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２０２１年１月２８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 
 

～東北最大級のエンターテイメントモールが誕生～ 

「イオンモール新利府 南館」 

３月５日（金） ＡＭ９：００ グランドオープン！ 
 
 

  イオンは、２０２１年３月５日（金）、宮城県宮城郡利府町に新たな商業施設 

「イオンモール新利府 南館」（以下、「南館」）をグランドオープンします。 
 

南館は、２０００年にオープンし、２０２１年夏「イオンモール新利府 北館」（以下、 

「北館」）としてリニューアルオープンする北館と県道８号を挟み、隣接しています。 

この度、『ＬＩＶＥ ＦＵＬＬ ＤＡＹＳ』をコンセプトに、東北初となる最新の体験型 

アミューズメント施設の導入をはじめ、話題の大型ファッションやトレンドファッション、 

日々の食卓を彩るフードゾーンなど、東北最大級のエンターテインメントモールとして、地域の

皆さまに、まだ知らない興奮、感動に出会える場所として、北館とともに、利府町の魅力 

あふれるまちづくりの核となるべく、新たなにぎわいの拠点を創出してまいります。 
 

【ＴＯＰＩＣＳ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 東北最大級となる体験型エンターテインメント空間の誕生 
東北初となる最新の体験型アミューズメント施設をはじめ、東北最大級となる１１ 

スクリーンを展開するシネマ、三世代ファミリーでお楽しみいただけるエンターテイン 

メント空間が誕生します。 
 

② バラエティ豊かな食の体験をご提供 
地元の食材を提供する食物販から、さまざまな食を楽しめるフードバル、スポーツ観戦

や動物とふれあえるカフェ専門店、和洋中バラエティ豊かなフードコートやレストラン

を展開します。 
 

③ 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、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」に取り組みます。新たな換気 

システムの構築や飛沫感染防止対策など、最新の防疫対策を導入します。 
 

④ デジタルを活用した新たなショッピング体験のご提供 
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 

新しいサービスを提供します。最新の３５０インチＬＥＤビジョンによる情報発信や館内

配送ロボットの導入など、お買い物の利便性を高める取り組みを推進します。 
 

⑤ ニューノーマルに対応した買物スタイルを提案する核店舗 「イオンスタイル新利府」 
  産地直送売場や東北最大級の対面鮮魚コーナー,「健康」や「スポーツ」をテーマにした

売場、東北初となるドライブスルー方式でのネットスーパーの店舗受取りサービスなど

を展開し、ニューノーマルに対応した買い物スタイルをご提案します。 
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【イオンモール新利府 南館 コンセプト】 

 

 

 

『LIVE FULL DAYS』 
゛まだ知らない興奮・感動に出会える場所” 

お買物も、遊びも、おいしいも、ここに来れば新しい何かに出会える。 
イオンモール新利府 南館は、そんな『LIVE』な体験を提供し、 

お客さまへココロもカラダも元気になれる 
ワクワク・ドキドキな毎日=LIVE FULL DAYS を届けます。 

 

 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※画像は全てイメージです 
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【イオンモール新利府 南館 概要】 

 

・施 設 名 称  :  イオンモール新利府 南館 

・所 在 地  :  〒９８１－０１１４ 

宮城県宮城郡利府町新中道三丁目１－１ 

・電 話 番 号  :  イオンモール新利府 南館    未定 

                   イオンスタイル新利府     未定 

・責 任 者  :  イオンモール新利府 南館  ゼネラルマネージャー 芳賀 学 

                   イオンスタイル新利府    店長       千葉 順子 

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

・出店店舗数  :  核店舗   イオンスタイル新利府 

                   サブ核店舖  ユニクロ/ＧＵ/Ｈ＆Ｍ/スポーツオーソリティ/ナムコ 

                ＶＳ ＰＡＲＫ/イオンシネマ 

                   専門店   約１７０店舖 

・敷 地 面 積  :  約 １４８,０００㎡ 

・延 床 面 積  :  約 １０１,０００㎡ 

・総賃貸面積  :  約   ６９,０００㎡ 

・建 物 構 造  :  鉄骨造 地上３階建 

・駐 車 台 数  :  約  ３,８００台 

・駐 輪 台 数  :  約     ７００台 

・設計・施工  :  西松建設株式会社 

・開 店 日  :  ２０２１年３月５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 

          シネマ               ９：００～２４：００ 

                   イオンスタイル新利府１階        ８：００～２２：００ 

          イオンスタイル新利府２・３階    ９：００～２２：００ 

           ※一部営業時間が異なる売り場がございます。 

・休 業 日  :  年中無休 

・従 業 員 数  :  施設全体 約２,５００名 

（内、イオンスタイル新利府  約４４０名） 

・基 本 商 圏  :  車３０分圏内・約３４万世帯・約８１万人 

 

 【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社  広 報 部      TEL：０４３－２１２－６７３３ 

 

https://shinrifu-aeonmall.com/
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【イオンモール新利府 南館 フロア構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイリーファッション 

食物販 
「りふマルシェ」 

１Ｆ 

２Ｆ 

３Ｆ 

サービス＆クリニック 

大型ファッション 

レストラン 

 

LIVE スクエア 

デイリーライフスタイル 

レディスファッション 

フードコート 

 

アミューズメント 

キッズファッション 

ホビー＆ライフスタイル雑貨 

モクイクひろば 

バランスウォーキング 
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【イオンモール新利府 南館の特徴】 

東北初３５店舗、宮城県初７店舗を含む、約１７０の専門店  
 

 

 
 

小さなお子さまから三世代ファミリー、シニアまでお楽しみいただける最新の体験型アミュー

ズメント施設を導入。また東北最大級のスクリーン数を誇るシネマをはじめ、地域の皆さまの

期待にお応えするエンターテインメント空間が誕生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【アミューズメント】 

 ・テレビのバラエティ番組に参加しているようなアクティビティ体験ができるエンターテイン

メント施設「ＶＳ ＰＡＲＫ」が東北初出店します。約３,５００㎡の広さに世界初の猛獣か

ら逃げ切る超短距離走アクティビティ“ニゲキル”や強力なゴムに引っ張られながら走る 

“Ｒｕｎ×Ｒｕｎ”、障害物から逃げ切る“Ｊｕｍｐ×Ｊｕｍｐ”など、ここでしか体験でき

ない３１のバラエティスポーツが一同に集結､ ２時間遊び放題でお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・みんなで「楽しい」時間を共有できるゲームや遊びを提供する「ｎａｍｃｏ」が出店します。 
 

・「きづく ひろがる あそび場」をテーマに、子どもたちのための絵本と遊び場を提供する 

「フレーベル館 Ｋｉｎｄｅｒ Ｐｌａｔｚ」が東北初出店します。 

  

 

 

～東北初となるエンターテインメント施設が誕生！～ 

「アミューズメント＆シネマ」 

「ニゲキル」 「Run×Run」 「Jump×Jump」 

「３F エンターテインメントゾーン」 

「カートコーナー」 

「VS PARK」 内には３１のさまざまなスポーツアクティビティが充実。 
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【シネマ】 

