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２０２１年５月２６日 

 

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 
 

～何度でも好きになる～ 

「イオンモール川口」 

６月８日（火） ＡＭ９：００ グランドオープン！ 
 

  イオンは、２０２１年６月８日（火）埼玉県川口市に新たなショッピングモール 

「イオンモール川口」（以下、当モール）をグランドオープンします。 
 

当モールは、１９８４年に開業し以来３４年に亘り、多くのお客さまにご愛顧いただいており

ましたが、多様化するお客さまのニーズやデジタル社会に対応すべく、２０１８年８月末をもっ

て一旦営業を終了しました。 

この度、『ｋａｗａｇｕｃｈｉ ｇｒｅｅｎ ｐａｒｋ』をコンセプトに、地域の皆さまの日々

の暮らしに便利な生活を提供することはもちろん、高品質な商品と充実したサービスをご提供し、

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最新型のモール、新生「イオ

ンモール川口」へと生まれ変わります。 

   

【ＴＯＰＩＣＳ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

ニューノーマル下のライフスタイルに対応するため、イオンモールアプリを活用した 

「モバイルオーダーサービス」、出前館と連携した「フードデリバリーサービス」を 

導入します。ストレスフリーで、お食事をお楽しみいただけるサービスをご提供します。 

 

 グルメを楽しむ！エリア最大級３９店舗からなるグルメゾーンが誕生 

生鮮三品にくわえ、スイーツやグロッサリーなど幅広い品揃えを展開する食物販 

ゾーン、約１,０００席を備えた１５店舗からなるフードコート、和洋中バラエティ 

豊かなレストランなど、エリア最大級の食のゾーンが誕生します。 

 

 大型専門店からライフスタイルまで日常に寄り添う約１５０の専門店 

ファッションから家電、スポーツ、アミューズメント、シネマ、フィットネスジム 

まで、皆さまの生活に寄り添う約１５０の専門店を集積。高品質の商品やサービスを 

ワンストップでご提供します。 

 

 新型ウイルス感染症拡大防止対策 

新たな換気システムや最新の設備を導入するなど、防疫対策を実施し、お客さまの 

「安全・安心」の先にある価値をご提供します。 
 
 核店舗「イオンスタイル川口」 

イオンスタイル川口は、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を駆使した、 

初の本格的な「スマートストア」として開業します。今までにない快適な買物環境を 

ご提供するとともに、効率的な店舗オペレーションを推進します。 
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【イオンモール川口 コンセプト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
緑溢れる公園のような心地よい環境のなかで、お客さまの日々の暮らしに寄り添いながら、 
多様化するニーズを満たす多様なコンテンツと充実したサービスを提供し、快適な時を過 
ごす場所を創造します。 

 
 
 
 
 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パースは全てイメージです。 
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【イオンモール川口 概要】 

 

・施 設 名 称  :  イオンモール川口 

・所 在 地  :  〒３３３－０８３４ 

埼玉県川口市安行領根岸３１８０番地 

・電 話 番 号  :  イオンモール川口     ０４８－２８０－２７００ 

                   イオンスタイル川口   ０４８－２８８－８９００ 

・責 任 者  :  イオンモール川口    ゼネラルマネージャー 藤本 康久 

                   イオンスタイル川口   店長     小島 英明 

・ＨＰアドレス  :  https://kawaguchi-aeonmall.com/ 

・出店店舗数  :  核店舗   イオンスタイル川口 

                   サブ核店舖  ユニクロ/無印良品/スーパースポーツゼビオ/ 

ヤマダデンキ テックランド/ティップネス/イオンシネマ 

                   専門店   約１５０店舖 

・敷 地 面 積  :  約  ７８,０００㎡ 

・延 床 面 積  :  約 １２６,０００㎡ 

・総賃貸面積  :  約  ５９,０００㎡ 

・建 物 構 造  :  鉄骨造 地上４階建 

・駐 車 台 数  :  約  ２,８００台 

・駐 輪 台 数  :  約  １,５００台 

・設計・施工  :  株式会社安藤・間 

・建物設置者  : サイボー株式会社 

・開 店 日  :  ２０２１年６月８日（火） 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 

          シネマ            ９：００～２４：００ 

                   イオンスタイル川口       ８：００～２３：００ 

           ※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  :  施設全体 約２,５００名 

（内、イオンスタイル川口  約６００名） 

・基 本 商 圏  :  ５ｋｍ圏内・約２３万世帯・約５０万人 
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【イオンモール川口 フロア構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードコート 

 
３Ｆ 

レストラン 

 

食物販ゾーン 

 

２Ｆ 

１Ｆ 

４Ｆ 

ファッション&ライフスタイル 

 

ファミリーカジュアル＆グッズ 

クリニック 

 

ホビー&ライフスタイル雑貨 

デイリーファッション 

モクイクひろば 

 

バランスウォーキング 
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【イオンモール川口の特徴】 

埼玉県初１６店舗、地元企業１０店舗を含む、約１５０の専門店  
 

 

 
 

多様化する食へのニーズに対応するため、出前館と連携し、食物販専門店やフードコートの食

べたいメニューをイオンモールアプリや出前館のサイトから注文、お届けするデリバリーサー

ビスがスタートし、リアルとデジタルが融合した新たな食の体験をご提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※「ＨＩＬＬＳ」の由来・・川口市は平地と台地の起伏に富んだ地形を有しており、当モールはその結節点の丘（ＨＩＬＬ） 

