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２０２１年６月２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 
 

～北陸エリア最大級！約２００店舗が集結～ 

「イオンモール白山」 

７月１９日（月） ＡＭ９：００ グランドオープン！ 
 

  イオンは、２０２１年７月１９日（月）、石川県白山市横江町に新たな商業施設 

「イオンモール白山」（以下、当モール）をグランドオープンします。 
 

当モールは、金沢市中心部から南西約７ｋｍに位置し、市内外からのアクセス性に優れ、北

陸３県からの集客も期待できる立地です。 

 この度、「地域とともに、地域のために、『かがやきたい』を叶える街を」コンセプトに、北

陸エリア最大級となる食のゾーンや話題のトレンドファッション、カルチャー、エンターテイ

ンメントまで、幅広い世代の方々に「喜び」、「驚き」、「感動」体験をご提供し、地域の交流

拠点を担う、街のにぎわい拠点として、グランドオープンします。 
 

【ＴＯＰＩＣＳ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜北陸初５３店舗、石川県初２２店舗、北陸エリア最⼤となる約２００店舗が集結︕〜 
 

Ø グランシェフズキッチンからフードホール、地域最大級の「食」をご提案 

日本を代表する各界のシェフがプロデュースする料理を楽しめる新業態「グランシェフ

ズキッチン」をはじめ、地元の人気店が揃うフードホール、三世代ファミリーでご利用

いただけるレストランやフードコートなど約５０店舗が展開する「食」の世界が広がり

ます。 
 

Ø 「かがやき、あつまるプロジェクト」 地域との連携”ローカライズ”の取り組みを推進 

地域の課題に適切に対応し、社会活動の更なる発展に寄与することを目的に、白山市内

に所在する３校との産学連携協定を締結。「かがやき、あつまるプロジェクト」とし

て、さまざまな地域との連携“ローカライズ”の取り組みを推進します。 
 

Ø 災害時の復興拠点としての機能確保 

「ＬＰガス災害バルク(災害対応型のＬＰガス供給システム)設備」を導入し、停電時で

も運転可能なＧＨＰ※空調システムを採用。また白山市との「地域貢献連携協定」を締 

結し、地域の防災拠点としての役割を担います。 

※ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動させるガスヒートポンプエアコンの略称 

 
Ø 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し、防疫対策を実施。お客さまや従業員の「安

全・安心」の先にある価値をご提供します。 
 
Ø 核店舗 「イオンスタイル白山」 

「新鮮」で「健康的」で「地域に密着」した商品・サービスを提供するほか、スマホで 

商品を読み取りながら買物できる「レジゴー」や、「ＡＩ」カメラを活用した接客、  

ネット注文品の”ドライブスルー受け取り”など、新たな買い物体験をご提供します。 
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【イオンモール白山 コンセプト】 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域とともに、地域のために、『かがやきたい』を叶える街を。 

 

「喜び」、「驚き」、「感動」の体験を。 

最高のショッピングエクスペリエンス(購買体験)をご提供。 

※パースは全てイメージです。 
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【イオンモール白山 概要】 

 

・施 設 名 称  :  イオンモール白山 

・所 在 地  :  〒９２４－８７７７ 

石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内１街区 

・電 話 番 号  :  イオンモール白山     未定 

                   イオンスタイル白山   未定 

・責 任 者  :  イオンモール白山    ゼネラルマネージャー 小寺 和也 

                   イオンスタイル白山   店長      福口 正 

・ＨＰアドレス  :  https://hakusan.aeonmall.com/ 

・出店店舗数  :  核店舗   イオンスタイル白山 

                   サブ核店舖  ユニクロ/ジーユー/ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 

スーパースポーツゼビオ/ジョーシン/ＭＩＲＡＩＮＯ 

イオンシネマ 

                   専門店   約２００店舖 

・敷 地 面 積  :  約 １７５,０００㎡ 

・延 床 面 積  :  約 １１０,０００㎡ 

・総賃貸面積  :  約  ７４,０００㎡ 

・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    ２８０台 

・設計・施工  :  鹿島建設株式会社 

・開 店 日  :  ２０２１年７月１９日（月） 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          １０：００～２４：００ 

                   イオンスタイル白山 １Ｆ   ８：００～２２：００ 

                 ２Ｆ・３Ｆ  ９：００～２１：００ 

           ※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、イオンスタイル白山  約４５０名） 

・基 本 商 圏  :  車２０分圏内・約１７万世帯・約４４万人 
 

 【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社 社長室 広報グループ   TEL：０４３－２１２－６７３３ 

       

https://hakusan.aeonmall.com/
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【イオンモール白山 フロア構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ 

２Ｆ 

3Ｆ 

食物販ゾーン 
「白山マルシェ」 

Grand Chef’s Kitchen 
FOOD HALL LOKU 

トレンド&ライフスタイルファッション 

レストラン 
「FOOD STREET」 

カジュアルファッション＆グッズ 

ファミリー＆サービス 

フードコート 
「FOOD FOREST」 

アミューズメント 
「MIRAINO」 

ホビー＆サービス 

デイリーファッション＆サービス 

バランスウォーキング 

子どもの遊び場「おかしのおうち」 

子どもの遊び場 
「きょうりゅうのおうち」 
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【イオンモール白山の特徴】 

北陸初５３店舗、石川県初２２店舗を含む、約２００の専門店  
 

 

 
 

日本を代表するシェフがプロデュースするレストラン「Ｇｒａｎｄ Ｃｈｅｆ’ｓ Ｋｉｔｃｈ

ｅｎ」から、バラエティ豊かな食が楽しめるレストラン「ＦＯＯＤ ＳＴＲＥＥＴ」、キッズ

ゾーンを設け、ファミリーでお食事が楽しめるフードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」など

エリア最大級となるグルメゾーンを展開します。 

 

■１Ｆレストラン 「Ｇｒａｎｄ
グ ラ ン

 Ｃｈｅｆ’ｓ
シ ェ フ ズ

 Ｋｉｔｃｈｅｎ
キ ッ チ ン

」 

・地元の食材を活用し、「ここでしか召し上がれない特別なメニューをキッチンカウンターで

愉しむ」をコンセプトに、日本を代表する５名のシェフがプロデュースするレストラン 

 「Ｇｒａｎｄ Ｃｈｅｆ’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ」が国内初出店します。辻口シェフが手がける