 ・東北最大のスクリーン数となる１１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。また、最大の広さを誇る劇場には、イオンシネマ独自規格の 

ＵＬＴＩＲＡをはじめ、天井からの立体音響が特徴のＤＯＬＢＹ ＡＴＭＯＳを導入し、迫力 

ある映像を安心してご鑑賞いただけます。 

 

 

 

 

話題のトレンドファッションから大型ファストファッション、スポーツ専門店まで、日常に彩り

を加えるライフスタイル型専門店が多数出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

【大型ファッション】 

・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」 

 また最旬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」が隣接し、合わせて

約３,３００㎡の大型店として出店。また２Ｆには、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。 

 

 

 
 

【スポーツ＆アウトドア】 

・１Ｆには、アウトドアライフとマイホームライフを提案するコラボレーションストア 

 「ＧＲＥＥＮＨＯＵＳＥ×ＤＯＬＰＨＩＮ」が県内初出店します。 
 

・２Ｆには、約２,７００㎡の広さに、スポーツ用品やキャンプ用品など幅広い品揃えで定評の 

 ある「スポーツオーソリティ」が出店。店内には、人気のスポーツライフスタイルを提案する

「コーナーズ」を導入します。また、若い世代に人気の「ムラサキスポーツ」を導入します。 

 

【レディスファッション】 

・１Ｆには、国内外のブランドから素材や質感を吟味したセレクトアイテムを展開する 

「ＭＥＤＯＣ」が県内初出店。また、大人向けの女性をテーマに、シンプルかつベーシックな

デザインをベースにリアルクローズを提案する「ＣＡＬＮＥ」、「イェッカヴェッカ」が 

ともに東北初出店します。 

  

 

 

～話題の大型専門店からトレンドファッションまで～ 

「ファッション＆スポーツ」 

「１F・２F ファッションゾーン」 
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【ファッショングッズ】 

・コスメでは、“キレイを自由に”をコンセプトに、ライフスタイルを豊かに彩るコスメ 

ショップ「アルビオンドレッサー」が東北初出店します。 

 

・アクセサリーでは、２Ｆに国内外の有名ブランドをセレクトしたブライダルリングと 

ジュエリーの専門店「ＷＥＤＹ」、約５,０００種類のハンドメイドアクセサリーを取り扱う 

「ビジュラポール」が東北初出店します。 

 

 

 

 

■フードコート：「Ｆｏｏｄ
フ ー ド

 Ｆｏｒｅｓｔ
フ ォ レ ス ト

」 

３Ｆには和洋中バラエティ豊かな１３店舗を展開し、約１,０００席を備えるフードコート 

「Ｆｏｏｄ Ｆｏｒｅｓｔ」が誕生します。フードコート内の座席は、キープディスタンス 

を実施するため、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・肉料理では、牛タンの名店「喜助」の新業態「牛たんｋｉｔｃｈｅｎ きすけ」が出店。 

 また、質の高い北海道産の牛・豚を食材としているカルビ丼専門店「マルハのカルビ丼」が 

東北初出店します。 
 

・鳥や卵を使用した親子丼が有名な「鳥と卵の専門店鳥玉」、地元塩釜産の新鮮なマグロを使用

した話題のマグロ丼専門店「まぐろ屋やまもと」がともに、東北初出店します。 
 

・スイーツでは、もちもち食感のクレープや自家製ミルクアイスを削り、スノーアイスとして 

提供する「Ｈ’ｓ ＣＲＥＡＭ ＆ ＬＩＯＮ ＴＥＡ」が東北初出店します。 

 

■レストラン：「ＤＩＮＩＮＧ
ダ イ ニ ン グ

 ＴＥＲＲＡＣＥ
テ ラ ス

」 

１Ｆには、地元の名店から、東北初出店３店舗を含む、１６店舗が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～和洋中バラエティ豊かな食のゾーン～ 

フードコート「Food Forest」 ＆ レストラン「DINING TERRACE」 

「３F Food Forest」 

「１F DINING TERRACE」 
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・洋食を中心に展開する地元企業ハミングバードインターナショナルが手がける新業態、 

食のフードホール「フードバズール ｂｙ ｈｕｍｍｉｎｇｂｉｒｄ」がオープンします。 

約７００㎡の広い店内には、ピザやパエリア、小籠包、お寿司などご家族に人気の１３業態を 

展開。メニューごとに精算をする必要がなく、さまざまなメニューを１度のご精算でスムーズ 

にご注文いただけます。 
 

・中華では、本場中国の味をリーズナブルな価格で提供する人気の「上海常」が東北初出店。 

 また、食べ応えのある味噌ラーメンでお馴染みの「味噌乃屋田所商店」がオープンします。 
 

・肉料理では、地元宮城の牛タン専門店「牛たん炭焼 利久」、しゃぶしゃぶ専門店「但馬屋」 

 が新規出店します。 
 

・“ハワイの日常”をコンセプトに、居心地の良い空間と本格的な料理が楽しめるハワイアン 

レストラン「カウアイダイナー＆フードボートカフェ」が東北初出店します。 
 
 

【カフェ専門店】 

・２Ｆには、プロスポーツとのコラボレーションによる 

スポーツ観戦型カフェレストラン 「ＢＡＬＬＥＲ：Ｓ」 

がオープンします。大型モニターでスタジアム観戦さな 

がらの臨場感、一体感を感じながら、カフェやお食事を 

お楽しみいただけます。 

 

・さまざまな小動物とのふれあいが楽しめる本格アニマル 

カフェ「Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ」が３Ｆに 

東北初出店します。ひよこやウサギにおやつをあげたり、 

 さまざまな動物たちと触れ合うことができます。 

 

 

■食物販ゾーン：「りふマルシェ」 

１Ｆには、イオンスタイル新利府の食品ゾーンと隣接し、地元の名店を中心とした食のコン 

セプトゾーン「りふマルシェ」を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・ 東 北 や 宮 城 の 特 産 品 、 ロ ー カ ル フ ー ド を 提 供 す る グ ロ ッ サ リ ー ＆ カ フ ェ 

「アグリエの森 Ｌｅａｆ ｍａｒｃｈｅ」が出店します。 
 

・精肉では、「平田牧場金華豚」でおなじみの食肉卸直営専門店「肉匠鈴吉」が東北初出店。 

また地元かまぼこの名店「蒲鉾本舗 髙政」を導入します。 

・スイーツでは地元人気パティスリー、“ｋａｚｕｎｏｒｉ ｉｋｅｄａ”の新業態であるジェラート専門店 

 「ｇｅｌａｔｅｒｉａ ｂｏｏ ｂｏｏ ｃｏｃｈｏｎ ｂｙ ｋａｚｕｎｏｒｉ ｉｋｅｄａ」、また種類が豊富で話題のタピオカ 

専門店「タピキング」が東北初出店します。 
 
 

「１F りふマルシェ」 「１F 食物販ゾーン」 
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【その他の食の専門店】 