に位置していることから、食のゾーンに「HILLS」の名称を取り入れています。 
 

■１Ｆ食物販ゾーン：「Ｈｉｌｌｓ
ヒ ル ズ

 Ｋｉｔｃｈｅｎ
キ ッ チ ン

」 

１Ｆにはイオンスタイルの食品ゾーンと隣接し、木目調の落ち着いた内装を施した旬の食材か

ら生鮮食品、加工食品、和洋菓子まで１４店舗が展開する、幅広い品揃えが特徴の食物販ゾー

ン「Ｈｉｌｌｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ」が誕生します。 
 

【生鮮三品】 

・生鮮三品では、新鮮な魚を毎日漁港から仕入れて、リーズナブルな価格でご提供する 

「魚力」や地域特産の地野菜や国内の多種多様な青果、また世界各国のフルーツも取り揃

える「九州屋」が出店。また牛・豚・鶏など銘柄肉を中心とした商品構成でハイクオリテ

ィーな精肉をお届けする「タカギフーズ」が出店します。 
  

 【グロッサリー】 

  ・人気のコーヒーと輸入食品のワンダーショップ「カルディコーヒーファーム」が出店。 

   また日本が誇る和食材を約２,０００品目の品揃えを展開する「久世福商店」を導入します。 
 

 【スイーツ・ベーカリー】 

 ・スイーツでは市内で人気のこだわりチョコレートやジェラートをご提供する洋菓子専門店

「シャンドワゾー グラシエショコラティエ」をはじめ、フルーツサンドが話題の 

  「㊇ユナイテッドネイチャー」がオープンします。また、地元の名店焼きたての 

美味しい食事パンとケーキの店「デイジイ」が出店します。 
   

 ■１Ｆレストラン：「ＨＩＬＬＳ
ヒ ル ズ

 ＤＩＮＥＲ
ダ イ ナ ー

」 

  １Ｆには、和食から中華、お寿司、洋食などバラエティ豊かな１０店舗で構成する 

  「ＨＩＬＬＳ ＤＩＮＥＲ」を展開します。 
  

【和食】 

  ・和食では、鮮魚店直営の新鮮な海鮮丼が味わえる「魚力食堂」が出店。またやわらかな熟

成豚を使用したとんかつ専門店「熟成豚とんかつ わか葉」が県内初出店します。 

食のゾーン「Hills Kitchen」＆レストラン「HILLS DINER」 

フードコート「FOOD FOREST」 

レストラン 「HILLS DINER」 
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・お寿司では市場から鮮度の良い食材を直送し、本物の味を手ごろなお値段で味わえる 

「承知の助 ｂｙ がってん寿司」がオープンします。 
 

 【洋食】 

  ・オリーブオイルで揚げた軽い食感とピリ辛な味付けが癖になるフライドチキンが人気のカ

フェ「ビービーキューオリーブチキンカフェ」が出店。また本格的なハワイアン料理とド

リンクが楽しめるレストラン「カウアイダイナー＆フードボートカフェ」がオープン。 
 

  ・北海道の新鮮な食材を使用した洋食専門店「北海道キッチンＹＯＳＨＩＭＩ」、またファ

ミリーでできたての中華としゃぶしゃぶが楽しめるブッフェレストラン「富沢屋本店」が

ともに県内初出店します。 
 

■２Ｆフードコート：「ＦＯＯＤ
フ ー ド

 ＦＯＲＥＳＴ
フ ォ レ ス ト

」 

２Ｆフードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」には、県内初出店４店舗を含む、１５店舗が出 

店。客席は約１,０００席を備え、感染症対策として距離を確保し、飛沫対策としてパーテー

ションを設置するなど、安心してお食事をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・麺類では、地元川口の人気ラーメン店「中華そば葵」の新業態つけ麺専門店「葵製麺」が 

 オープン。またコシが強く食べ応え満点の「武蔵野うどん 澤村」が出店します。 
 

・中華では、ジューシーで食べやすい餃子が人気の「良記餃子軒」が県内初出店します。 
 

  ・お好み焼きを３０種類以上展開し、牛・豚・鶏・海鮮など鉄板焼メニューも豊富な 

「広島お好み焼きちんちくりん」や日本人に愛される唐揚げをメインに、リーズナブルな

価格でご提供する「鳥さく」がともに、県内初出店します。 

 

 

 
 

 トレンドファッションからファミリーカジュアルまで、日々のライフスタイルをご提案する話 

題の専門店が多数出店します。 
 

 【大型専門店】 

  ・１Ｆには、ベーシックからトレンドまで、カジュアルファッションを代表する「ユニクロ」

が約１,３００㎡の広さに旗艦店としてオープン。また２Ｆには、野球やサッカーなどのス

ポーツ用品から、ウエア、アウトドアまで有名ブランドを豊富に展開するスポーツ専門店 

「スーパースポーツゼビオ」を導入します。 
  

・３Ｆには、おもちゃを中心に、話題の商品から定番商品まで、国内外から厳選したアイテ

ムを取り揃える「トイザらス」が出店します。 

 

 
 

～大型専門店から日常を彩るファッションまで～ 

「ライフスタイルファッション」＆「ホビー」 

フードコート 「FOOD FOREST」 
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・１Ｆには、県内最大級となる約２,９００㎡の広さを誇る、着心地の良いウエアから素材に

こだわった食品、シンプルで機能的なステーショナリーや家具まで、くらしまわりのすべ

てが揃う「無印良品」が出店します。店内のイートインコーナーでは、初の取り組みとな

るカレーの販売やソフトクリームなどお召し上がりいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ファッション】 

・健康的でスタイリッシュなライフスタイルを提案するファッションブランド「ベイフロー」 

 が出店。店内にはカフェも併設され、居心地の良いトキをお過ごしいただけます。また、 

少しのこだわりとリラックス感を合わせたスタイルを提案する「チャオパニックティピー」 

 がオープンします。 
 

・レディスでは“ほどよい存在感”を大切にする高感度な大人の女性のためのセレクトショ

ップ「グレディ ブリリアン」が出店します。 
 
 
 
 
 
 

【ファッショングッズ】 

  ・レディスシューズでは、日本製主体の商品構成で、履き心地とファッション性の両立がコ

ンセプトの「オンネマトカシューズ」が県内初出店。また、日々のファッションにプラス

するスポーツアイテムを提案する「ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ」を導入します。 
    

    【ライフスタイルグッズ】 

  ・県内最大級の大型店として、３００円を中心に話題の生活雑貨やアクセサリー、食品まで

フルラインナップで展開する「スリーコインズプラス」が出店。また、大型家具から、生

活を彩るホームファッションを取り揃える「マナベインテリアハーツ」がオープンします。 
   

  【ホビー】 

  ・１９１４年創業の老舗アウトドアブランド“ｏｇａｗａ”が本格的なキャンプ用品を取り

扱う「ｏｇａｗａ ＧＲＡＮＤ ｌｏｄｇｅ 川口」がオープンします。また、コスメや健康

用品、キッチン用品など、プライベートブランドを中心に話題の商品を展開する 

「東急ハンズトラックマーケット」が出店します。 

 

 

 

 
 

 

  ・ペットでは、人とペットが楽しい時間を過ごすことをテーマに、店内に動物病院も併設す

る「ＰＥＴＥＭＯ」が出店。家電では、携帯電話から大型家電まで幅広い品揃えが人気の

「ヤマダデンキ テックランド」がオープンします。 

 「無印良品 イートインコーナー」 
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子育て世代の方々や三世代ファミリーが、毎日通いたくなるアミューズメント施設、シネマ、 