「カフェ ドゥ アッシュ」では、北陸の素材をふんだんに使用したスイーツやペアリングを

念頭にセレクションしたオリジナルブレンドティーをお楽しみいただけます。また店内に

は、国際ビジネス学院スーパースイーツ製菓専門学校の学生が運営する 

「学生のパン屋さん」もオープンします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

■１Ｆ「ＦＯＯＤ
フ ー ド

 ＨＡＬＬ
ホ ー ル

 ＬＯＫＵ
ロ ク

」 

・地元金沢の人気レ ストランを運営す る６社が結集し、 手がけた新業態 

「ＦＯＯＤ ＨＡＬＬ ＬＯＫＵ」がオープンします。スペイン、イタリアン、ステーキ、中

華、和食、スイーツ、アルコールなど１７種類のメニューを展開。高さ９ｍを誇る吹き抜け

の大空間に「やまびこ横丁」、「焚き火ストリート」、「天空マルシェ」、「ニジイロファ

クトリー」の４つのエリアで構成。テーマパークのように楽しみながら、さまざまなメニュ

ーをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
■２Ｆレストラン 「ＦＯＯＤ

フ ー ド

 ＳＴＲＥＥＴ
ス ト リ ー ト

」 

・２Ｆには、北陸初出店６店舗、県内初出店４店 

舗を含む、和洋中バラエティ豊かな１４店舗が 

揃う「ＦＯＯＤ ＳＴＲＥＥＴ」を展開します。 

 
 

〜エリア最⼤級のグルメゾーンが誕⽣〜 
「Ｇｒａｎｄ Ｃｈｅｆ’s Ｋｉｔｃｈｅｎ」 ＆ レストラン・フードコート 

 

坂井 宏⾏（フレンチ） 
「イル・ド・レ」 

 

奥田 政⾏（イタリアン） 
「イル・ケェッチャーノ」 

笠原 将弘（和食） 
「らはさか」 

辻口 博啓（スイーツ） 
「カフェ ドゥ アッシュ」 

魏 賢耀（中華） 
「菜⾹樓」 
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【和食】 

 ・和食では、能登門前米を使用し、釜土炊きごはんにこだわる和定食専門店「穂のしずく」、

名古屋の老舗うなぎ問屋が提供する評判の「うなぎの中庄」も北陸初出店します。 
 

・お寿司では、北陸の海の幸を手ごろな価格で提供する「もりもり寿し」がオープンします。 
  

 【洋食】 

 ・イタリアンでは、小皿料理のタパスを豊富に展開する「イタリアンキッチン バンサン」が県

内初出店。また、旨味たっぷりのハンバーグを一つ一つ丁寧に手ごねし、専用の鉄板でお客

さまにご提供するハンバーグ専門店「グリル蔵敷」が北陸初出店します。 
 

 【カフェ】 

 ・金沢市で創業９０年以上を誇る金澤やまぎし養蜂場が手掛ける“はちみつとチーズ”をコン 

セプトにしたカフェの新業態「みつばちかふぇ＆キッチン」がオープンします。はちみつか 

け放題で、相性抜群のチーズ料理をお召し上がりいただけます。 
 

■３Ｆフードコート「ＦＯＯＤ
フ ー ド

 ＦＯＲＥＳＴ
フ ォ レ ス ト

」 

・３Ｆフードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」には、客席は約１,０００席を備え、１４店舗が 

出店します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・麺類では、店内仕込みのつるつるもちもちした自家製麺と無添加だしが人気のうどん専門店 

「伊吹や製麺」が北陸初出店。また豚骨スープと和風だしを黄金比でブレンドした“和風とんこ

つラーメン”が話題の「らうめん侍」が出店します。 
 

・丼ものでは、金沢・白山市内で焼肉店を展開するＳｐｅｒａｎｚａの新業態、肉丼専門店 

「牛と米」がオープンします。また、鮮度にこだわった海鮮や野菜を独自の手法で揚げ、ヘルシ 

ーな天ぷらを提供する「天ぷら 喜久や」が出店します。 
 

・世界各地にある多種多様なチーズをお肉やパスタにたっぷりとかけて楽しむチーズ料理専門店 

「ラニーチーズＨＵＴ」が県内初出店します。 
 

■１Ｆ食物販ゾーン「白山マルシェ」 

・１Ｆにはイオンスタイルの食品ゾーンと隣接し、地元の食材を扱う生鮮三品や話題のグロッサ 

リー、洋菓子まで、１２店舗が展開する食物販ゾーン「白山マルシェ」が誕生します。 
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【生鮮三品】 

・創業８０年、地元人気鮮魚店「大口水産」が出店。また、国産ブランド牛を中心とした品質の

良い精肉をお届けする「肉匠かみむら」が北陸初出店します。その他、野菜や果物を独自の

ルートで仕入れ、徹底的に鮮度にこだわった商品を提供する「サンフレッシュ（仮称）」が

北陸初出店します。 
 

【ベーカリー・スイーツ】 

 ・ベーカリーでは、マジカルチョコリングが話題の「ハートブレッドアンティーク」やフラン

ス産の発酵バターをたっぷり使用し、ふんわりサクサクのアップルパイを提供する 

「ＤＯＬＣＥ＆ＭＡＲＣＯ」がともに北陸初出店します。 
 

 ・スイーツでは、白山市の老舗和菓子店（田中屋、圓八、雅風堂）が共同で展開する新業態 

 「ＳＨＩＲＡＹＡＭＡ ＳＷＥＥＴＳ ＦＡＣＴＯＲＹ」がオープンします。 

 

 

 

 

 

 木目調のモダンな空間で書籍を楽しんだり、スポーツをテーマにした最新の体験型アミューズ

メント施設で遊んだり、シネマでゆったりとした時間を過ごすなど、「トキ」を感じることが

できる空間を創出します。 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

【ブック＆カフェ】 
 

■１Ｆ「ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ」 

 ・１Ｆには、県内初出店となる書店とカフェが融合した「ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ」 

  が約１,８００㎡の広さでオープンします。店内に併設される「スターバックスコーヒー」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。さらに店内にはキッズスペースを 

  設け、北陸最大級となる約２万冊の児童書を取り揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜“トキ”を楽しむ・遊ぶ・過ごす〜 
「エンターテインメント」＆「サービス」 
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【アミューズメント】 
 

■３Ｆスポーツ＆エンターテインメント「ＭＩＲＡＩＮＯ」 

・カプコンが提案するスポーツとエンターテインメントを融合した新業態の体験型アミューズ

メント施設「ＭＩＲＡＩＮＯ」を導入します。大型フィジカルアクティブゾーン 

「Ｃｒａｚｙ ＢＡＮｅｔ」では、１０ｍの高さを誇るクライミングウォールや初心者の方で

も楽しめるレクレーショントランポリンなど大型遊具を設置。また、カプコンのオリジナル

ＶＲを楽しめる「ＶＲ－Ｘ」、ｅ－Ｓｐｏｒｔｓの大会が開催される 

「ＣＡＰＣＯＭ ｅ－Ｓｐｏｒｔｓ ｃｌｕｂ」など、最新のアミューズメント空間が誕生し

ます。  

 

 

 

 

 

 

  

【シネマ】 

 ・３Ｆには、１０スクリーン、１,１１８席を擁する「イオンシネマ」 

が出店します。リクライニングシートや、こだわりのサウンドで楽 

しむグランシアターを導入。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」を採用しています。 
 

【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に特化した専門店「Ｃ ｓｍａｒｔ」が県内初出店します。 
 

