつながる芝生エリアを配置し、さま
ざまなヒトがつながる地域の交流拠点となるオープンテラスが、皆さまをお出迎えします。

藤棚

藤棚

「ＴＯＫＩＮＩＷＡ ＴＥＲＲＡＣＥ断面図」

■内装デザイン
・土岐の街と自然に開かれた、人が集い・憩う、新しい賑わいの広場をテーマに、モール内の通
路は白を基調とした広がりを感じる開放的な環境で演出しています。
【吹抜け空間】
・人の集い、山や光の陰影などをテーマに、建物内部３箇所に自然光を取り入れた吹抜けを設け、
何度も訪れたくなるような、開放感のある居心地のよい空間を創出しています。

「北コート」
イ

「中央コート」

「南コート」

オン

【“良い音モール”～快適な音環境実現の取り組み～】
・イオンモールは、館内放送など聞き取りやすく、五感で感じていただける音環境の実現をめざ
し、吹抜コートや共用通路、フードコートなどに自動音量制御装置を導入。曜日や時間帯によ
る館内混雑により、聞き取りにくい状況を改善します。また、従来店舗と比較し、スピーカー
台数を増やすことにより、案内放送やＢＧＭが聞き取りやすい快適な環境を実現します。
（※従来店舗との実測値（平均音圧偏差）比較にて約５１％向上）
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【新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み】
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
発行、２０２１年４月改定）」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。
■取り組みの具体例
１． 施設内換気・空気清浄機の設置
モール通路上部にハイサイドライト（明り取り窓）
を設置。窓を開放することによりに自然換気を促
進します。また、当社の換気システムは、機械的
に強制換気を行い、常に新鮮な外気導入により、
館内の空気環境を維持しています。さらに、お客
さま１人当たりの必要換気量について、法定基準
以上の自社基準を設定することで、換気強化を図
るとともに、換気口をモール全体に細分化して配
置し、モール内の空気循環の向上を図っています。
また、外部に面するフードコートや飲食店には、
外部に開放できる換気窓を設けています。その他、
フードコートやイートインスペース、イオンホール、
授乳室等館内各所に空気清浄機（空間除菌装置）を
設置し、空気清浄度を強化しています。
空気清浄機
（空間除菌装置）

外へ換気

２．オープンテラスの計画
外部緑地（トキニワ）に面したエリアにレストランやフードコートが一体となった開放的な
トキニワテラスを設けることで、風通しのよい外部空間で、安心してお食事や休憩ができる
環境を整備しています。

３．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。
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４． 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
ように床面の矢印サインにより、お客さま同士の
接触防止を図ります。
５． 接客・レジカウンターの飛沫防止パーテーション
イオンスタイル、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、飛沫防止のため、アクリル板
などを設置し、飛沫感染防止を図ります。さらに、
トイレ、洗面化粧台、パウダーコーナーにも、隔て板を
設置することで、飛沫感染を防止します。
６．エレベーター、エスカレーター、レジ前のキープディスタンスサイン
足形サインとデジタルサイネージモニターを用いて、エレベーターおよびエスカレーター内、
レジ前のキープディスタンスに取り組みます。

７．休憩用ベンチやソファーの配置
モール通路や共用エリア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
ングルソファーをメインに採用することで、キープディスタンスに取り組みます。
８．フードコート・イートインコーナーの取り組み
フードコートの座席はキープディスタンスに取り組むため、各テーブル間の距離を空けると
ともにアクリル板を設置して、飛沫感染を防止します。また空気清浄機（空間除菌装置）を
設置して、換気を強化します。

９．フードコートへの二酸化炭素濃度計の設置
マスクを外すスペースとして換気を強化しているフードコートでは、二酸化炭素濃度計を
設置し、デジタルサイネージへ表示することで十分な換気を行なっていることをお客さまへ
訴求します。

二酸化炭素濃度計
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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、楽しく過ごすことができる快適さの演出を追求して
います。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、独自の「ユニバーサルデザインガイドライン」を設けるなど、
継続的に研究を重ねています。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施設を目指しています。
■取り組みの具体例
１．お客さまを館内へ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、より見やすく、
より分かりやすくしています。

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。
 ベビールーム
授乳室を設けたベビールーム（赤ちゃん休憩室）を各フロアに１箇所設置します。
キッズトイレ・離乳食室など充実した設備も整えています。


優先トイレ
音声による案内やオスメイト対応のある「優先トイレ」を各フロアに設置します。



ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
各フロアのモール通路センター付近に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ます。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。