フィットネスジムなど、最新の設備を整えて、皆さまをお出迎えします。 
 

【アミューズメント】 

・４Ｆには、川口市最大の劇場数となる１０スクリーンを擁する「イオンシネマ」が出店します。

防疫対策として全スクリーンにシネマ専用・大型空調用ウイルス対策システム「トレイン・ト

リプルエアシールド」を採用。イオンシネマ独自規格のＵＬＴＩＲＡをはじめ、迫力ある映像

を安心してお楽しみいただけます。 
 

・最新のプライズゲームやメダルゲームなど、ご家族でお楽しみいただけるアミューズメント施

設「セガ」が２Ｆ・３Ｆの２フロアにオープン。また、音と映像を駆使したキッズ向け体験型

アミューズメント施設「リトルプラネット」、小さなお子さまでも遊べる乗り物から、遊具ま

で豊富に楽しめる「モーリーファンタジー」が出店します。 

 

 

 

 

【スポーツアミューズメント】 

・豊富なプログラムと最先端の施設が評判の総合型フィットネスクラブ「ティップネス」が、 

１Ｆ・２Ｆのメゾネットで出店します。プール、シャワー完備のフィットネスジムをはじめ、

０歳～１５歳までを対象としたスイミング、体操、ダンス、空手、バレエ、サッカーなどキッ

ズスクールを開催、送迎バスも運行します。 

 

 

 

 

 

 
 
 

・最新のゴルフシミュレーターを設置し、室内で快適にレッスンやラウンドが楽しめる全天候型

シュミレーションゴルフ施設「ＺＥＮ ＧＯＬＦ ＲＡＮＧＥ」が出店します。 
 

【サービス】 

・幼児教室では、子どもたちの“すこやかなカラダ”と“あきらめないココロ”を育てる体操教 

室「ネイス体操教室」が出店。また英会話の「セイハイングリッシュアカデミー」や数字に強 

くなる「そろばん教室８８くん」など、キッズの健やかな成長をサポートする専門店が出店し 

ます。 
 

・リラクゼーションでは心と体を癒す「ラフィネ／無重力マッサージ」、 

「ＫＡ・ＲＡ・ＤＡファクトリー」が出店。またヘアカット専門店「ＱＢハウス」をはじめ、

美容室「アポロ」がオープンします。 
 

【クリニック】 

・３Ｆには、お客さまの日々の生活をサポートするクリニックゾーンを完備。眼科、歯科を展開

します。 

 

～三世代ファミリーの笑顔が生まれる空間～ 

「アミューズメント」＆「サービス」 
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【核店舗「イオンスタイル川口」の特長】 
 

イオンリテール株式会社は「イオンスタイル川口」（以下、当店）をグランドオープンします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～３６５日毎日の暮らしに寄り添う～ 

“健康・便利”で“新しい出会い”が体感できる 

“初”の本格スマートストア 

 

当店は１９８４年４月「川口グリーンシティ」の核店舗「ジャスコ川口店」としてオープンし、

その後「イオン川口店」として、約３４年の長きに渡り地域の皆さまにご愛顧いただきました。

２０１８年８月の一時休業を経て、このたび建物や設備を刷新し、地域に根差したより便利で  

豊かな暮らしを体感できる商品やサービスを提案します。さらに、ＤＸ(デジタルトランス   

フォーメーション)を駆使した初の本格的な「スマートストア」としてオープンします。 
 
 

 ＤＸを駆使した“初”の本格スマートストア 

  ２０２０年１０月から開始した「イオンスタイル有明」での実証実験を経て、初の本格的

なスマートストアとして開業します。陳列棚を通じて商品情報や販促を動画配信する  

「シェルフサイネージ」、ＡＩカメラを使った会計時の年齢認証と在館人数の把握、デジタ

ル機器を活用した「大型モニターでの店内調理ライブ配信」など、今までにない快適な買物

環境と効率的な店舗オペレーションを推進します。 

 

 新鮮でおいしい“健康的な食”を毎日の食卓に 

 健康意識や内食ニーズの高まりに対応し、産地から２４時間以内に店頭に並ぶレタスなど

の野菜、全国各地から買い付けた旬の鮮魚など、鮮度にこだわった生鮮食品を展開します。

また、「ＭＳＣ認証」や「ＡＳＣ認証」を取得した「トップバリュ」の水産物や丁寧につく

られたオーガニック商品など、健康や自然環境に配慮した商品を豊富に取り揃えます。 
 

 川口・鳩ヶ谷ならではの「地物（じもの）」を提供 

川口の味噌醸造文化を約３０年ぶりに復活させた商品「川口御成道味噌（麦）」や、    

日本で唯一のベーゴマ工場が川口にあったことから名付けられた「ベーゴマクッキー」など、

地域で親しまれている商品を提供します。また、古くから知られる植木の街ならではの花や

ミニ盆栽も展開します。 
 

 日常使いの商品をまとめて展開、より便利なお買物の場を提案 

２階では、お客さまが快適・便利に買物いただけるよう、日用消耗品や化粧品、医薬品、

暮らしの品などをワンフロアにまとめて展開します。毎日の美と健康をサポートする  

「グラムビューティーク」とシンプルで豊かな暮らしをサポートする「ホームコーディ」      

が隣接することで、新生活やおうち時間、アウトドアといった生活シーンに合わせた    

商品をまとめて買物ができる場を提供します。 
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●陳列棚に動画が流れる！「シェルフサイネージ」を導入（県内初） 

 陳列棚の前面に動画が流れるサイネージを取り付け、商品と連動した

販促をする「シェルフサイネージ」を県内初導入します。商品情報が表示

されるほか、コンテンツ内の２次元バーコードを読み取ることで、商品や

レシピ紹介のサイトへ移動することができます。 

 

●ＡＩカメラを活用した会計時の年齢認証と在館人数の把握  

店内に設置したＡＩカメラを活用し、より良いお買物環境の提供を 

目指します。一例として、会計時にお客さまの年齢をＡＩ分析で推定し、 

未成年者の可能性がある場合はレジに設置した端末にアラートが表示 

され、お酒の販売時に確実な声かけをする仕組みや、売場の滞在人数を

計測し、混雑前に状況を把握しレジ応援や入店制限などの対策ができる

ほか、接客が必要なお客さまの自動検知によるお買物支援などを実施 

できるようにします。 

 

●デジタル機器を活用し、店内調理を大型モニターでライブ配信 

鮮魚売場の店内加工場にカメラを設置し、調理の様子を売場の大型モニターでライブ配信し 

ます。非対面や非接触でも体験できるお買物の楽しさを提供します。 

 ※ライブ配信の実施は日時限定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●川口の高まるネットスーパー需要にもお応え「おうちでイオン イオンネットスーパー」 

これまで「イオン川口前川店」が担当していた「イオンネットスーパー」の配送エリアの一部

を当店が担うことで、より多くのお客さまの注文の承りが可能となります。また、対象の一部の

エリアにお住まいのお客さまは、ご都合に合わせて当店と「イオン川口前川店」のどちらからも

選択いただけます。 
 

当店では、野菜やお肉、お刺身などをはじめとする生鮮品や冷凍食品、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約３万点品揃えします。また、店舗で開催している  