・グロッサリーでは、自家製造のジャムやワインが人気の「久世福商店」、世界中から集めた 

豊富な食材や珈琲がリーズナブルな価格で揃う「カルディコーヒーファーム」がオープン 

します。 
 

・宮城銘菓“萩の月”をメインに豊富な品揃えが人気の「菓匠三全」、世界の茶葉を取り扱う 

「ルピシア」を導入します。 

 

 

 

 

おうち時間がもっと楽しくなるニューノーマルなライフスタイルをご提案する専門店が充実 

します。 
 

【ホビー＆ライフスタイル雑貨】 

・１Ｆには、デンマーク発祥のファンライフ雑貨ストア「フライングタイガー コペンハーゲン」、 

 “アレも、コレも、ラクに。”をコンセプトに、ライフスタイル雑貨やアパレルを展開する 

「ＬＡＫＯＬＥ」がともに東北初出店します。 
 

・３Ｆには、１００円均一ショップダイソーの新業態、ナチュラルテイストのキッチン用品や 

化粧品を取り扱う話題の「ダイソーナチュラル」が出店します。 

 

 

 
 

・フランス生まれの調理機器専門店「ティファールストア」、また箸やお茶碗など信州木曽の 

和食器専門店「ＷＡＢＩ×ＳＡＢＩ」がともに、東北初出店です。 
 

【サービス】 

・ｉＰｈｏｎｅやＭａｃ、ｉＰａｄなど最新のＡｐｐｌｅ製品と周辺アクセサリーを専門に 

取り扱い、操作方法や修理などのサービスに特化した専門店「Ｃ ｓｍａｒｔ」が東北初出店 

します。 
 

・ヘアカット専門店では、「ＱＢハウス」をはじめ、「イレブンカット」が出店します。また、 

リラクゼーションでは、幅広い世代に人気の「ラフィネ」を導入します。 
 

・キッズでは、記念写真や赤ちゃんの写真撮影ができる子ども写真館「スタジオアリス」、 

こども英会話「セイハ英語学院」がオープンします。 

 

【Ｂｏｏｋｓ＆Ｃａｆé】 

・２Ｆには、約１,２００㎡の広さに、児童書から専門書、ステーショナリーまで幅広く扱う書店 

「未来屋書店」が出店します。併設する「スターバックスコーヒー」では、書籍とともに 

カフェを楽しみながら、三世代ファミリーがくつろげる空間を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

～皆さまの暮らしにくつろぎある生活をご提案～ 

ホビー＆ライフスタイル雑貨／サービス 
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【核店舗「イオンスタイル新利府」の特徴】 

 

核店舗「イオンスタイル新利府（以下、当店）」は、イオンリテール株式会社が運営し、１階の

食品・日用品フロアにイオン東北株式会社が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店の前身となる「イオン利府店」は２０００年４月、東北最大級のモール型ＳＣ「イオン   

利府ショッピングセンター」（現「イオンモール利府」）の核店舗「ジャスコ利府店」として    

オープンし、約２０年に渡り、東北を代表する店舗として地域とともに歩んでまいりました。 

このたび新たに「暮らしも心も“ゆたか”に。新たにつなぐ想像以上の毎日を」をコンセプトに、

地域最大級の品揃えや売場、最新のサービスやイオンの専門店が結集した東北の旗艦店として  

オープンします。 
 

Ø 宮城の「じもの（地物）」やできたての総菜など、鮮度やおいしさをお届け！ 

東北初の専門店もオープン 

宮城県内の生産者さまから直送される農産物や、石巻漁港や七ヶ浜の漁港で水揚げされた

「地獲れ鮮魚」、塩釜漁港水揚げの生まぐろ、宮城県が誇る最高級ブランド牛「仙台牛」など

地域ならではのおいしさを取り揃えます。また、宮城県産の食材も使い注文を受けてからつ

くる海鮮丼や牛たん丼など、できたてのおいしさを店内でもテイクアウトでも楽しめる東北

初の専門店もオープンします。 
 

Ø 健康と自然環境に配慮した商品やオーガニック商品を豊富に品揃え 

食品の安全性や労働環境、環境保全に配慮した持続可能な農業の証であるＧＡＰ認証を 

取得した農産物をはじめ、オーガニック野菜、ＭＳＣ認証・ＡＳＣ認証取得の「トップバリュ」

の水産物、オーガニックワイン、国際オーガニック認証取得のスキンケアシリーズなど、  

健康や自然環境に配慮した商品を豊富に取り揃えます。 
 

Ø 東北初のサービスも！リアルとデジタルを融合した楽しいお買物体験を提案 

「おうちでイオン イオンネットスーパー」では、東北初の駐車場の専用レーンで車に  

乗ったまま受け取れる「ドライブピックアップ！」やロッカーでの受け取りサービスを実施

します。また、お客さま自身が専用スマホでスキャンし、専用レジで会計をする“レジに   

並ばない、レジ待ちしない”を叶える「どこでもレジ レジゴー」を展開し、楽しいお買物   

体験を提案します。 
 

Ø 心もカラダも健やかなライフスタイルを提案するイオンの専門店が勢揃い 

高まるウォーキングやフィットネス需要に、イオンのスポーツ売場「スポージアム」を  

東北最大級の広さで展開するほか、宮城県初のイオンのフィットネスクラブ「３ＦＩＴ
ス リ ー フ ィ ッ ト

」、

靴専門店「グリーンボックス」を出店します。また、イオン初展開の天然素材にこだわった

カジュアルファッションブランドや美と健康づくりをサポートする「グラムビューティーク」

など、イオンの専門店が勢揃いします。 
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産地直送の農産物や地域の漁港で水揚げされた鮮魚などの「じもの（地物）」をはじめ、環境や

安全・安心に配慮した商品を豊富に取り揃えるほか、宮城県産の食材を使った総菜や食の専門店

など、食を通じて地域の魅力を発信します。 

 

宮城県産や安全・安心にこだわった食で毎日の暮らしを彩ります         
 

・“産地直送売場”で宮城県産の野菜や果物、加工食品、花などを提案 

 産地直送売場「宮城たべてけさいん」※１では、宮城県の生産者  

さまが育てた「仙台曲がりねぎ」や「雪菜」などの野菜や、「利府梨

を使った焼き肉のたれ」やお菓子などの加工食品など、「じもの  

（地物）」を幅広く取り揃えます。 

宮城県内の生産者さまから直送される「まごころ農家」コーナー

では、「ステーキ生しいたけ（菌床栽培）」や「今朝採れ紅ほっぺ   

いちご」など、旬の野菜や果物を約３０種類取り揃えます。ＰＯＰ

に記載の２次元バーコードを読み取ることで、生産時に使用した 

肥料や栽培期間などの情報を確認できます。 
 

また、食品の安全性や労働環境、環境保全などに配慮した持続  

可能な農業の証であるＧＡＰ認証を取得した農産物、宮城県の認証

である「Ｅマーク」※２を取得した県内の加工食品など、認証取得  

食品を集めて展開します。 
 
※１：「食べてください」という宮城の方言です。 

※２：Ｅマークは、宮城県内で生産された農林水産物の良さを活かし、地域の文化や技術にこだわりを持って作られた特産品に  

ついて宮城県が認証した食品に付けられるマークです。 

 