 ・料理教室では、全国約２８万人が通う料理 ･パン ･ケーキなどが学べる人気の 

「ＡＢＣクッキングスタジオ」が出店します。 
 

・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」、「そろばん教室８８くん」が出店します。 
 

 ・フィットネスでは、１日３０分からの無理のない運動で気軽に通える女性のためのフィット

ネス「カーブス」がオープンします。 

 

 

 
 

 今をときめく流行のトレンドファッションから日常を彩るライフスタイル雑貨専門店まで、 

 皆さまの暮らしを豊かにする話題の専門店が出店します。 

  

 

 

 

 

 

 

〜カジュアルからトレンドファッションまで〜 
「ライフスタイルファッション」＆「グッズ」 

「Crazy BANet」 「e-Sports club」 

「グランシアター」 
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【大型専門店】 

 ・１Ｆには、カジュアルファッションを代表する「ユニクロ」と「ジーユー」が隣接し、  

合わせて約３,８００㎡の大型店として出店。２Ｆには、野球やサッカーなどのスポーツ用 

品から、ウエアやアウトドアまで豊富に展開する「スーパースポーツゼビオ」を導入しま

す。また家電・おもちゃの専門店「ジョーシン」が出店します。 
 
 

【ユニセックス】 

 ・アメリカンプレッピーにツイストを利かせたデザインをフューチャーし、クールなスタイル

を発信しつづける「トミーヒルフィガー」が県内初出店。また、ブランドの創始者ルネ・ラ

コステのブランドヘリテージを余すことなく表現した、新コンセプトストア「ラコステ」が

オープンします。その他、“ファッション×スポーツ”をコンセプトに、日常にスポーツが

溶け込んだ「アクティブライフスタイル」を提案する「ＨＵＬＬＥ」が出店します。 
 
 

【ライフスタイルファッション】 

 ・自然体で自分らしいライフスタイルを提案する「チャオパニックティピー」が北陸初出店。 

  また、海外の邸宅をイメージし、各お部屋ごとをリアルに再現。ウエア、雑貨・小物、アウト

ドアギアなど、ライフスタイルにまつわるさまざまなアイテムをご提案する 

「Ｍａｉｓｏｎ ｄｅ ＣＡＬＮÉ」がオープンします。 
 

 ・人やくらしに“スタイル”を加えることで、自分らしさを創造するしあわせを提供する 

 「ｎｉｋｏ ａｎｄ...」がカフェを併設し、県内最大級の広さとなる約９００㎡の大型店で出

店。また健康的でスタイリッシュなライフスタイルを提案する「ベイフロー」が県内初出店

します。 

 

 

 

 

 

【レディスファッション】 

 ・お洒落にこだわりを持ち、都会的に洗練された大人の女性に向けたスタイル提案型のセレク

トショップ「ハミルトンエッセンス」、品質やトレンド性に優れた国内外のブランドとのタ

イアップアイテムをミックスした大型セレクトショップ「ＧＡＲＮ」が北陸初出店します。 
 

 ・“リラックス＆ラグジュアリー”をコンセプトにしたモダンで都会的なリアルクローズをお

届けする「イェッカヴェッカ」が北陸初出店します。 
 
 

【ライフスタイル雑貨】 

・北欧デンマークで誕生した雑貨ブランド「フライングタイガーコペンハーゲン」が北陸初出

店。キレイを応援するコスメや、毎日を彩るトキメキの雑貨があふれる「ＰＬＡＺＡ」を導

入します。 
 
 

・毎日をもっと素敵に愛おしく、心地よい刺激と彩りのある暮らし“ｓｐｉｃｅ ｏｆ ａ ｄ

ａｙ”を提案する「アフタヌーンティー・ホーム＆リビング」が出店。また「食」をテーマ

にした新しいライフスタイルショップ「スリーリトルソングバーズ」が北陸初出店します。 
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【核店舗「イオンスタイル白山」の特長】 

 
 

 
 
白山市は、金沢市のベッドタウンとして人気が高く、子育て支援も充実していることもあり、

３０～４０代ファミリーが多くお住まいです。「イオンスタイル白山」では、こうした地域の 

特徴に対応した商品やサービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■石川県初導入「レジゴー」「ＡＩカメラ」でお買物を楽しく、便利に 

・食品売場では、「どこでもレジ レジゴー」を“県内初”導入し、商品の読み取りや会計をお客さま

自身で行う“レジ待ちしない”新たなお買物スタイルをご提供します。また、店内のカメラ映像

をＡＩが分析する「ＡＩカメラ」で、接客を必要としているお客さまを感知し従業員に通知する 

ことで、よりスムーズなお買物環境づくりを目指します。 

「イオンネットスーパー」では、ネット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！」に県内のイオンで初めて、受け取りに便利な“専用レーン”を設置します。 

■北陸のイオン最大級の”鮮魚コーナー”をはじめ、新鮮な“地物
じ も の

”を提供 

・「金沢港」や加賀の「橋立漁港」で水揚げされた鮮魚を提供するとともに、本マグロを使った   

「魚屋の鮨」では鮮度の高い地魚も手軽に味わえます。野菜売場では出荷から２４時間以内に   

店頭に並ぶ「とうもろこし」や「今朝採れ野菜」など、鮮度にこだわった商品を展開するほか、    

「県立翠星高校」の学生が育てた「加賀野菜」や「サラダ菜」などを販売します。 

■地域の名産品やイオンならではの“健康志向に対応した”食品を展開 

・金沢生まれの釜焼きピザ工房「森山ナポリ」や、能登町に本店を構える「マルガージェラート」

など、地域に親しまれている商品を提供します。銘店コーナーでは、「烏鶏庵」や「柴舟小出」

「中田屋」「金澤福うさぎ」など、金沢の人気店のお菓子を取り揃えます。また、       

イオンＰＢの「トップバリュ」（以下、ＴＶ）では健康志向に対応した「大豆を使った    

ハンバーグ」や「豆乳ヨーグルト」などを取り揃えます。 

■北陸のイオン最大級のベビー用品売場や充実した衣料品・暮らしの品売場を展開 

・「キッズリパブリック」では「コンビ」のコーナーや石川県初展開のノルウェー発ブランド

「STOKKE
ス ト ッ ケ

®」のハイチェアなど、ベビー用品の品揃えを充実させます。また“スポーツウェア

の快適性を日常に”をコンセプトにした売場「スポージアム」も北陸最大級の品揃えで展開

します。「グラムビューティーク」では「YVES
イ ヴ

 ROCHER
ロ シ ェ

」「WELEDA
ヴ ェ レ ダ

」「HOUSE
ハ ウ ス

 OF
オブ

 ROSE
ロ ー ゼ

」などの  

ボタニカルコスメを扱うほか、「イオン薬局」では処方せんの調剤予約サービスも実施します。 

 