期間限定の県産フェアや季節に合わせたフェアの商品などもネットスーパーでも取り扱い、  

リアルでもネットでも選ぶ楽しみを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＸを駆使した“初”の本格スマートストア 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●人気急上昇！店舗受け取りサービス「ピックアップ！」では３つの受け取り方法を用意 

「ピックアップ！」は、「イオンネットスーパー」から注文した   

商品を配送料や手数料がかかることなくお客さまの都合に合わせて店

舗で受け取れる便利なサービスです。忙しい毎日の買物時間を短縮し、

自分のスタイルに合わせて効率よく商品をお受け取りいただけます。     

当店では、車に乗ったまま受け取れる「ドライブピックアップ！」、完全非対面・非接触で   

受け取れる「ロッカーピックアップ！」、店内の買物と併用するのに便利な「カウンター     

ピックアップ！」の３つの受け取り方法をご用意します。「ドライブピックアップ！」では、   

専用レーンを設置することで、直接お渡し窓口に幅寄せを可能とし、より短時間でお受け取り  

できます。 

 

 

 

 

 
 

●スキャンしながらお買物！かごの中の商品リストや合計金額を確認できる「レジゴー」 

 食品売場では、セミセルフレジに加え店舗の貸出用スマホでお客さま

自身がお買物しながらスキャンし、専用レジでお支払いする「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、

買物かごの中の商品リストや合計金額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。非対面でのお支払いができるため、感染防止対策とし

ても好評です。マイバスケットとあわせてご利用いただくと、かごに入れた商品を会計後に   

そのまま持ち帰ることができ、お買物の時間をさらに短縮できます。 
 

●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」 

 総菜やお弁当をスマホから事前にオーダーし支払いを完了させることで、来店時にできたて 

の商品を待たずに受け取れるサービス「モバイルオーダー」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お楽しみいただけます。 
 

 

 

●埼玉県のイオン最大級の対面鮮魚コーナーで全国各地の旬の魚を提供 

埼玉県の「イオン」最大級の対面鮮魚コーナーで、福島で水揚げされた新鮮な魚を直送で運ぶ

「福島鮮魚便」など全国各地の旬の魚を展開します。鮮度抜群の魚をおいしく食べていただく  

ためのメニュー提案や調理サービスも承ります。 

 また、環境にやさしいトレーレスの真空パックで冷凍した切身魚や開き物、漬魚など約２０種

類を品揃えします。さらに、鮮度とおいしさにこだわった魚屋の総菜や鮨など、手軽に魚料理を

楽しめる商品も展開するほか、当店オリジナルメニュー「金目鯛西京焼き炊き込みご飯」や生の

“あじ”を店内で加工した「手作りあじフライ」なども提供します。 

 「持続可能な漁業」と「環境や社会に責任ある養殖業」の普及に向けた取り組みの「ＭＳＣ   

認証」や「ＡＳＣ認証」を取得した「トップバリュ」の水産物を取り扱います。 

 

 

 

 

 

新鮮でおいしい“健康的な食”を毎日の食卓に 
 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●笑顔がつながる新鮮なおいしい野菜や果物が充実 

 農産売場では、彩り豊かな新鮮な野菜や旬の果物を品揃えします。 

産地直送のレタスやきゅうりなどの「シャキ直野菜」は、出荷から２４

時間以内にお店に並び、採れたてならではの、みずみずしさをお楽しみ

いただけます。また、埼玉県産をはじめ、全国の産地から近隣市場に入

荷する季節の商材をバイヤーが買い付け即日販売する「朝買い」も実施

します。 

さらに、近隣の「イオン農場」から農薬や化学肥料などに頼らない  

有機栽培のオーガニック野菜を仕入れるほか「イオンネットスーパー」

では全国各地から「選りすぐりの旬果実」や「オーガニック野菜の詰め  

合わせ」の予約も承ります。 

 

●埼玉県のブランド黒豚や安全・安心を追求した「トップバリュ グリーンアイナチュラル」

のお肉が充実 

埼玉県のブランド「彩の国黒豚」を埼玉県の「イオン」で初めて品揃

えします。肉質に定評のある英国系バークシャー種が原種の黒豚で、  

独自の専用飼料でじっくりと育てています。筋繊維が細かいので歯切れ

よくやわらかい肉質で、脂肪は甘みがあり、まろやかです。  

また、「トップバリュ グリーンアイナチュラル」の牛肉・豚肉・鶏肉

を提供します。出生から出荷まで、飼料に抗生物質・合成抗菌剤を使用

せず育てた安全・安心を追求した国産「ナチュラルポーク」や「純輝鶏」、

オーストラリアタスマニア島のイオン自社牧場で遺伝子組換飼料や成長

ホルモン剤、抗生物質を使用せず育てた「タスマニアビーフ」などを  

取り揃えます。 

 

●健康や環境に配慮した植物由来の食品を展開 

近年、健康志向の高まりで注目されている大豆を加工した低カロリーで高たんぱくの“大豆  

ミート”を使用したハンバーグのほか、牛乳のかわりに豆乳を乳酸菌で発酵させた“大豆イソフ

ラボン”を含むヨーグルトなど植物性原料を使用した商品を取り揃えます。 

 

 

 

 

 

 

●糖質オフの商品や、食物アレルギーに配慮した「やさしごはん」を品揃え 

手軽においしく糖質をコントロールできる「糖質オフ」のデザートや

レトルト食品、冷凍食品などを取り揃えます。健康に配慮しながら無理

なく置き換え、おいしい食事を楽しむ食スタイルを提案します。 

また、家族の中に食物アレルギーをお持ちの方に向けて、家族みんな

で食べられる特定原材料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」シリーズも展開   

します。 

 

 

  ※画像はすべてイメージです。 
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●オーガニックをもっと身近に。日常使いができるお手頃なオーガニック食品 

オーガニック食品は、化学合成農薬や化学肥料などに頼らず自然の 

力を生かして生産された農産物や家畜、それらを原料にした加工食品で

す。豆乳やジャム、お茶など毎日の食卓に取り入れやすいお手頃な   

オーガニック商品を提案し、健康や環境に配慮された商品を気軽にお楽

しみいただけます。 

 

●焼きたてパンの専門店「カンテボーレ」では「毎日手作り」「毎日焼きたて」のおいしさを提供  

店内で焼きたてのミニクロワッサンやお芋のクロワッサン、くるみの 

ロールパンなどを対面形式で購入いただける販売コーナーをイオンで 

初めて導入します。また、ご当地グルメとして人気の「鳩ヶ谷ソース焼き

うどん」を使った当店オリジナルパン「鳩ヶ谷ソース焼きうどんパン」も

提供します。焼きたてのパンと、ソース焼きうどんがマッチしたおいしい

味わいをお楽しみいただけます。 

 