・石巻漁港や七ヶ浜の漁港で水揚げされた鮮魚を提供 

 東北最大級の対面鮮魚コーナーを展開し、石巻漁港や七ヶ浜の 

漁港から直送される「地獲れ鮮魚」を提供します。 

 また、塩釜漁港で水揚げされた生まぐろを丸のまま仕入れ、   

お造りやお鮨など下ろしたてのおいしさをお届けします。 

「地獲れ鮮魚」や仙台市中央卸売市場で活〆し直送される   

「朝〆鮮魚」などを使用した「魚屋の鮨」や、焼き魚やフライなど

の「魚屋の惣菜」は、鮮魚を手軽に味わえる逸品です。 
 

さらに、持続可能性に配慮し、水産資源を枯渇させることなく守り続けるための取り組みと

して、ＭＳＣ認証※３やＡＳＣ認証※４を取得した「トップバリュ」の水産物を取り扱います。 

 

※３：持続可能な漁業を推進する団体「ＭＳＣ（海洋管理協議会）」が管理している国際認証です。水産資源と環境に配慮し適切

に管理された、持続可能な漁業で獲られた天然の水産物には、証として「海のエコラベル」がつきます。 

※４：責任ある養殖業によって生産された証で、「ＡＳＣ（水産養殖管理協議会）」の審査のもとで与えられる認証です。 

 

・おいしさだけでなく、環境や安全・安心に配慮した東北産の肉を販売 

２０２０年１０月に「持続可能性に配慮した鶏肉の特色ＪＡＳ 

認証」※５の認定第１号となった岩手県産「赤鶏ひろの」を取り扱い

ます。「赤鶏ひろの」は、抗生物質や合成抗菌剤を使わずに育てられ、

適度な歯ごたえとコクのある旨みが特長です。 

※画像はすべてイメージです。 

宮城の「じもの（地物）」やできたての総菜など、鮮度やおいしさをお届け！ 

東北初の専門店もオープン 
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また、霜降りと赤身のバランス、きめの細かさなど厳しい基準を

クリアして全国で唯一最高ランクの５等級に格付けされた牛肉だけ

が称号を得られる、宮城県が誇る最高級ブランド牛「仙台牛」も  

取り揃えます。 

 
※５：「持続可能性に配慮した鶏肉の特色ＪＡＳ認証」は、生産資源の循環などの持続性とアニマルウェルフェアに配慮した 

鶏肉に与えられる認証で、国産鶏種の普及を目的に２０２０年３月に制定された新しいＪＡＳ規格です。 

 

・宮城の食材を使った総菜も提供する「リワードキッチン」と東北初の「おはぎ・餅コーナー」 

対面形式で量り売りの総菜を提供する「リワードキッチン」では、

「がんばった自分へのご褒美に、ちょっぴり贅沢なごちそうを手軽

に！」をコンセプトに、宮城の「志和姫ポーク」を煮込み「利府梨」

を隠し味に使った「宮城県産豚肉使用のやわらか煮豚」や     

「宮城県産いちごがおいしい！アボカドとチーズの贅沢サラダ」など

和洋中の総菜をご用意します。 
 

粘りとコシが特長の宮城県産もち米「ミヤコガネ」をせいろで蒸し、

店内でついたおはぎや餅を提供する「おはぎ・餅コーナー」を、    

東北のイオンで初めて展開します。北海道十勝産のつぶあんや宮城県

産大豆のきなこ、ごまのおはぎ、ずんだ餅、あんこ餅をご用意します。 
 

 焼きたてパンコーナー「Ｂｒｅａｄ
ブ レ ッ ド

 Ｆａｃｔｏｒｙ
フ ァ ク ト リ ー

」では、当店  

オリジナルパン「利府梨」のピューレを使ったビーフカレー     

フィリングを、粉から作ったドーナツ生地で包んだ「ビーフカレーパン」

から、バゲッドやピザまで、店内の石窯で焼き上げたパンを豊富に  

取り揃えます。 

 

東北初の出店も！できたてのおいしさや、こだわりの商品が楽しめる専門店    
 

東北のイオンで初めて、注文を受けてから１食ずつ調理する食の専門店をオープンします。 

店内のイートインコーナー「ここｄｅデリ」でできたてをお召し上がりいただけるほか、在宅  

ニーズに合わせたテイクアウトにも対応し、ご自宅でも専門店のおいしさをお楽しみいただけます。 

また、世界各国のコーヒー豆や菓子、調味料などを取り揃えた食品専門店「カフェランテ」や

地酒や直輸入ワインが豊富なお酒の専門店も出店します。 

 

・東北初！塩釜漁港直送の生まぐろをその場で楽しめる！海鮮丼ショップ「魚魚彩
と と さ い

」 

 「魚魚彩
と と さ い

」では、売場で販売している塩釜漁港直送の生まぐろをその場で

調理した「塩釜生まぐろ丼」や「魚魚彩握り鮨」、「気仙沼藁焼き鰹丼」など

を提供します。 

 

・東北初！“おいしい”“できたて”“お値打ち”の丼ぶり屋「たて花」 

 売場で販売している総菜の原料にも使用している宮城県産の食材 

などをアレンジし提供する丼ぶり屋「たて花」を出店します。店内で  

炊き上げた宮城県産米と宮城の「志波姫
し わ ひ め

ポーク」を使った「志波姫
し わ ひ め

   

ポークかつ丼」や一日限定１０食の「炭火焼牛たん丼」など、地域   

ならではのメニューをお届けします。 

「たて花」で提供する丼ぶりは「イオンネットスーパー」でも注文  

いただけます。 
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・東北初！本格的なカフェ併設「ｍａｍｅｉｒｏ
マ メ イ ロ

 ｂｙ ｃａｆéｒｒａｎｔ
カ フ ェ ラ ン テ

」を展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

こだわりのコーヒー豆と世界の食品専門店「カフェランテ」では、厳選豆・自家焙煎・本格 

抽出の３つにこだわったカフェを併設した最新型の珈琲専門店「ｍａｍｅｉｒｏ
マ メ イ ロ

 ｂｙ 

ｃａｆéｒｒａｎｔ
カ フ ェ ラ ン テ

（以下、マメイロ）」を東北のイオンで初めて展開します。 
 

「カフェランテ」は、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

約１,２００品目を取り揃え、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。 
  

「マメイロ」は、「豆」「色」「迷路」をコンセプトに、世界中から     

仕入れた生コーヒー豆や焙煎豆など約６０種取り揃えるほか、その場で 

コーヒー豆を焙煎し、お好みで抽出方法をハンドドリップとサイフォン 

から選べ、本格的な珈琲をお楽しみいただけます。 
 

併設のカフェでは、トーストと珈琲が楽しめるモーニングメニューや  

テイクアウトにもおすすめのパンケーキサンド、ケーキやパフェ、焼き菓子

など、軽食や珈琲にぴったりなスイーツもご用意します。 
 

また、スマホから事前に注文・決済し、来店時に商品をスムーズに受け  

取る「モバイルオーダー」は、時間を要するコーヒー豆の焙煎や珈琲の抽出

も、待たずに受け取りができるサービスです。 

 