〜「お店でもネットでも、楽しく便利に」 ニューノーマルのお買物スタイル〜 
暮らしをつくる“お買物の新しいカタチ” 
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【石川県のイオンで初！ スマホでレジ打ち。新しい買物体験「レジゴー」を展開】 

・食品売場では、お客さま自身で会計を行うセミセルフレジに加え、

商品の読み取りや会計も行う「どこでもレジ レジゴー」を県内で

初めて展開します。 

貸出端末や携帯アプリを使って買物をしながら商品を読み取り、

専用レジで会計することで「レジ待ち時間なし」を目指すほか、

読み取った商品名や合計金額を画面で確認できることで、買い忘れ

チェックにも役立ちます。 

また、専用レジの会計パネルには、非接触で反応するセンサーを取り付け、画面に指を近づける

だけでボタン操作が可能です。４月から配信を開始した「レジゴーアプリ」とあわせて、さらなる

非対面・非接触を実現し、より安心して買物をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

【北陸初！ 「ＡＩカメラ」を活用した接客や売場づくり】 

・店内カメラを通じてＡＩが映像を分析し、ベビーカーやランドセルなどの購入を検討されている

お客さまを判断、従業員へ通知することで、近くに居ない場合でもお待たせすることなく接客する

ことを目指します。 

また、「ＡＩカメラ」が映像データを分析することで、お客さまの立ち寄り時間の長さや動線、

手を伸ばす頻度が高い商品棚などを可視化し、売場レイアウトの変更や地域のニーズにより 

合った商品の充実につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

【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店舗から自宅にお届けする

サービスです。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の日用消耗品を中心に約２万点 

品揃えします。当店のネットスーパーは、白山市や金沢市、野々市市など近隣地域への配送は

もちろん、宅配便を活用し、石川県全域と県外の一部地域をカバーする広域配送も行います。 

 

 

 

 

 

 

お店でも、ネットでも！ニューノーマルのお買物を楽しく、便利に 
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【店舗受取りサービス「ピックアップ！」は、受け取り方を選択可能】 

・「ピックアップ！」は、「イオンネットスーパー」で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。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！」に県内初の専用レーンを設置し、より短時間で  

受け取ることができます。また、店頭のカウンターで受け取れる、「カウンターピックアップ！」

も用意します。  

※「イオンネットスーパー」及び「ピックアップ！」サービスの開始は７月末の予定です 

【北陸のイオンで初！ 弁当・総菜のモバイルオーダー】 

・「モバイルオーダー」は弁当、総菜コーナーの商品を事前にスマホ

から注文・決済し、来店時に商品をスムーズに受け取れるサービス 

で、受け取り時間を事前に指定できるため、ランチのテイクアウト感覚で利用すれば、商品の  

出来上がりまで待つことなく、レジにも並ばず売場で受け取れ、短時間で商品を持ち帰ること

ができます。 

 

 

 

【近郊漁港で水揚げされた魚介類を提供】 

・鮮魚売場では、金沢港や加賀の橋立漁港で水揚げされた鮮魚を、北陸のイオン最大級の対面コー

ナーで提供します。調理サービスを承るほか、地魚の魅力や調理方法の提案なども行います。 

「甘えびの唐揚げ」や「厚切りぶり照焼弁当」を品揃えする「魚屋の総菜」や旬の魚や本マグロ

を使った「魚屋の鮨」などでは、鮮度の高い地魚も手軽に味わえます。 

また、家庭での保存に便利な魚介類を品揃えするフローズンフィッシュ

では、店内で専用機器を使い真空加工することで、鮮度維持に取り  

組んでいます。壁面に設置したライブモニターでは、店内調理の様子を

ご覧いただける予定です。 

※ライブモニターの投影は日時限定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【能登牛や能登豚のほか、ストック需要に応える冷凍畜産品も販売】 

・きめ細やかで上質な脂が特徴の能登牛と、もちもちとした肉質、広がる甘み

が際立つ能登豚を取り扱います。 

また、家庭でのストック需要に応え、毎日の献立にも使いやすい「国産豚小間

切れ」や「国産豚ばら切りおとし」などの大容量パックのほか、家呑みに   

最適な「国産焼きとり串」や「味付き肉」を冷凍パックで取り揃えます。 

 

【地域の生産者さまと協働し、採れたての地場野菜を展開】 

・農産売場では新鮮さが際立つ地場野菜コーナーを展開します。白山市     

中ノ郷町
なかのごうまち

の「中本農園」からは「とうもろこし」を、近郊のイオン農場から

は「キャベツ」などを出荷２４時間以内に店頭に並べて「シャキ直野菜」と

して品揃えするほか、当日朝に収穫した「なす」などの季節野菜を「今朝採れ

野菜」として品揃えします。 

北陸のイオン最大級”鮮魚コーナー”をはじめ、新鮮な“地物
じ も の

”を提供 
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・また、食と農と環境を専門に学ぶ、白山市の「県立翠
すい

星
せい

高等学校」の生徒   

が育てた加賀野菜の「金時
き ん じ

草
そう

」や水耕栽培の「サラダ菜」をはじめ、生徒

が商品開発・製造した「はくさん米粉プレーンクッキー」などを販売します。 

 

 

【充実したオーガニック野菜を展開】 

・化学合成農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を活かして育てられたオーガ

ニック野菜のコーナーでは、イオンのプライベートブランド「ＴＶ     

グリーンアイオーガニック」の野菜を販売します。石川県内で育てられた 

「ＴＶ グリーンアイオーガニック」の「ミニトマト」や「小松菜」も   

ご用意します。 

 

【地域のお花も取り揃える「ルポゼ・フルール」】 

・「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花き専門店です。 

 夏に本格的な出荷シーズンを迎える新潟産の「ユリ」、冬には  

石川産の「フリージア」など、季節に応じて地域の切り花や鉢花

もご用意します。 

 

 

 

 

【「リワードキッチン」では石川の食材を使った総菜を提供】 

・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馳走をお手軽に」を 

コンセプトに、地域の食材を取り入れた「能登豚の柔らか煮豚」のほか、  

「カプレーゼ～バジルの香り」など和・洋・中の総菜を約３０種類ご用意   

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」

をご提供します。 

・店内で生地を１枚ずつ手で伸ばして焼き上げる「ピッツァソリデラ」では、

「能登豚とマッシュルームの旨辛ピッツァ」のほか、マルゲリータや  

シーフードなどの定番メニューから４種類の味が楽しめるクワトロ  

ピッツァなど種類豊富に品揃えし、焼きたてを注文できるテイクアウト

オーダーにも対応します。 

・また、総菜コーナーでは、金沢の郷土料理のひとつ「治部
じ ぶ

煮
に

」を品揃えする

ほか、ご当地グルメとして親しまれるオムライスに白身魚のフライと   

タルタルソースをトッピングした「ハントンライス」を品揃えします。 

「ライブキッチン」では、従業員が「鉄板玉子焼き」や「鉄板お好み焼き」

「鉄板イカ焼き」などの調理を店頭で行い、できたての商品をご提供します。 

 