 

 

●歴史ある川口・鳩ヶ谷の魅力が伝わる食や地域に愛される味を提供 

川口の味噌醸造文化を復活させる取り組みとして商品化され、学校 

給食やお土産品として使用されている「川口御成道味噌(麦)」を品揃え

します。そして鳩ヶ谷で８０年以上地域に根付き工場を稼働している 

「ブルドックソース」も提供します。 

 

また、日本で唯一のベーゴマ工場が川口にあったことから名付けられた「ベーゴマクッキー」

を品揃えします。埼玉県産の小麦粉と米粉を使用した生地を、川口の鋳物で作られた焼き型を  

使って焼き上げています。そのほか、川口市領家のやさしい味にこだわった洋菓子店「ドルチェ

メンテ」のクッキー・マドレーヌなどの焼菓子や、川口市南鳩ヶ谷の口コミで人気の洋菓子店  

「よつ葉スィーツショップ」のスコーンなども販売します。 

 

 

 

 

 

 

●専門店ならではのトレンドとこだわりを伝える「イオンリカー」 

「イオンリカー」では、川口で収穫された酒米を一部使用した純米酒をはじめ、秩父ファー 

マーズファクトリー「兎田ワイナリー」の「兎田ワイン」など地域のおいしさを提案します。 

また、世界各地から厳選したイオン直輸入のワインやウィスキーなどを豊富に品揃えし、   

知識豊かなソムリエの接客でお酒選びをお手伝いします。 

 

●地域で愛されるご当地メニュー「鳩ヶ谷ソース焼きうどん」を当店でも 

近隣の「イオンスタイル新井宿駅前」や「イオン川口前川店」で地域

オリジナルメニューとして展開しているご当地グルメ「鳩ヶ谷ソース 

焼きうどん」を当店でも提供します。酸味と甘みのバランスがよい専用 

ソースを使用した“もちもち”のうどんの食感をお楽しみいただけます。 

 

川口・鳩ヶ谷ならではの「地物（じもの）」を提供 
 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●植木の街ならではの花やミニ盆栽がある生活をご提案 

「ルポゼ・フルール」は「ココロを休める・カラダを休める」を    

コンセプトに“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イオンのお花専門店です。お客さまのお好み 

のお花を１本ずつお選びいただけます。 

川口は古くから植木の街として歴史がある街です。丹精込めて育て 

られた川口市の花「テッポウユリ」を代表とする地域の花やミニ盆栽  

などを展開します。生産者の皆さまと協力し、「地域の価値」再発見に

つなげます。 

 

 

 

●「グラムビューティーク」と「ホームコーディ」が融合。ワンフロアで買物しやすい売場 

２階のフロアでは、利便性を重視した新たな取り組みとして、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」と、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」を隣接し、新生活やおうち時間、アウトドアといった生活シーンに合わせた

商品をワンフロアで、便利にまとめて買物ができる場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「グラムビューティーク」は、幅広い品揃えや利便性、専門スタッフ

の接客により、お客さまのご要望やお困りごとに、十分な満足を提供  

するバラエティドラッグストアです。 

国際オーガニック認証取得のスキンケアシリーズ トップバリュ グリ

ーンアイオーガニック「geo
ジーオ

 organics
オ ー ガ ニ ク ス

」やフランスで６０年の歴史を   

もつボタニカルブランド「YVES
イ ヴ

 ROCHER
ロ シ ェ

」など、こだわりのビューティー

ケア商品をはじめ、健康維持や体力増進をサポートする医薬品や健康  

食品、日用消耗品を取り揃えます。 

美容と健康に関する専門の知識を持つスタッフがお客さまをお迎えし、

お買物をサポートします。 
 

「ホームコーディ」では、キッチン用品や生活雑貨、寝具、家具、      

カーテンなど長く使っていただけるものから短いサイクルで買い替える

ものまで、シンプルで暮らしになじむ商品を取り揃えます。 

また、ガスコンロ等機器交換やお風呂、キッチンの交換など幅広い   

住宅関連リフォームも承ります。住まいと暮らしのお困りごとから    

ライフスタイルの変化まで、豊富な品揃えでお客さまの住環境に最適な

トータルコーディネートを提案します。 

 

日常使いの商品をまとめて展開、より便利なお買物の場を提案 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●“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。 

ウォーキングやランニング需要に対応し、普段使いもできる   

スポーツウェアや、キャップ、ポーチなどの小物も品揃えします。 

またヨガマットやバランスボール、ストレッチローラーなど自宅で

気軽にできるフィットネスグッズも取り揃えます。 

 

 

●地域の子育てを応援する「キッズリパブリック」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口市は小学校の児童数が多く、子育てファミリーが多くお住いです。「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、妊娠中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提供します。 

 ベビー用品では、妊娠中に必要なマタニティ用品や出産準備として必要な新生児衣料、      

ベビーカー、チャイルドシート、育児期の必需品のベビー服、ベビーフード、おむつなどを取り

揃えます。豊富な商品知識や接客力を身につけたイオンの社内認定資格「ベビーアドバイザー」

を取得した担当者が、お客さまのご要望やご相談に応じた商品の提案や買物のお手伝いをします。

当店ではお子さまの成長に合わせた商品が一式揃う、地域に寄り添った子育ての場を目指します。 

「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情報を発信し、リアルでも

デジタルでも地域のお子さまの健やかな成長をサポートします。 

 

 

●毎日の暮らしに寄り添うカジュアルファッションが充実 

新しい生活様式に対応し、毎日を快適に過ごせるカジュアル        

ファッションを中心に品揃えします。着用することで疲労回復が 

期待できる「トップバリュ セレクト セリアント ウェア」や機能

性インナー「トップバリュ ピースフィット」など機能や素材に   

こだわった商品を取り揃えます。 

また、シルエットにこだわり、外出でも在宅シーンでも快適に  

履けるストレッチパンツやオーガニックコットンを使用した    

Ｔシャツなどの アイテムも充実させます。 

 

  

 

  ※画像はすべてイメージです。 
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●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。昨年度

の活動一例では、子育て支援団体にリモート相談受付用のカメラや、  

障がい者相談支援団体に文具や消毒液などを寄贈し、お役立ていただい

ています。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。 

 

●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。当店でも、参加するメンバーを

新たに募集し「川口イオンチアーズクラブ」を結成する予定です。 

 

 

 