・イオンのお花専門店「ルポゼ・フルール」で、癒しのある生活を提案 

「ココロを休める・カラダを休める」がコンセプトの「ルポゼ・   

フルール」では、気軽に花を楽しめるように、利用シーンに合わせ  

一輪挿しの切り花からギフトにぴったりなアレンジメント、ブーケ 

までご用意します。宮城の生産者さまのご協力のもと、石巻産   

「ガーベラ」や名取産「カーネーション」なども取り揃え、花を    

通じて癒しのある生活を提案します。 

 

 

・“お家時間”も充実！地酒や地ワインを取り揃えた「イオンリカー」 

蔵元「佐浦
さ う ら

」による「浦霞
うらがすみ

」や「阿部勘酒造」の「阿部勘
あ べ か ん

」など塩釜で

古くから親しまれている地酒や「南三陸ワイナリー」、「秋保
あ き う

ワイナリー」

の地ワインなどを取り揃えます。 

また、イオン直輸入のオーガニックワインをはじめ、世界各地のワイン

も取り揃え、約３,０００種類のお酒をご用意します。 

 

 

 

※画像はすべてイメージです。 
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「イオンネットスーパー」では自宅配送に加え、新たにお客さまのライフスタイルに合わせて 

ご利用いただける店舗受取りサービスのうち「ドライブピックアップ！」と「ロッカーピック  

アップ！」を展開します。また、イオンの新しいお買物スタイル「どこでもレジ レジゴー」も 

展開し、リアルとデジタルが融合したサービスで、より便利なお買物体験を提案します。 

 

・食料品や日用品などをお届けする「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

の担当店舗からご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、お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１５,０００点  

品揃えします。 

 

・東北初！ネットスーパーの注文商品をドライブスルー方式で受け取れるサービスを展開 

専用レーンやインターフォンを設置し、「イオンネットスーパー」で注文した商品を車に  

乗ったまま受け取れる「ドライブピックアップ！」を東北のイオンで初めて展開します。 

また、店外に設置した冷蔵・冷凍・常温に対応のロッカーを活用し、完全非対面・非接触で 

受け取りが可能になる「ロッカーピックアップ！」も実施します。 
 

「用事のついでや自宅で配達を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」というニーズにお応えし、配送料も不要で

忙しい毎日のお買物時間の短縮や利便性向上をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

・「レジゴー」で“レジ待ち”がない楽しいお買物体験！非対面で感染防止対策にも 

当店ではセルフレジやセミセルフレジに加え、「どこでも  

レジ レジゴー」を導入し楽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用の専用   

スマホでお客さま自身が商品の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”を可能とするほか、  

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   

好評いただいています。 

 

「ドライブピックアップ！」 「ロッカーピックアップ！」 

※画像はすべてイメージです。 

東北初のサービスも！ 

リアルとデジタルを融合した新しいお買物体験を提案 
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・東北最大級！“健康”をキーワードにしたスポーツ売場「スポージアム」 

  

 

 

 

 

 

 

 

「スポージアム」では、“スポーツウェアの快適性を日常に”をコンセプトに、「エクサ    

サイズ（ラン＆ウォーキング）」「フィットネス」「アウトドア」という３つのライフシーンを  

通じて、お客さまの健康促進をサポートします。 
 

 高まる散歩やウォーキング、ランニング需要に対応し、ちょっとした普段使いもできる   

スポーツウェアやコンプレッションインナー、キャップやポーチなど小物の品揃えを充実  

します。また、ヨガマットやバランスボールはもちろん、ストレッチローラーやパンチング  

バッグなど最新のフィットネスグッズを取り揃えるほか、体験コーナーを設けることで、   

ご自宅で気軽にできる「フィットネス」を提案します。 

 

・宮城県初！イオンのフィットネスクラブ「３ＦＩＴ
ス リ ー フ ィ ッ ト

」（４月１日オープン予定） 

  「３ＦＩＴ
ス リ ー フ ィ ッ ト

新利府店」は、マシンジムに特化したフィットネス   

クラブです。初心者でも安心して使える筋力系マシンや有酸素系

マシンから、中上級者には本格的なフリーウェイトマシンまで 

完備します。運動しやすい服装とシューズがあれば、家族みんな 

で買物ついでに気軽に通えます。 

また、安心してご利用いただける環境を提供するため、在館人数

の管理やマシンの間隔を空けるなどの対策はもちろん、「消毒用 

アルコール」や「使い切りタオル」、「飛沫防止パネル」の設置、  

顔認証システムでの入退館管理・検温による体調チェックを実施

します。 

 

・東北初導入マシンも！「健康＋快適」な商品を品揃え、イオンの靴専門店「グリーンボックス」 

  

 

 

 

 

 

 

 

「日々の暮らしを健康で快適に」をコンセプトに、健康商品として「ランニング」     

「ウォーキング」「アウトドア」の３つのスポーツカテゴリーの品揃えを拡大します。 

 

心もカラダも健やかなライフスタイルを提案するイオンの専門店が勢揃い 
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また、「水に強い商品が欲しい」といった多くのお声に応え、撥水機能を搭載した商品も充実

させるほか、「自宅にある靴に撥水加工ができたらいい」とお声にも応え、デンマーク製の撥水

加工マシン「INBOX
インボックス

」を東北で初めて導入します。１回５５０円（税込）で約１分間で加工が完了

します。 

 

・イオン初展開ブランドも！カジュアルを中心にイオンのファッション専門店が集合 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然素材にこだわったカジュアルブランド「Ｌａｂｏ
ラ ボ

 Ｓｐｅｃ
ス ペ ッ ク

」

の１号店を展開します。「大人が長く着続けられるベーシックアイ 

テムを提案」をコンセプトに、綿や麻などの天然素材を基本とし、  

素材そのもののストレッチ性や糸の太さにより、季節にあった快適

で着心地のよい商品を提案します。メンズ・レディス区別のない   

アウターやデニム、チノパンツと、同じ素材を使用したトップスや

カットソーをご用意します。  
 

「ＳＥＬＦ
セ ル フ

＋ＳＥＲＶＩＣＥ
サ ー ビ ス

」は、人と環境に配慮したサステナ

ブル（持続可能）な社会を実現するため、おしゃれを楽しみながら

環境保護に参加できるイオンのエシカルなファッションブランドで

す。オーガニックコットンやリサイクル素材など環境に配慮した 

素材を使ったレディスファッションや雑貨などの販売や、地球環境

に配慮したプロジェクトへの参加など、さまざまな取り組みを  

行っています。 
 

「トップバリュコレクション」では、「大人のスマートカジュアル」

をコンセプトに、“キレイめスタイル”でさまざまなシーンに対応で

き、着回しの良いカジュアルウエアを展開します。シルエットや  

スタイルは“キレイめ”“スマート”にこだわりながらも、着心地の

良いストレッチ性や吸汗速乾、汚れにくいイージーケアなど、   

お客さまに求められる機能も備えた商品を充実させています。 

 