【焼きたてパン専門店「カンテボーレ」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芋を使ったクロワッサン、ハムロールパンなどを対面  

形式で購入できる販売コーナーを北陸のイオンで初めて導入します。また金沢の有名な伝統野菜

として、ホクホク食感や優しい甘さ、風味が人気の五郎島金時を生かしたフランスパンや塩パン 

などを手作りならではの美味しさでご提供します。 

地域の名産品や、イオンならではの“健康志向に対応した”食品を展開 

翠星高校はイオンモール白山と 

「産学連携協力」に関する覚書  

締結もしています 
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【北陸で人気、愛される地域の味を提供】 

・食品売場各コーナーでは、北陸の各地から取り揃えた北陸の味を展開します。 

金沢で生まれた釜焼きピザ工房「森山ナポリ」からは、人気 No.１の「ダブル

チーズマルゲリータ」を含む冷凍ピザを品揃えします。“五感で感じるジェラート”

をかかげ能登
の と

町
ちょう

に本店を構える「マルガージェラート」の商品も取り扱います。 

豆腐コーナーでは、白山市の大豆を１００％使用した「生しぼり手作り  

あぶらあげ」や「ざる豆腐」を品揃えします。 

・北陸のお客さまの“心を満たすパンづくり”として、創業以来約７０年  

愛され続ける福井の「オーカワパン」の商品を取り揃えます。耳までしっとり  

柔らかい「パンドミー」のほか、「たまごパン」「コーヒーサンド」など   

人気のパンも提供します。 

・洋菓子コーナーでは“地元のママさん”らが作る、金沢で人気のショップ 

『ウフフドーナチュ』の手作りドーナツを取り扱います。地元北陸の食材

を使用した「ベジタブルドーナツ」や「能登の塩を使用したドーナツ」など  

個性的な品揃えが特徴です。 

・銘店コーナーでは、「烏鶏庵」や「柴舟小出」「中田屋」「金澤福うさぎ」

など、金沢の人気店のお菓子を取り揃えます。 

 

【地域のお酒が充実のリカーコーナー】 

・イオンのワイン専門輸入商社「コルドンヴェール」による直輸入  

ワインを中心に、「能登ワイン」や、石川県の葡萄１００％でつくる 

「金沢ワイナリー」など、北陸のワインも数多く取り揃えます。 

白山は北陸を代表する酒蔵を有する地域です。「吉田酒造店」   

「車多酒造」「小堀酒造店」「菊姫合資会社」「金谷酒造店」などの

地域の蔵からは、定番商品に加え当店だけの季節限定品なども  

お届けします。当店ではそのほか、金沢で最も長い歴史を持つ酒蔵

「福光屋」や加賀や能登の銘柄も取り揃えます。 

 

【健康や環境に配慮した植物由来の食品を展開】 

・健康志向の高まりで注目されている、お肉のかわりに大豆を使用

した「ＴＶ大豆からつくったハンバーグ」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 

無理なく糖質オフ食品への置き換え、おいしい食事を楽しむスタイル

を提案します。 

・また、食物アレルギーをお持ちの方に向けて、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「ＴＶ           

やさしごはん」シリーズも展開します。 

 

【“持続可能性”の視点で、お客さまに安心して魚介類を召し上がっていただくために】 

・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※１やＡＳＣ認証※２を取得したＴＶの水産物を取り扱います。 

※１：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。 
※２：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）」が管理している国際認証です。 
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【安全・安心を追求した「純輝鶏」「タスマニアビーフ」が充実】 

・「ＴＶ グリーンアイナチュラル」の牛肉・豚肉・鶏肉を提供します。   

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「純輝鶏」や「ナチュラルポーク」、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え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。 

 

 

 

【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、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。 

北陸エリア最大級のベビー用品売場には､ベビー用品のメーカー「コンビ」のコーナーを設置し

ベビーカーやチャイルドシートを豊富に取り揃えるほか､成長にあわせて高さが調整できる 

カラーバリエーション豊かなハイチェア「トリップトラップ」をはじめ、ノルウェー発のベビー

用品ブランド「STOKKE
ス ト ッ ケ

®」を県内のイオンで初めて展開します。 

・“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、子育て

に関する情報やお買得商品の情報をお届けします。アプリの「ランドセル 

接客予約サービス」では、事前に予約することで待ち時間なく専門スタッフ

からランドセルの接客を受けられます。 

※接客予約サービスは８月上旬開始予定です。 

 

【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、日用消耗品

など、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。薬剤師をはじめ、

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」

など、専門の知識を持つスタッフがお客さまをお迎えします。 

【SK-Ⅱ、資生堂など専門の美容スタッフがお迎えする化粧品カウンターをご用意】 

・人気のスキンケアブランド「SK-Ⅱ」をはじめ、資生堂、カネボウ、コーセー、ソフィーナの     

カウンセリングカウンターでは、専門の美容スタッフが一人ひとりの肌状態やお好みを伺い、 

ご要望に合った化粧品やお手入れ方法を紹介します。 

 

【SNSを中心に話題のアジアンコスメが集合】 

・可愛さや発色の良さで注目のメイクブランドでは、リップやアイシャドウが人気

の「ロムアンド」、ラメマスカラで注目度急上昇中の「ZEESEA
ズ ー シ ー

」、高温多湿のタイ

で崩れにくいメイクが支持を得ている「シーチャン」を取り揃えます。スキンケア

化粧品では、おうち時間のセルフ美容にお勧めのシートマスクやシカ化粧品など、

話題のアジアンコスメを幅広くご用意します。 

 

北陸のイオン最大級のベビー用品売場や、充実した衣料品・暮らしの品売場を展開 
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【人気のナチュラル＆ボタニカルコスメを気軽に試せるお手頃価格から品揃え】 

・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

」に加え、

スイス発オーガニックコスメのパイオニア「WELEDA
ヴ ェ レ ダ

」や低刺激性で使いやすい 

自然志向化粧品ブランド「HOUSE
ハ ウ ス

 OF
オブ

 ROSE
ロ ー ゼ

」を取り扱います。また、ひと手間   

かけて日本人の肌に合わせて作った自家製石鹸「MARCHEVON
マ ル シ ェ ボ ン

」などこだわりの  

ナチュラル＆ボタニカルコスメを取り揃えます。 

 

 

【店頭でも、自宅でも、安心していただける補聴器選びサービスを実施】 

・ファーマシー売場では、「聞こえ」やライフスタイルに合わせて   

一人ひとりのご要望に合わせた補聴器選びをお手伝いします。  

「なかなか出かけられない」というお客さまにも安心な予約制出張

訪問サービスを行い、専用機材を乗せた車で自宅やご指定の場所に

訪問し、適切な補聴器選びのアドバイスをします。 

 