●買物かごを紫外線にて除菌する！「ジョキンザウルス」を導入 

 当店では、買物かごの持ち手を一つずつ自動で持ち上げ、紫外 

線(ＵＶ－Ｃ)を照射することで、短時間で持ち手の裏側まで除菌 

でき、１５秒照射で９９.９７％(主要部分)※と高い除菌率が実現 

できる買い物かご除菌装置「ジョキンザウルス」を導入します。 

より安全・安心にお買物ができる場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

※株式会社総合水研究所が実施した「買い物かごの付着ウイルスに対する除去性能評価試験」より。 

主要部分とは、かごの縁の長辺部分裏側などを指します。 

 

 

 

 

 

 

地域への社会貢献の取り組み 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み 

 

 ※画像はすべてイメージです。 
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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、１１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。 
  

■「ＷＥＬＬ Ｈｅａｌｔｈ－Ｓａｆｅｔｙ Ｒａｔｉｎｇ」※の取得 

当モールは、世界的な新型コロナウイルス対策への評価、 

「ＷＥＬＬ Ｈｅａｌｔｈ－Ｓａｆｅｔｙ Ｒａｔｉｎｇ」※をイオンモール上尾、イオンモール新 

利府に続き、取得しました。施設内での飛沫感染、接触感染防止対策をは 

じめ、各出入口での安全対策や施設内の清掃管理体制などを徹底し、お客 

さまや従業員が安全・安心にご利用いただける施設を目指し、管理・運営 

を行っています。 

 
※公衆衛生等の専門家の知見を踏まえて設立した「ＷＥＬＬ Ｈｅａｌｔｈ－Ｓａｆｅｔｙ Ｒａｔｉｎｇ」は、ＩＷＢＩ（Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＷＥＬＬ 

 Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）が２０２０年６月に新たに設けた「ＷＥＬＬ健康安全性評価」になります。ウィズコロナ禍において、 

来訪者や従業員などの健康と安全に配慮し、施設を管理・運営していることを第三者検証機関により、審査するグローバ 

ル基準の評価です。 

 

■取り組みの具体例 

１． 施設内換気 

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。さらに当モールは、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

配置することで、モール内の空気循環の向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
２．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。 

 

 

 

３． 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。 

 

外へ換気 

ハイサイドライト 

外へ換気 

空気の流れ 

 「イオンモールアプリや館内に混雑率を表示」 
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４． 接客・レジカウンターの飛沫防止パーテーション 

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館内の飛沫感染を防止します。 

 

 

 

 

 

 

 

５．エレベーター、エスカレーターのキープディスタンスサイン 

エレベーターおよびエスカレーター内のキープディスタンスに取り組むため、足形サイン 

とデジタルサイネージモニターを用いて、ご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

６．休憩用ベンチやソファーの配置 

   モール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。 

 

 

 

  

 

 
 

７．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。また空気清浄機を設置し、

換気を強化します。 
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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。 
 

■多様化する食のライフスタイルへの対応 

 「出前館」との連携によるフードデリバリーサービスの導入 

・フードコートやレストラン、食物販ゾーンの専門店メニューを出前館から 

ご注文いただくと、お客さまのご自宅やご希望先までお届けするフードデ 

リバリーサービスを導入します。当モール内に出前館のデリバリー拠点を 

設置することで、オーダーに速やかに対応し、利便性の高いサービスをご提供します。 
 

 「モバイルオーダーサービス」の導入 

・スマートフォンを活用し、イオンモールアプリから各飲食専門店のメニューやテイクアウト商

品をオーダーし、モバイル上で決済、店頭で待つことなく受け取ることができるモバイルオー

ダーサービスを導入します。また、「イオンスタイル川口」においても、食品売場の総菜やお

弁当をスマホから事前にオーダーし、受け取ることができるサービスを導入しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■デジタルを活用したさまざまな取り組み 

 「透過型シースルーＬＥＤサイネージ」の設置 

・セントラコートには、高さ９ｍ、幅５ｍ、４００インチ 

の透過型シースルーＬＥＤサイネージを設置。ダイナミ 

ックな映像で、専門店やイベント情報を積極的に配信し 

ます。また災害時には緊急避難放送に切り替え、お客さ 

まにご案内します。 
 

 「館内配送ネコ型ロボット」の導入 

・ネコ型ロボットが館内を自動で走行し、お客さま 

向けのご案内配布や、多様な館内デリバリーの活 

用を担います。 

 

 「ＰＡＰＡＴＴＯ
パ パ ッ ト

 ＳＴＡＴＩＯＮ
ス テ ー シ ョ ン

」の設置 

・館内でお買い物した商品の配送承りをはじめ、クローク 

サービスなど、お買物に便利なサービスを展開します。 

また、フリマアプリの発送に便利な梱包資材も販売します。 

 

 

【オーダーのイメージ】 
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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、経営ビジョンの 

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様々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。 

 

 「川口市立グリーンセンター」との取り組み 

・川口市民の憩いの場である「川口市立グリーンセンター」 

のご紹介やイベントの実施、またイオンモールアプリを 

活用した相互利用特典の提供など、さまざまなコラボレ 

ーション企画を実施します。 
 
 
 

 「埼玉県立鳩ケ谷高等学校」との取り組み 

・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」植樹祭に、県立鳩ケ谷高等学

校の学生たちをご招待し、ともに植樹活動を行います。また敷地内に園芸デザイン科学生デザ

インの花壇を作成するなど、今後近隣の学校とさまざまな連携した取り組みを推進していきま

す。 

 

【“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。 

地域の皆さまが「しあわせ」を感じる暮らしを、人生を送ることができるように。 

日々のお買い物はもちろん、さまざまな取り組みを通じて、 

「もっとしあわせ」を感じられる場「ハピネスモール」を目指していきます。 
 

【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。 

約１.５ｋｍからなる館内のウォーキングコースには、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、ゼロ次予防の視点を活かした「健康への気づきを促す空間デザイン」

を採用し、お客さま自身の歩行年齢を知り、健康への気づきを与える歩行姿勢測定システム 

「バランスウォーキング」～歩く速度や姿勢をチェックするプログラム～を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

「バランスウォーキング」 



21 

 

 多目的ホール「イオンホール」 

・３Ｆに、約２５０㎡の多目的ホール「イオンホール」を新た 

に設置。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」など各種イベントを実施 

します。 

 

 

 未来屋書店＆近隣高等学校との取り組み 

・近隣の高等学校の学生・図書委員と協力し、未来屋書店内に学生たちがおススメする書籍の 

 紹介コーナーを展開予定。また地域の方々とともに親しみ、身近に感じていただける書店を目

指し、ともにさまざまなワークショップを実施予定です。 

 

【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生活を 

便利にするだけでなく、災害に強い施設づくりで安全・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。 
 

■当モール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堅牢な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。 
 