・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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです。 
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「ホームコーディ」は、キッチン用品や寝具、インテリアなどの商品からリフォームまで  

取り扱い、住まいの総合コーディネートができる売場として、お客さまの暮らしをトータルで

提案します。これまで各売場で実施していた家電やオーダーカーテン、家具、リフォームなど

の承りを一括でできる「総合承りカウンター」を設置し、専門スタッフがお客さまの快適な  

暮らしをサポートします。 
 

また、カートでのお買物がスムーズにできる広い通路や、新生活や“おうち時間”といった

生活シーンに合わせた売場提案により、ゆったりと安心してお買物ができ、欲しい商品を  

見つけやすく利便性が高い買物環境を提供します。 

 

・地域の子育てを応援する、宮城県で２店舗目の「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、妊娠中

から小学生卒業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。 

イオンの社内認定資格を取得した「ベビーアドバイザー」を配置し、豊富な商品知識と接客

を通して、ご要望やご相談に応じた出産準備、育児に関する適切な商品提案と買物のお手伝い

をします。 

「キッズリパブリックアプリ」では、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方々の子育てをサポートします。 
 

東北最大級のベビー用品売場には、新たに「コンビコーナー」を設置し

チャイルドシートを豊富に取り揃えるほか、東北のイオンでは初めて導入

するノルウェー発のベビー用品ブランド「Stokke
ス ト ッ ケ

®」のハイチェア   

「トリップ トラップ」をカラーバリエーション豊かに品揃えし、地域の

子育てをサポートします。 
 

また、簡単便利なベビーフードや健康に配慮したおやつ、「ＬＥＧＯ
レ ゴ

」

をはじめとする知育玩具のほか、学童用品・ランドセルなどスクールライ

フの必需品、オーガニックコットンを使用した肌着などを取り揃えます。 

 

・アプリの事前予約で待ち時間なし！「ランドセル接客予約サービス」（４月上旬開始予定） 

「キッズリパブリックアプリ」から、あらかじめ来店日時を予約いただく

ことで、待ち時間なく専門スタッフが希望のランドセルをご案内します。 

お客さまのご都合に合わせ、待ち時間なくゆっくりとランドセルをお選び 

いただけます。 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです。 
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・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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

「グラムビューティーク」では、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、そして楽しく彩る商品を豊富に取り揃え、毎日がときめく場所を

提供します。イオンの社内認定資格を取得した「イオンビューティケアアドバイザー」や   

薬剤師をはじめ、専門の知識を持つスタッフがお客さまをお迎えします。 

 

・最新のコスメブランドから毎日の健康づくりに必要な商品まで、豊富に品揃え 

ビューティコーナーでは、肌の悩みに合わせて選べるスキンケアシリーズ

「トップバリュセレクト ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ
グ ラ マ テ ィ カ ル

」のほか、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

」など、イオンのこだわりの 商品をご用意します。 

また、プレステージブランドとして資生堂の「クレ・ド・ポー ボーテ」や

カネボウ「トワニー」、高級スキンケアブランド「SK-II」などを取り揃え、

マスク生活下で気になるお肌の美容提案をします。 
 

新感覚のヘアトリートメント「リンシングビネガー」で話題のフランスで

６０年の歴史を持つボタニカルビューティケアブランド「YVES
イ ヴ

 ROCHER
ロ シ ェ

」を 

品揃えします。世界で約９０カ国、約６,０００カ所で販売しており、日本の

店舗ではイオングループのみ販売しています。植物の持つ力を生かし、天然

由来成分を高配合したヘアケアやボディケア、スキンケア、フレグランス 

などを取り揃えます。 
 

ヘルスケアコーナーでは、健康維持や体力増進をサポートする医薬品や健康食品、サプリ  

メントなどを取り揃え、気軽に薬や健康のことを相談できる場所としてお客さまの毎日の健康

づくりをお手伝いします。 

 

・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、イオンモール内や近隣のクリニック、病院をはじめ、全国の医療機関

の処方せんを受付します。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。 

 

・ＷＥＢで注文、店舗での受け取りで配送料不要「店舗受取りサービス」 

 ファッションやベビー・キッズ、化粧品、寝具や家電・インテリアなど、イオンのオンライン

ショップ「イオンスタイルオンライン」で注文・決済した商品を店舗の各売場で受け取れる  

「店舗受取りサービス」を実施します。当店に品揃えがない商品も購入でき、仕事帰りや買物

のついでにお客さまのお好きなタイミングで受け取りが可能です。 

 

 
※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

取得予定です。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 

Ø 施設内での飛沫感染、接触感染防止対策 

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。さらに当モールでは、１Ｆ「ＬＩＶＥスクエア」に換気用の窓や各風除室に

有圧扇を設置。３Ｆフードコート「Ｆｏｏｄ Ｆｏｒｅｓｔ」上部には、大型の送風機を設置

することで、館内の空気循環強化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

空気の流れ 

空気の流れ 

外へ換気 
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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。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。 
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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。 
 

Ø 「３５０インチ大型ＬＥＤビジョン」の設置 

・１Ｆ、ＬＩＶＥ スクエア（２台）及び３Ｆイオンシネマ内（１台）に３５０インチの大型 

ＬＥＤビジョンを３台設置。専門店やイベント情報のほか、ＬＩＶＥスクエアで実施される 

イベントをリアルタイムで配信します。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 「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 

イベント情報、専門店情報などを積極的に配信し 

ます。また、１Ｆと２Ｆの吹抜け壁面には、横型 

のＬＥＤビジョンを設置します。 

 

 
 
 

Ø 「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。 

 

 

 

 

Ø 「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 

サービスや貸し出しなど、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。 
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Ø 「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。 

 

Ø 「ショッピングモビリティ」の導入 

・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 

 「ショッピングモビリティ」を導入します。 

 

 

【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。 

 

１． 「利府町観光マップ」の設置 

・３Ｆイオンホール前壁面に、「利府町観光マップ」を設置します。菅谷横穴墓群や浜田洞窟 

遺跡など、歴史に残る名所をご紹介し、利府町とともに観光促進を図ります。マップには 

宮城県登米市産のＦＳＣ認証広葉樹材を使用し、木のぬくもりや風合いを肌で感じていただく

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「利府町の歴史と歩み」コーナーの設置 

・新利府南館と北館を結ぶ接続ブリッジに、自然豊かな利府の歴史と移り変わる美しい四季の 

 変化をご紹介するコーナーを設置します。 
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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。 
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】 
 

Ø 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１.８ｋｍ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～や、デザインや音を