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、インターフォンを１箇所設けています。
また、インフォメーションでは車イスを貸出します。



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約３１台設置。内１５台については、車番認証にて
ゲート開放できる「ゲート開閉方式」としています。
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【イオンモール土岐 専門店一覧】
東海初：２０店舗 岐阜県初：２６店舗 地元企業：２２店舗
※｢東海｣：愛知県・岐阜県・三重県の３県
※地元企業：岐阜県内に本社を持つ企業
※店名・業態および本資料については、８月２５日現在のため変更となる場合がございます。

１Ｆ
ＮＯ．

店名

業種

東海初

岐阜県初

地元企業

１

GU

レディス・メンズ・キッズ

２

スポーツオーソリティ
アウトドアステージ

アウトドア

３

Toy-Factory

キャンピングカー・レンタカー・ミニベロ

４

ワンラブ

ペット・グッズ

５

わたどーる

ペットカフェ

６

NISSAN

カーディーラー

７

イオンバイク

自転車

８

ogawa GRAND lodge

キャンプ用品

９

coca

レディス・メンズ

１０

スピンズ

レディス・メンズ・キッズ

１１

&CHOA!

コスメ

〇

１２

シュクレソル

アクセサリー・雑貨

〇

１３

クリスタルティアラ

アクセサリー・雑貨

１４

サックスバー

鞄・財布・小物

１５

OWNDAYS

メガネ・補聴器

１６

ハッシュパピー

レディス・メンズ

〇

１７

クレール

レディス

〇

１８

TOKI MINOYAKI

美濃焼

１９

SM2 keittio

レディス

２０

キラット

宝飾

２１

Ｈ＆Ｍ

レディス・メンズ・キッズ

２２

LAKOLE

レディス・メンズ・雑貨

２３

3COINS+plus

生活雑貨

２４

anyTime

生活雑貨

２５

nature ave.

生活雑貨

〇

２６

TSUTAYA BOOKSTORE

書籍・雑貨・文具

〇

２７

Kitchen Produce SAN-B

キッチン雑貨

２８

ブランドショップ ハピネス

インポート雑貨

２９

ABC-MART/ABC-MART SPORTS

スポーツウェア・靴

３０

生活の木

アロマ・雑貨

３１

anyFAM anySIS

レディス

３２

KOBE LETTUCE

レディス

〇
〇

〇

〇

新業態

〇

〇

〇
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〇

〇
〇

１Ｆ（つづき）
NO.

店名

業種
WORK

WITH

東海初

岐阜県初

地元企業

３３

※ 910 JOINT
DULTON

３４

エメフィール

インナー

３５

TASKI

レディス・メンズ

３６

FLAVA HAT

帽子

３７

au Style

携帯電話

３８

楽天モバイル

携帯電話

３９

ソフトバンク

携帯電話

４０

住まいづくり相談カウンターおうち
Navi

家づくり相談カウンター

４１

La Mode IWAI TOKI

美容室

４２

GOLD'S GYM

フィットネス

４３

エステサロン アドラーブル/メンズ
脱毛 アダムワン

エステ・脱毛

４４

ほりクリーニング

クリーニング

４５

宝くじチャンスセンター

宝くじ

４６

イオン銀行

店舗・ATM

４７

大垣共立銀行

ATM

〇

４８

十六銀行

ATM

〇

４９

タリーズコーヒー

カフェ

〇

生活雑貨

〇

〇

〇
〇
〇
〇

〇

１Ｆ 食物販ゾーン「TOKI MARCHE」
５０

からあげ縁

唐揚げ

〇

５１

鞍馬茶屋

惣菜

５２

FAVERS

グロッサリー

５３

サーティワンアイスクリーム

アイスクリーム

５４

ビアードパパ

洋菓子

５５

ゴンチャ

ティードリンク

５６

ミスタードーナツ

ドーナツ

５７

H'scream/今日パフェキブン。

クレープ・パフェ

５８

ＯＨＡＧＩ３

和菓子

〇

５９

韓国商店イルソイルソ

グロッサリー

〇

６０

北海道うまいもの館

グロッサリー

６１

久世福商店

グロッサリー

６２

ハートブレッドアンティーク

ベーカリー

新業態
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〇

新業態

１Ｆ レストラン「TOKINIWA DINING」
NO.