【土・日・祝日も営業！全国の医療機関の処方せんを受付ける「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」も導入します。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。 

 

【“健康”をキーワードにした“北陸のイオン最大級”「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。 

普段使いもできるスポーツウェアや家ナカのフィットネスに最適 

なヨガマット、ストレッチローラーなどのフィットネスグッズを取り揃えるほか、近年注目度が 

高まっているアウトドアでは、快適機能が付いたウェアに加え手軽に楽しめる雑貨も展開します。 

【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」】 

・「スポージアム」に隣接したイオンの靴専門店「グリーンボックス」では、「日々の暮らし

を健康で快適に」をコンセプトに「ランニング」「ウォーキング」「アウトドア」の３つの

カテゴリーの品揃えを豊富に取り揃えます。 

 

【高機能な生地を使ったウェアや環境に配慮したファッションを提供】 

・福井の織物メーカー「第一織物」の高機能生地「Pliantex® (プライ

アンテックス)」を使用した「ＴＶ ウォッシャブルはっ水セット  

アップスーツ」は、はっ水性やストレッチ性に優れ、シワになり  

にくいのが特長で、在宅ワークウェアとしてもおすすめです。 

また、福井の優れた技術「八田
は っ た

経編
た て あ み

」の生地と「東洋染工」の   

加工技術「Hyseed®」を用いた「ＴＶ 汚れが落ちやすいノン   

アイロンシャツ」は“汚れにくく”ではなく“水で汚れを落とし  

やすく”という新発想のドレスシャツです。 
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・インナーウェアでは、着用することで「疲労回復」「血行促進」「筋肉の

疲れを軽減」が期待できる次世代型ウェア「ＴＶセレクト セリアント   

ウェア」をルームウェアからソックス、アクセサリーまで豊富に取り揃え

ます。また、機能性インナー「ＴＶ 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。 

・レディスファッションでは機能性・ファッション性を兼ね備えた、カジュアルでスポーティな

「Switch
ス イ ッ チ

 Motion
モーション

」と、洗練された雰囲気と自由で快適な着心地が特長の「クロコダイル」の      

２つのブランドを導入します。 

・「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   

ながら環境への取り組み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繊維など環境に配慮した素材

を使ったナチュラルスタイルの服や雑貨、社会貢献活動のプロジェクトへ参加できる商品の 

販売、着なくなった衣料品の回収など、さまざまな取り組みを行っています。 

 ※環境保全や社会貢献に配慮すること 

【住まいと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、キッチン用品や生活雑貨、寝具、  

家具など、長く使えるものから日常の買い回り品まで、シンプル

で暮らしに馴染む商品を取り揃えます。また、お客さまのライフ

ステージとスタイルにあわせたリフォームの提案を行い、住まい

のトータルコーディネートを承ります。 

さらに、こだわりの贈り物を提案する「ギフトコーナー」では、 

日常のご挨拶からフォーマルギフトまで、さまざまな用途に対応したギフトを取り揃えます。 

 

 

 

【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に投函していただくことで、レシート合計 

金額の１％相当を、イオンから各団体に寄贈します。当店でも、この

キャンペーンを通じて、地域の団体を応援します。 

※今後、登録を希望される団体を募集します。 

【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、全国の店舗で 

「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「白山イオンチアーズ

クラブ」を結成する予定です。 

【認知症サポーター養成講座の全従業員受講を目指します】 

・白山市の協力の下、店舗の全従業員の「認知症サポーター養成講座」受講を  

目指しています。住み慣れた地域でふれあいのある暮らしを、従業員全員で

応援します。 

地域社会とお客さまのくらしに寄り添います 
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【新型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。 
  

■「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 

１． 施設内換気・空気清浄機の設置 

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。また、１Ｆかがやきストリート

は、中間期に換気窓を開放した場合、自然換気とのハイブリッドにより通常時の１.５～２倍

の換気量になることを気流シミュレーションにより解析しています。その他、フードコートや

イオンホール、イオンラウンジ、ベビールーム（赤ちゃん休憩室）等館内各所に空気清浄機を

設置し、空気洗浄度を強化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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。またイオンモールアプリや 

館内に混雑率を表示します。 

 

 

外からの換気 

空気の流れ 

換気窓 

換気窓 

空気の流れ 
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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。 

 

 

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、 

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 

足形サインとデジタルサイネージモニターを用いて、エレベーター及びエスカレーター内のキ

ープディスタンスに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 
 

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。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。また毎日、定期的にクリーンタ

イムを設け、清掃作業を徹底しています。 

 

 

 

  

 

 

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、空気清浄

度を強化します。その他、二酸化炭素濃度計を設置し、デジタルサイネージに表示することで、

十分な換気を行っていることをお伝えします。 
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■イオンスタイル白山の取り組み 
 

【北陸初！ 買物かごを紫外線で除菌する「ジョキンザウルス」】 

・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る

買物かご除菌装置「ジョキンザウルス」を北陸で初めて設置します。

１５秒照射で９９.９７％(主要部分)※と高い除菌率を実現しており、

より安全・安心に買物かごを利用していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

【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 「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」を導入予定（２０２１年秋）です。またイオンスタイル白山においても、弁

当・総菜コーナーの商品を事前にスムーズに受け取れる「モバイルオーダー」サービスを導入

します。 
 

 
 

 

 

 

 
 

Ø 「ＬＩＶＥ ＳＨＯＰＰＩＮＧ」の取り組み 

・リアル拠点の新たな価値創造を目的に、専門店から個性豊かな 

スタッフの皆さまが、お客さまとコミュニケーションをとりな 

がらおススメする商品をライブ動画で配信。リアルショッピン 

グとデジタルを融合し、接客を通して専門店スタッフ一人ひと 

りのキャラクターや魅力を知りファンとなっていただける、新 

たなお買い物体験をご提供します。 

 

【オーダーのイメージ】 
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Ø 「館内デジタルサイネージによる情報発信」 

・１Ｆ西コートには３００インチの大型ＬＥＤビジョンを設置。 

また、２Ｆ～３Ｆの吹き抜け壁面には、横型のＬＥＤビジョンを 

設置します。各フロアや専門店の紹介をはじめ、イベント情報 

や地域情報などを積極的に発信。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 「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。 

 

 

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。 

 

 

 

【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。 

 

■ 「白山の森」づくり宣言 

 イオン及び白山市、株式会社クスリのアオキホールディングス、公益財団法人イオン環境財団 

 は、本年１月地域創生を目指し「白山の森」に関する共同宣言を行いました。「白山の森」は、 

 環境と経済が両立した地域循環共生圏を目指し、人と自然の共生をテーマに次世代に引き継ぐ 

 環境にやさしいまちを創出することを目的に、それぞれが相互に環境・生活・地域社会に貢献

してまいります。 
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■ 白山市との「地域貢献連携協定」の締結 