利用して、つい上がりたくなるような階段、「クライムウォーキング」～記憶や想像力に 

はたらきかけるプログラム～を設置。身体活動の増加に寄与し、健康増進支援による地域貢献

を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø 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。 

 

 

 

 

Ø ハピネスモール！キッズワークショップの開催 

・近隣の園児や小学生を対象に、専門店にご協力いただき、父の日や母の日など、プレゼントを   

制作する無料のワークショップを開催します。その他にもご家族でご参加いただけるイベント

を多数実施予定です。 

 

 

「バランスウォーキング」 「クライムウォーキング」 
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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 

Ø 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 

Ø 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 

「イオンスタイル新利府」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。 
 

Ø 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。 
 

Ø 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。 

 

Ø 水害対策 

・ 利府町発行のハザードマップ（浸水想定図）による浸水高さよりもモール１Ｆ床面を高く 

設定し、浸水防止を図っています。 
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【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 
 

Ø 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ø 「モクイクひろば」での宮城県産材の活用、ＦＳＣ®プロジェクト認証（全体認証）の取得 

３Ｆに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。この取り組み

は宮城県産材をふんだんに取り入れ、宮城県の令和２年度、木の香るおもてなし普及促進 

事業に採択されました。また環境保全の視点から適切に管理された森林を支援すべく、責任

ある調達をされたスギ材・ナラ材の使用について、２０２１年１月にＦＳＣ®プロジェクト認

証(全体認証)を取得しました(ＦＳＣ® Ｐ００１８５０)。大型商業施設として国内初の 

事例となります。子育て世代の皆さまにとって地元の木のやさしさに触れ、環境に思いを 

馳せる一助となれば幸いです。 

  

 

 

 

 

 

 

Ø 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。 

 

入口 出口 

館内出入口 

入口 出口 

※画像は全てイメージです 
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Ø 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。 

 

 

Ø 「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、２０２０年１１月１５ 

日（日）に、地域にお住まいの皆さま約２００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６８種 約１,０００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︓RHYTHM-つながる臨場感-＞ 
外装は白とグレーを基調とし、シンプルな三角形の装飾を配置することで、リズミカルな 

ファサードに仕上げています。この三角形の一部にイルミネーションを配置し、夕方から夜間に

かけて全長１５０ｍにわたるイルミネーションが煌びやかに光り、エンターテインメントモール

としての楽しさやお客さまの弾む気持ちを表現しています。 
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＜ランドスケープコンセプト︓森につながる憩いのみどり空間＞  

１Ｆメインエントランス前は、地域の皆さまが集い憩いの場としてご利用いただけるよう、 

緑豊かな樹木とベンチを配置し、ＬＩＶＥ スクエアのガラスファサードの曲面と調和し、館内 

からも自然が見渡せるよう連続性をもたせています。また、ガラス面に近い空間は、樹木の周り

をツリーサークルで囲い、四季の変化を感じられるケヤキのキャノピーがお客さまをお迎え 

します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
＜内装コンセプト︓TOGETHER-コミュニティ空間-＞ 
連続する吹抜け空間を活かし、上下階でイメージを統一することで、お客さまに広く解放感を

感じられる館内に仕上げています。１ＦＬＩＶＥ スクエアに設置した２台の大型ＬＥＤ 

ビジョンより、館内のイベント映像をライブ配信する等、お客さま同士がともに楽しめる空間

づくりを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各カテゴリーに合わせた空間演出＞ 
エンターテインメントゾーンやキッズゾーンなど、カテゴリーごとに空間演出を施し、 

楽しさとにぎわいを感じられる空間を提供します。３Ｆのキッズゾーンは、専門店ゾーンと 

ベビー休憩室、女性用パウダールーム、トイレなど、統一の空間デザインを採用し、子育て 

世代が買い物＋αの楽しさを感じていただける空間を創出します。 
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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。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。 

Ø 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。 

Ø 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。 

 

Ø 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。 

Ø 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、およびＬＩＶＥ スクエアの大階段脇に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。 

 

Ø 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、利府街道側のシネマ西入口風除室内にインターフォンを設置

します。 
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【イオンモール新利府 南館 専門店一覧】 

 
東北初（新業態含）： ３５店舗、宮城県初： ７店舗、地元企業： ２６店舗  
・東北：青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県の６県 
・地元企業：宮城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、１月２８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 東北初 宮城県初 地元企業 