・ 高さ６ｍ以上かつ２００㎡以上となる吹き抜け空間の天井は、スケルトン天井ルーバー天井

とすることにより単位面積当たりの重量を２ｋｇ/㎡以下とし、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、非常用発電機により防災センターや事務所などの主要な管理室および 

「イオンスタイル川口」の食品売場への電源を確保し、地域の災害支援施設となるよう 

計画しています。 
 

 断水対策 

・ 耐震性を有した受水槽（約１７０㎥）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。また、受水槽内の水は災害時のトイレ利用

を想定しており、速やかに仮設トイレを設営するためのマンホールを汚水中継槽上部に設置

しています。 
 

 情報発信拠点 

・ 近隣県における震度５弱以上の地震、テロ、噴火、台風や大規模降雨などの非常災害発生時

には、館内に設置した大型デジタルサイネージ端末を緊急テレビ放送に切り替え、お客さま

へ速やかに情報を伝達します。 
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 水害対策 

・ 川口市で定められた雨水貯留槽の約２倍の容量を確保することで、豪雨時に敷地内に降った

雨水を一時的に貯留します。 
 

【環境・地域、社会貢献活動への取り組み】 
 

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２０５０」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 

 風除室形状による空調外気負荷軽減 

・ 夏季や冬季の異常な外気温という地球環境変化に対する対策として、施設の立地状況を鑑み

風除室自動ドアを館内入口に対して側面に配置します。強風や通常の卓越風による外気の 

流入を軽減することで、館内空調負荷の削減に寄与しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 「モクイクひろば」での埼玉県産材の活用 

・ ３Ｆには、木のぬくもり溢れる子どもの遊び場「モクイクひろば」を設置します。埼玉県南

西部には、江戸時代から３００年の歴史を持つ西川林業地が広がっています。そのブランド

材である西川木材を取り入れ、子育て世代の皆さまに楽しみながら、地元の木のやさしさに

触れ、環境に思いを馳せる空間をご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 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２台、普通充電器２台）

を４Ｆ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。 

入口 出口 

館内出入口 

※画像は全てイメージです 

入口 出口 
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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。当モールでは、 

２０２１年４月１１日（日）に、地域にお住まいの皆さま約 

６００名にご参加いただき、感染防止対策を徹底し、全体の 

時間を短縮して地域の樹木を中心に４２種約３,０００本を植 

樹しました。 

 

 

【地域との調和・環境デザイン】 

 

■外装コンセプト：「川口ＧＲＥＥＮ ＨＩＬＬ」 

・外装は立体感のある壁面形状を活かし、表情の違う面が重なるような変化のあるデザインとし

ています。また、その立体感が壁面に奥行を生み出すことで、周辺環境と調和した丘のような

形状となり、カラーリングは白とグレーを基調に、やさしい色調で長年親しまれている周辺の

街並みに調和した外装色としながらも、建物の中央に位置する部分には、茶系の石目調デザイ

ンを採用し、新しいランドマークを表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 
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■内装コンセプト：「陽」-新たに生まれる「ＨＩＫＡＲＩ」のような空間 

・モール中央に位置するヒルズガーデンは、モールコンセプトである「緑溢れる公園のような環

境」を象徴するエリアとして、１Ｆのレストランから４Ｆのシネマまで、連なる丘（ＨＩＬＬ）

をイメージし、自然光溢れる開放的な明るいエンターテインメントゾーンを創出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央のヒルズガーデンには、高さ９ｍ、幅５ｍ、４００インチの透過型シースルーＬＥＤサイ

ネージを設置したイベントや情報発信の基地となる「センターコート」を配置。またイオンス

タイルと食物販ゾーンが隣接する、温もりあふれる空間「ウエストコート」、ユニクロ前には、

躍動感あふれるアクティビティをコンセプトにした「イーストコート」を配置します。連続す

る吹き抜けは、それぞれのコートを繋ぎ、開放感を感じていただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「センターコート」 

「イーストコート」 

「ウエストコート」 
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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、皆さまに便利で快適にお過ごし

いただくことです。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。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。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おります。 

 

 優先トイレ・男女共用 

音声による案内やオスメイト対応のある「男女共用優先トイレ」を各フロア２箇所以上設置し

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、施設東側風除室外部にインターフォンを設置します。 
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【イオンモール川口 専門店一覧】 

 
埼玉県初：１６店舗、地元企業：１０店舗 ※旧店からの再出店企業 ：１９店舗 
・地元企業：埼玉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、５月２６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 埼玉県初 地元企業 

１ グレディ ブリリアン レディス   

２ in the groove LAB． レディス   

３ ベイフロー レディス・メンズ   

４ チャオパニックティピー レディス・メンズ・キッズ   

５ ユニクロ                 ※ レディス・メンズ・キッズ   

６ サマンサモスモス ケイッティオ レディス   

７ アメリカンホリック レディス   

８ サックスバー 鞄・財布・小物   

９ ワンズテラス 生活雑貨   

１０ オンネマトカ シューズ 婦人靴 〇  

１１ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ 靴・レディス・メンズ   

１２ ｏｇａｗａ ＧＲＡＮＤ ｌｏｄｇｅ 川口 キャンプ用品   

１３ イオンバイク 自転車   

１４ キソラ 鞄・財布・小物   

１５ ブランドショップハピネス ブランド品   

１６ モノアース 雑貨・コスメ 〇  

１７ ジュエリーツツミ             ※ 宝飾  〇 

１８ 無印良品 生活雑貨・食品   

１９ ラフィネ／無重力マッサージ     ※                リラクゼーション   

２０ 美容室ＡＰＯＬＬＯ 美容室 〇  

２１ PAPATTO STATION 
宅配受付カウンター 

配送資材販売 
  

２２ イオン銀行ＡＴＭ            ※ ＡＴＭ   

２３ 埼玉県縣信用金庫ＡＴＭ ＡＴＭ  〇 

２４ 埼玉りそな銀行ＡＴＭ         ※ ＡＴＭ  〇 

２５ ティップネス フィットネスクラブ   

２６ ワンダープライス            ※ 買取  〇 

２７ リアット リペア   

２８ 銀座グラティア・ラココ エステ・脱毛   

２９ Michinowa ネッツトヨタ東埼玉 自動車販売   

３０ イオンクレジットサービス 金融サービス   

３１ ゴト―クリーニング クリーニング   

３２ 宝くじチャンスセンター        ※ 宝くじ   
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１Ｆ つづき 