 イオンは本年５月２８日、白山市と双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地

産地消・農商工連携の推進、地域防災への協力、子ども・青少年育成への協力など、１３項目

において緊密に連携しながら、地域の一層の活性化、市民サービスの向上を目的に、「地域貢

献連携協定」を締結しました。 
 

■ 白山市内の３校との「産学連携協力に関する覚書」締結 

当モールは、双方の保有する資源を有効に活用し、地域の課題に適切に対応し、社会活動の更

なる発展に寄与することを目的に、エリアに所在する学校との産学連携を推進しています。 

昨年１２月に学校法人国際ビジネス学院、本年３月に学校法人金城学園（金城大学及び金城大

学短期大学部）、４月に石川県立翠星高等学校の３校と「産学連携協力に関する覚書」を締結

しました。 
 

【各校との取り組み】 

² 学校法人国際ビジネス学院との取り組み：『かが焼きスイーツ大作戦』 

国際ビジネス学院のスーパースイーツ製菓専門学校学校長 

である石川県出身の世界的パティシエ辻口博啓氏とコラボ 

し、オリジナルスイーツの開発・製造を行います。また、 

「かがやき」をテーマとした学内でのレシピコンテストを 

開催。優秀作品には今後、当モール内飲食専門店でのメニ 

ュー提供も計画しています。 
 

² 学校法人金城学園との取り組み：『かがやく石川絵本プロジェクト』 

金城大学短期大学部と連携し、地域の子どもたちといっしょ 

に絵本を制作します。絵本のテーマは、「白山市内の名所や 

地域の皆さんのかがやく場所」をご紹介。ストーリーには、 

石川県にゆかりのある絵本作家「ながおか えつこ」氏を起用。 

制作した絵本は、１０月に予定している「１００日祭」のタ 

イミングで、白山市に寄贈します。 
 

² 石川県立翠星高等学校との取り組み：『ＪＩＭＯ－ＤＯＲＥ』開発 

県内唯一の農業専門高校「翠星高等学校」の生徒たちと当モ 

ール出店の「みつばちかふぇ＆キッチン」がタイアップし、 

地産地消をテーマとしたドレッシングを開発します。 

「地元の食材を使って、地元の人が作り、地元の食材を食べる」 

という想いを込めて、地産地消ドレッシング『ＪＩＭＯ－ＤＯＲＥ 

（商標登録出願中）』として店内イートイン専用で展開予定です。 
 

■ 北鉄金沢バス株式会社との取り組み 

 公共交通機関の利用促進を目的に、北鉄金沢バス株式会社とともに、北陸本線「野々市駅」と

当モールを結ぶ新設のバス路線を開業します（７月１５日予定）。また、兼六園下・金沢城と

当モールを結ぶ新たなバス路線を延伸します。 
 

■「白山市インフォメーションコーナー」の設置 

 １Ｆには、白山市の地域情報コーナーを設置します。白山市のさまざまな地域情報を発信する

とともに、白山手取川ジオパークの壮大な風景をプロジェクターにて投影します。 
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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１ｋｍ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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ø 多目的ホール「イオンホール」 

・３Ｆ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」など各種イベントを実施します。 

 

 

 

 

Ø 金城大学と連携企画『ＫＩＮＪＯ 健康キャンパス』開催 

・金城大学の学生による、年配の方を対象に健康促進イベントを実施します。秋から毎月１回、

モールウォーキングや健康体操、血圧や脈拍といった健康チェックなど、マンツーマンで親

身に相談できる機会を設けます。 

 

Ø 『カルチャーフェス』北陸の文化発信の場としてご提供 

・学校やカルチャースクール、地域団体など、若者からシニアの方々まで幅広い世代の方々に

発表の場を提供します。地域の伝統文化の発展の場として、当モールをご活用いただけま

す。 

 

 

 

「バランスウォーキング」 
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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。 

一般財団法人エルピーガス振興センターが実施する補助金事業※１を活用した、「ＬＰガス災害バ

ルク(災害対応型のＬＰガス供給システム)設備」（以下、当設備）を導入しています。当設備の

導入により、１Ｆ中央コート及び３Ｆフードコートの空調を、停電時でも運転可能なＧＨＰ※２空

調システムとしています。 
 
※１：令和 2年度第 3次補正予算「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金（災害時に備

えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち石油製品利用促進対策事業のうち石油ガス災害バルク

等の導入に係るもの）」 

※２：ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動させるガスヒートポンプエアコンの略称 

 
 

■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㎡以上となる吹抜け空間の天井は、スケルトン天井や耐震天井工法

によるルーバー天井、「かるてん」天井を採用し、単位面積当たり２ｋｇ/㎡以下とするこ

とで、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及び「イオンス

タイル白山」の食品売場への電源を確保しています 
 

Ø 防災協定 

白山市との「災害時における避難施設等の使用に関する協定書」を締結し、災害時の地域の

一時避難所としての防災拠点、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３３０㎥）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。 
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Ø 水害対策 

・ 白山市発行の洪水ハザードマップ（計画規模：５０年～１００年に１回程度起こりうる降雨）

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。 

 

【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低減 

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。また、新型ウイルス感染防

止の取り組みとして、風除室の自動扉を入口と出口で分離しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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 子どもの遊び場「おかしのおうち」「きょうりゅうのおうち」での石川県産材の活用 

２Ｆには、石川県産材をふんだんに使用した、木のぬくもり 

溢れる子どもの遊び場「おかしのおうち」を設置します。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。また３Ｆには、 

小さなお子さま（３歳以下）を対象とした恐竜をモチーフに 

した子どもの遊び場「きょうりゅうのおうち」を設置します。  

 

 

入口 出口 

※画像は全てイメージです 
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【地域との調和・環境デザイン】 
 

＜外装コンセプト︓URBAN LIFE SCAPE  雄大な白山連峰の自然と街並みの融合＞ 
外装は、傾斜屋根や立体感のあるボリューム構成により白山連峰の山並みを表現しています。起

伏のある壁面は、周囲への圧迫感を軽減し、気候・風土に馴染むモノトーンを主体とした外壁色

で周辺環境との調和を図っています。中央部は、建物のランドマークとなる大屋根と換気窓付ガ

ラスカーテンウォールを設け、自然光や風を「かがやきストリート」へ取り入れるとともに、街

並みの表現を建物内外に連続させて、にぎわいを繋げるデザインとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ランドスケープコンセプト︓白山の地域らしさが“重なる”風景づくり＞  

敷地の４隅に地域の緑とつながる「シンボルグリーン」を設置。特に北東部は、地域の緑の結

節点として、約２,５００㎡の「エントランスグリーン」を整備しました。風土固有の島集落や

霞堤をモチーフに、緑の丘や広場・散策路を設け地域の皆さまが集い憩える場を創出していま

す。また、舗装材や館銘板などに手取川産の砂利・石を取り入れ、地域材の活用も行っていま

す。さらに建物際から中央エントランス、内部のアトリウム空間内まで緑の流れをつくり、さ

まざまな緑のスポットを感じていただけます。 
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＜内装コンセプト︓白山のふもとに街をつくる-＞ 
天候が優れないときでも、館内どこでも「街歩き」が楽しめるよう、白山の自然を感じられる