１ GU レディス・メンズ・キッズ    

２ ユニクロ レディス・メンズ・キッズ    

３ アズールバイマウジー レディス・メンズ    

４ アメリカンホリック レディス    

５ 
アースミュージック＆エコロジー  

ナチュラルストア 
レディス    

６ ロペピクニック レディス    

７ ミルクルーム ライクアフラワー レディス    

８ オペークドットクリップ レディス    

９ CALNE レディス ○   

１０ イェッカ ヴェッカ レディス ○   

１１ MEDOC レディス  ○  

１２ フランボン レディス・メンズ・キッズ  ○  

１３ ブランドショップハピネス ブランド品    

１４ C smart Apple専門店 ○   
１５ レビテイト パワード バイ オン 靴 ○   

１６ ジュエリーツツミ 宝飾    

１７ アルビオン ドレッサー コスメ ○  ○ 

１８ サックスバー 鞄・財布小物    

１９ ミルフローラ・ドゥ 宝飾    

２０ オンネマトカシューズ 靴 ○   

２１ BK home インテリア  ○ ○ 

２２ WABＩ×SABI 和雑貨 ○   

２３ ティファール ストア 調理器具 ○   

２４ フライングタイガー コペンハーゲン ライフスタイル雑貨 ○   

２５ LAKOLE レディス・メンズ・雑貨 ○   

２６ グリーンハウス × ドルフィン ライフスタイル雑貨  ○  

２７ kissora＋日乃本帆布 鞄・財布小物 ○   

２８ アイシティ コンタクトレンズ    

２９ アジアナーセリー 生花・観葉植物   ○ 

３０ ドコモショップ 携帯電話    
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１Ｆ つづき 

ＮＯ． 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

３１ auショップ 携帯電話    

３２ ソフトバンク 携帯電話    

３３ イオン銀行 銀行    

３４ 整体院オアシス リラクゼーション    

３５ 建てる窓口 不動産   ○ 

３６ 美容室イレブンカット 美容室    

３７ 買取専門店大吉 リサイクル用品    

３８ リアット！ リペア    

３９ チャンスセンター 宝くじ    

４０ イオンのほけん相談 保険    

４１ カメラのキタムラ ＤＰＥ    

４２ 小学館の幼児教室 ドラキッズ 幼児教室    

４３ メガブルーバード 英会話    

４４ もみの木整骨院 整骨   ○ 

４５ 金犬くん 金券ショップ    

４６ イオンカードお問合わせカウンター クレジットカード    

４７ 久世福商店 グロッサリー    

４８ カルディコーヒーファーム グロッサリー    

４９ 菓匠三全 和洋菓子   ○ 

５０ ルピシア 茶葉    

５１ GODIVA チョコレート    

食物販ゾーン 「りふマルシェ」 

５２ アグリエの森 Leaf marche 生鮮・物産品   ○ 

５３ 肉匠鈴吉 精肉 ○   

５４ OHAGI３ スイーツ ○   

５５ 蒲鉾本舗 髙政 かまぼこ   ○ 

５６ タピキング タピオカ ○   

５７ gelateria boo boo cochon by kazunori ikeda ジェラート 新業態  ○ 

５８ ハートブレッドアンティーク ベーカリー    

レストラン街 「ＤＩＮＩＮＧ ＴＥＲＲＡＣＥ」 

５９ 和食 飛賀屋 和食    

６０ すし清次郎 回転寿司    

６１ とんかつ新宿さぼてん とんかつ    

６２ 上海常 中華 ○   

６３ カウアイダイナー＆フードボートカフェ ハワイアン ○   

６４ Ｒｏｊｉｕｒａ Ｃｕｒｒｙ ＳＡＭＵＲＡＩ． スープカレー    

６５ 味噌乃屋田所商店 ラーメン   ○ 

６６ しゃぶしゃぶ但馬屋 しゃぶしゃぶ   ○ 

６７ 牛たん炭焼 利久 牛タン   ○ 

６８ フードバズール by hummingbird マルシェ 新業態  ○ 
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レストラン街 つづき 

ＮＯ． 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

６９ ベイクドマジック シュークリーム・カフェ    

７０ 五穀 和食    

７１ Italian Kitchen VANSAN イタリアン  ○  

７２ やっぱりステーキ ステーキ    

７３ スターバックスコーヒー カフェ    

７４ 星乃珈琲店 カフェ    

 

２Ｆ 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

７５ H＆M レディス・メンズ・キッズ    

７６ スポーツオーソリティ＋コーナーズ スポーツ用品    

７７ ライトオン レディス・メンズ・キッズ    

７８ ムラサキスポーツ アクションスポーツ    

７９ m.f.editorial レディス・メンズ    

８０ エメフィール ランファン    

８１ ANAP レディス    

８２ チャイハネ エスニック雑貨    

８３ きものおおみ 呉服    

８４ コムサイムズ レディス・メンズ・キッズ    

８５ Ikka レディス・メンズ    

８６ タカキュー レディス・メンズ    

８７ SM2 keittio レディス    

８８ ロデオクラウンズ ワイドボウル レディス・メンズ    

８９ アンサーガレージ レディス・メンズ ○   

９０ サード シルバーアクセサリー   ○ 

９１ ハッシュパピー レディス・メンズ    

９２ リルマーヴ レディス    

９３ フレーベル館 Kinder Platz 絵本読み聞かせ ○   

９４ B-DESIGN home 枕    

９５ CHELSEA New York ライフスタイル雑貨    

９６ ABC-MART 靴    

９７ 未来屋書店 書籍    

９８ ビジュラポール アクセサリー ○   

９９ WEDY 宝飾 ○   

１００ ゴーナッツ レディス・メンズ    

１０１ サンキューマート ３９０円均一    

１０２ オーサムストア ライフスタイル雑貨    

１０３ Zoff 眼鏡    

１０４ JINS 眼鏡    
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２F つづき 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１０５ スタディオ エス 鞄  ○  

１０６ レクラ レディス  ○  

１０７ スリエスコスメティクス 韓国コスメ ○   

１０８ ギフトハット 帽子 ○   

１０９ Ｓｈｏｅｓ Ｓｔｏｃｋ 靴   ○ 

１１０ ベーネポスト レディス・メンズ・キッズ   ○ 

１１１ スターバックスコーヒー カフェ    

１１２ 果汁工房果琳 フルーツジュース    

１１３ LEMONADE by Lemonica レモネード    

１１４ サーティワン アイスクリーム アイスクリーム    

１１５ BALLER：S カフェ 新業態  ○ 

１１６ サイゼリヤ イタリアン    

１１７ ほけんの窓口 保険    

１１８ マジックミシン リペア    

１１９ QBハウス ヘアカット    

１２０ ヘアーサロン CHIC NOIR 美容室   ○ 

１２１ ラフィネ リラクゼーション    

１２２ 銀座グラティア・ラココ エステ・脱毛    

１２３ JTB 旅行    

１２４ 眼科 眼科    

１２５ 利府こども歯科・大人歯科 歯科   ○ 

１２６ セキスイハイム暮らしミュージアム利府 住宅   ○ 

 
３F 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１２７ プティマイン キッズ    

１２８ アプレレクール キッズ    

１２９ ベビードール キッズ    

１３０ グーティー キッズ    

１３１ パティズ ファンシー雑貨    

１３２ ３COINS＋plus ３００円ショップ    

１３３ Yogibo Store ビーズソファ    

１３４ 島村楽器 楽器・音楽教室    

１３５ ガチャガチャの森 ガチャガチャ    

１３６ スマプラ 携帯電話アクセサリー・修理 ○   

１３７ ダイソーナチュラル １００円ショップ 新業態   

１３８ ザ・クロックハウス ニューベーシック 時計 ○   
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３Ｆつづき 

NO. 店名 業種 東北初 宮城県初 地元企業 

１３９ ドクターエア 美容健康器具    

１４０ バンダレコード CD・DVD    

１４１ F PREMIUM PLAZA 健康器具    

１４２ ドンドンダウン オン ウェンズデイ ユニセックス・買取    

１４３ メガネのアイガン 眼鏡・補聴器    

１４４ イオンバイク 自転車    

１４５ UQスポット 携帯電話    

１４６ コジマ×ビックカメラ 家電    

１４７ スタジオアリス 写真館・レンタル衣装    

１４８ セイハ英語学院 こども英会話    

１４９ Moff animal cafe アニマルカフェ ○   

１５０ こととや by HOMECOMING グロッサリー    

アミューズメント 

１５１ ナムコ アミューズメント    

１５２ VS PARK アミューズメント ○   

１５３ イオンシネマ シネマ    

１５４ モーリーファンタジー アミューズメント    

フードコート「Food Forest」 

１５５ マクドナルド ハンバーガー    

１５６ 丸亀製麺 うどん    

１５７ 築地銀だこ たこ焼き   ○ 

１５８ ミスタードーナツ ドーナツ   ○ 

１５９ ドトールコーヒーショップ カフェ    

１６０ H’s CREAM / LION TEA 獅子茶 スイーツ・ティースタンド ○   

１６１ えびそば えび助 ラーメン   ○ 

１６２ 仙台辛み噌ラーメン 味よし ラーメン   ○ 

１６３ テキサスキングステーキ ステーキ ○   

１６４ まぐろ屋やまもと まぐろ丼   ○ 

１６５ 鳥と卵の専門店 鳥玉 鳥料理・卵料理 ○   

１６６ マルハのカルビ丼 カルビ丼 ○   

１６７ 牛たん Kitchen きすけ 牛タン 新業態  ○ 

核店舗 

１６８ イオンスタイル新利府 総合スーパー    
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【広域ＭＡＰ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近隣ＭＡＰ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