店名

業種

東海初

岐阜県初

地元企業

６３

鎌倉パスタ

パスタ

６４

串家物語

串揚げ

６５

BOTANICAL CAFE Grefee

カフェ

新業態

６６

馬力家

ハンバーグ

新業態

〇

６７

あんかけ飯店 南国酒家

中華

新業態

〇

６８

テディーズビガーバーガー・果実び
より

ハンバーガー・スイーツ

新業態

６９

コメダ珈琲店

カフェ

７０

とんかつ とう庵

とんかつ

７１

Rikyu

お好み焼き

７２

麺屋もり田

ラーメン

７３

築地食堂源ちゃん

和食

〇

７４

炙り百貫

寿司

〇

７５

スターバックスコーヒー

カフェ

〇
新業態
〇
〇

２F フードコート「FOOD FOREST」
NO.

店名

業種

東海初

７６

スガキヤ

ラーメン

７７

中華料理 劉家

中華

７８

ペッパーランチ

ステーキ

７９

GODIVA dessert

スイーツ

８０

ブルーシール

アイスクリーム

８１

からあげ、定食、丼 がブリチ キ
ン。

唐揚げ

８２

伊吹や製麺

うどん

８３

パルメナーラ

ピザ・パスタ

８４

とんきち

とんかつ・かつ丼

８５

喜多方ラーメン とし食堂

ラーメン

８６

マクドナルド

ハンバーガー

岐阜県初

新業態

〇

〇

〇
〇

２F
８７

ダイソー

100 円均一

８８

島村楽器

楽器・楽器教室

８９

Standard Products

生活雑貨

９０

古着屋 3peace

古着

９１

ハニーズ

レディス

９２

r.p.s

レディス

９３

グローバルセレクション

モバイルアクセサリー

９４

TokyoGlassCompany -gallery-

メガネ

９５

クーキ

宝飾

９６

デコホーム

生活雑貨・インテリア雑貨

９７

B デザインホーム

寝具

９８

マックハウス

レディス・メンズ・キッズ

〇
〇

〇
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〇

地元企業

２F（つづき）
NO.

店名

業種

東海初

９９

Bean's Labo

メンズ

１００

ＰＳＦＡ

スーツ

１０１

BARNS soho street supported by
moonstar

靴

１０２

ヴィレッジヴァンガード

バラエティ雑貨

１０３

クラフトハートトーカイ

手芸

１０４

パセリハウス

バラエティ雑貨

１０５

ズーマック

キッズ

１０６

シ・シュ・ノン

キッズ・ベビー

１０７

CHELSEA New York

生活雑貨・服飾雑貨

１０８

西松屋

キッズ・ベビー

１０９

F-PREMIUM PLAZA

治療機器

１１０

SSS COSMETICS

コスメ

１１１

スマイルファクトリー

雑貨

１１２

ポポンデッタ

鉄道模型・鉄道グッズ・ジオラマ

１１３

ホビーゾーン

玩具

１１４

Joshin

家電

１１５

キッズリパブリック

キッズ・ベビー

１１６

モーリーファンタジー

アミューズメント

１１７

ＭＩＲＡＩＮＯ

アミューズメント

１１８

カプセルラボ・キャラカプ

カプセルトイ・キャラクターグッズ

１１９

いつ和・スタジオふるーれ

写真スタジオ・呉服

１２０

ハートアップ

コンタクトレンズ

１２１

カラダファクトリー

整体

１２２

スマートクール

スマートフォン修理

１２３

イオン銀行

銀行

１２４

買取むすび

買取

１２５

保険クリニック

保険

１２６

アイクリニック土岐

眼科

１２７

ときめっく

子育て支援

１２８

サンキューカット

理容室

１２９

セブンカラーズ

ヘアカラー

１３０

セイハ英語学院

英語教室

１３１

保険コンパス

保険

１３２

ラフィネ

リラクゼーション

１３３

みんなで楽しい GOLF

シミュレーションゴルフ

１３４

おかしのまちおか

お菓子

１３５

ゴクゴク

フルーツジュース

岐阜県初

地元企業

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇

新業態

〇

〇
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〇

〇

外部棟
１３６

サンビーナス土岐ＳＳ

ガソリンスタンド

１３７

グッドスピード MEGA SUV

大型 SUV 専門店

１３８

Amazing Kart ISK

ゴーカートサーキット

１３９

とき温泉ＫＡＭＡＢＡ

温浴施設

１４０

ＤＡＩＭＡＲＵパーク

家族のくらし展示場

１４１

総合住宅展示場ハウジングパーク

住宅展示場

核店舗
１４２

イオンスタイル土岐

食品スーパー

【広域地図】

【詳細地図】
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