食物販ゾーン 「Ｈｉｌｌｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ」 

ＮＯ． 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

３３ 九州屋 青果   

３４ 魚力 鮮魚・鮨   

３５ タカギフーズ 精肉   

３６ 日本一                  ※ 焼き鳥・鰻   

３７ とんかつ新宿さぼてん とんかつ   

３８ おめで鯛焼き本舗 たい焼き   

３９ 果汁工房果琳 フルーツジュース   

４０ デイジイ ベーカリー・洋菓子  〇 

４１ カルディーコーヒーファーム 輸入食品   

４２ 久世福商店 食品   

４３ ㊇ユナイテッドネイチャー フルーツサンド・グロッサリー   

４４ フロプレステージュ 洋菓子   

４５ シャンドワゾーグラシエショコラティエ チョコレート・ジェラート  〇 

４６ ＡＥＮＡ 自然食品   

レストラン街 「ＨＩＬＬS ＤＩＮＥＲ」 

４７ スターバックスコーヒー カフェ   

４８ 北海道キッチンＹＯＳＨＩＭＩ 洋食 〇  

４９ 熟成豚とんかつ わか葉 とんかつ 〇  

５０ 魚力食堂 和食   

５１ カウアイダイナー＆フードボートカフェ ハワイアンレストラン   

５２ コメダ珈琲店 カフェ   

５３ 富沢屋本店 中華ブッフェ・しゃぶしゃぶ 〇  

５４ 築地飛賀屋 和食   

５５ 承知の助ｂｙがってん寿司 回転寿司  〇 

５６ ビービーキューオリーブチキンカフェ フライドチキン   

２F 

５７ アンソレイユ レディス   

５８ グイオ アクセサリー   

５９ たまゆう 呉服   

６０ チュチュアンナ グランデ ランファン   

６１ ハニーズ                 ※ レディス   

６２ ｅｍａ＆ａｇｒｅａｂｌｅ レディス 〇  

６３ ＷＥＧＯ レディス・メンズ   

６４ ライトオン レディス・メンズ・キッズ   
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２Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

６５ アンサーガレージ レディス・メンズ   

６６ 中央コンタクト コンタクトレンズ   

６７ スリーコインズ プラス 生活雑貨   

６８ ｍｉｏ ｍｉｏ バラエティ雑貨   

６９ ココヒルズ 服飾雑貨   

７０ ＡＳＢｅｅ 靴   

７１ チェルシーニューヨーク 生活雑貨・服飾雑貨   

７２ ｅｙｅｖｏｒｙ ｂｙ ビジョンメガネ 眼鏡 〇  

７３ サンキューマート バラエティ雑貨   

７４ ザ・クロックハウス           ※ 時計   

７５ マナベインテリアハーツ 家具   

７６ 足道楽プラス 靴・インソール   

７７ ミルフローラ 宝飾   

７８ スーパースポーツゼビオ スポーツ用品   

７９ セイハイングリッシュアカデミー 英会話教室   

８０ そろばん教室８８くん そろばん教室   

８１ ａｕ Ｓｔｙｌｅ 携帯電話   

８２ ドコモショップ 携帯電話   

８３ ＫＡ・ＲＡ・ＤＡファクトリー リラクゼーション   

８４ マジックミシン              ※ 洋服お直し   

８５ イオンのほけん相談 保険   

８６ セガ アミューズメント   

フードコート「FOOD FOREST」 

８７ 築地銀だこ               ※ たこ焼き   

８８ 葵製麵 つけ麺 新業態 〇 

８９ 武蔵野うどん 澤村 うどん  〇 

９０ モンスターグリル ステーキ   

９１ 広島お好み焼 ちんちくりん お好み焼き 〇  

９２ 京都北白川ラーメン魁力屋 ラーメン   

９３ 吾照里（オジョリ） 韓国料理   

９４ びっくりドンキー ポケットキッチン ハンバーグ   

９５ 鳥さく 唐揚げ 〇  

９６ 良記餃子軒 中華 〇  

９７ ケンタッキー・フライド・チキン フライドチキン   

９８ マクドナルド ハンバーガー   

９９ ミスタードーナツ ドーナツ   

１００ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム   

１０１ ディッパーダン タピオカ／クレープ   
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３F 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

１０２ おかしのまちおか お菓子   

１０３ ｐｏsｉｔｉｖａ レディス   

１０４ ファム バイ アレイル 鞄・靴   

１０５ ｃｏｃａ レディス・メンズ   

１０６ ハイドアンドシーク 生活雑貨   

１０７ フクスケ 靴下・ルームウェア・インナー 〇  

１０８ 東急ハンズトラックマーケット バラエティ雑貨   

１０９ ヴィレッジヴァンガード バラエティ雑貨   

１１０ ロセルプラス 雑貨 〇  

１１１ Purse バラエティ雑貨   

１１２ アクアシルバー アクセサリー   

１１３ トイザらス 玩具   

１１４ 東京スターメガネ               ※ 眼鏡  〇 

１１５ ＰＥＴＥＭＯ ペット用品   

１１６ セリア                   ※ 均一雑貨   

１１７ 手芸の丸十 手芸   

１１８ #Ｃ－Ｐｌａ カプセルトイショップ   

１１９ じぶんまくら 寝具   

１２０ コドモディーポ ホビー   

１２１ iPhone修理プラント 携帯修理 〇  

１２２ 未来屋書店               ※ 書籍   

１２３ Ｚｏｆｆ 眼鏡   

１２４ ポポンデッタ                   ※ 鉄道模型・Nゲージ   

１２５ シナボン シアトルズベストコーヒー カフェ   

１２６ サイゼリヤ                ※ イタリアン   

１２７ スタジオシエル 写真スタジオ   

１２８ 学研スクエア 学習塾   

１２９ スマプラ 携帯アクセサリー   

１３０ 楽天モバイル 携帯電話   

１３１ ソフトバンク 携帯電話   

１３２ ＱＢハウス ヘアカット   

１３３ ＺＥＮ GOLF RANGE シュミレーションゴルフ   

１３４ イオンハウジング 不動産   

１３５ ほけんの窓口 保険   

１３６ ネイス体操教室            ※ 体操教室   

１３７ 保険クリニック 保険   

１３８ ヘアカラー専門店 ファーストカラー ヘアカラー 〇  

１３９ ヤマデデンキ テックランド 家電   
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３Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

１４０ ひらいし眼科 眼科   

１４１ 川口サンデー歯科・矯正歯科 歯科   

１４２ モーリーファンタジー          ※ アミューズメント   

１４３ リトルプラネット アミュ―ズメント   

 
 
 

４Ｆ 

NO. 店名 業種 埼玉県初 地元企業 

１４４ イオンシネマ シネマ   

核店舗（１Ｆ～３Ｆ） 

１４５ イオンスタイル川口 総合スーパー   
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【広域ＭＡＰ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【近隣ＭＡＰ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