緑豊かな街路樹が立ち並ぶ空間を創出。メインモールの中央に位置する「かがやきストリー

ト」は、大小の木々あふれるモダンな街並み空間を演出し、お客さまがまるで本当の街を散策

しているような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＞ 
館内で「街歩き」を体感して頂けるようモール全体を街としてとらえ、さまざまな街のシーン

を演出しています。２Ｆレストランゾーンは、雰囲気のある路地空間と落ち着いた自分だけの

居場所を感じていただけます。３Ｆフードコートは、開放的なルーフトップガーデンをモチー

フにさまざまな種類のお食事をお楽しみいただけます。フードコートに接するキッズゾーンで

は、食事スペースはもちろんのこと、充実したベビー休憩室、離乳食室など、子育て世代にや

さしい空間となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜白山市の伝統工芸を取り入れた環境＞ 
日本三大紬で“石川県指定無形文化財”“経済産業大臣指定  

伝統的工芸品”である「牛首紬」をガラスに挟み込み、モール 

通路内には八角形柱として、エレベーターホール前には屏風状 

の壁面として、７種類の牛首紬を展示します。また、伝統芸能 

であり金沢市の無形民俗文化財である加賀獅子。その顔となる 

獅子頭を、４００年の伝統を受け継ぐ獅子頭工房の職人の手に 

より木彫り板へ表現し、イオンホールのホワイエに展示します。 

 

 

２F レストラン 「FOOD STREET」 ３F フードコート 「FOOD FOREST」 

「牛首紬」        「加賀獅子」 
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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３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、北側バスロータリー風除室内にインターフォンを設置しま

す。 
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【イオンモール白山 専門店一覧】 

 
 

北陸初（新業態含）： ５３店舗、石川県初： ２２店舗、地元企業： ４８店舗  
・北陸：石川県・富山県・福井県の３県 
・地元企業：石川県に本社を持つ企業   

 ・店名・業態および本資料については、６月２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 北陸初 石川県初 地元企業 

１ ユニクロ （２０２１年秋） レディス・メンズ・キッズ    

２ ジーユー （２０２１年秋） レディス・メンズ・キッズ    

３ 
Ｍａｉｓｏｎ ｄｅ ＣＡＬＮＥ （２０２１年秋） レディス・メンズ・キッズ・イン

テリア・服飾雑貨 
新業態  ○ 

４ ベイフロー レディス・メンズ・キッズ・雑貨  ○  

５ トミーヒルフィガー レディス・メンズ  ○  

６ ピースパーク レディス・メンズ  ○  

７ ラコステ レディス・メンズ   ○ 

８ ハミルトンエッセンス レディス ○   

９ イェッカヴェッカ レディス ○   

１０ ガルン レディス ○   

１１ フェンネル レディス ○   

１２ マーサプレミアムガーデンプレイス レディス  ○  

１３ バブーシュカ レディス  ○  

１４ ＨＵＬＬＥ レディス・メンズ・シューズ    

１５ ヌーヴェルバーグ レディス    

１６ チャオパニックティピー レディス・メンズ・キッズ・雑貨 ○   

１７ ラコレ レディス・メンズ・雑貨  ○  

１８ ニコアンド レディス・メンズ・雑貨・カフェ    

１９ リネーム レディス 〇   

２０ ダブルエーオリエンタルトラフィック 靴  ○  

２１ ABURAYA 鞄    

２２ ｂｒｉｗｎ 帽子・鞄・メンズ 新業態   

２３ エル・サカエ 宝飾    

２４ ミルフローラ 宝飾    

２５ アネラ レディス・メンズ・エスニック雑貨    

２６ スリーリトルソングバーズ 生活雑貨 ○   

２７ ワンズテラス 生活雑貨    

２８ ビューティーライフトーキョー 生活雑貨 新業態  ○ 

２９ アフタヌーンティー・ホーム＆リビング 生活雑貨    

３０ 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 ○   
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１Ｆ つづき 

ＮＯ． 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

３１ ＰＬＡＺＡ コスメ・雑貨    

３２ ブランドショップ ハピネス インポート雑貨    

３３ ティファールストア 調理器具・家電 ○   

３４ 花と緑の雑貨屋さん nicoco 生花・雑貨    

３５ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 書籍・雑貨・文具  ○  

３６ イオンバイク 自転車    

３７ ＮＩＳＳＡＮ カーディーラー   ○ 

３８ ラフィネ リラクゼーション    

３９ 日本ツアーシステム 旅行代理店   ○ 

４０ リアット！ リペア    

４１ Ｃ smart Apple専門店 ○   

４２ ヤングドライ クリーニング    

４３ ＨＡＮＡＢＵＳＡ 美容室   ○ 

４４ チャンスセンター 宝くじ    

４５ イオンモール白山内郵便局 郵便局    

４６ 北國銀行  ＡＴＭ   ○ 

４７ 北陸銀行  ＡＴＭ    

４８ ＪＡ松任  ＡＴＭ   ○ 

４９ 北陸労働金庫  ＡＴＭ   ○ 

５０ イオン銀行 ＡＴＭ    

５１ スターバックスコーヒー カフェ    

１Ｆ 食物販ゾーン 「白山マルシェ」 

５２ カルディコーヒーファーム グロッサリー    

５３ 久世福商店 グロッサリー   ○ 

５４ 北海道うまいもの館 グロッサリー  ○ ○ 

５５ 肉匠かみむら 精肉 ○   

５６ 大口水産 鮮魚   ○ 

５７ サンフレッシュ（仮称）（２０２１年秋） 野菜 ○   

５８ 菜香楼 中華   ○ 

５９ ゴディバ チョコレート    

６０ SHIRAYAMA SWEETS FACTORY 和洋菓子 新業態  ○ 

６１ DOLCE＆MARCO アップルパイ ○   

６２ ルピシア お茶    

６３ ハートブレッドアンティーク ベーカリー ○   
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１Ｆ レストラン 「グランシェフズキッチン」 

ＮＯ． 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

６４ 学生のパン屋さん ベーカリー 新業態  ○ 

６５ イル・ケェッチァーノ フレンチ 新業態   

６６ らはさか 和食 新業態   

６７ 菜香樓 中華   ○ 

６８ カフェ ドゥ アッシュ スイーツ・カフェ   ○ 

６９ イル・ド・レ イタリアン ○   

１Ｆ フードホール 

７０ FOOD HALL LOKU  フードホール 新業態  ○ 

２Ｆ 

７１ アナップ レディス・ジュニア・キッズ ○   

７２ tiptop＋pocket レディス ○   

７３ ロデオクラウンズワイドボウル レディス・メンズ・キッズ ○   

７４ ムルーア レディス ○   

７５ オムネス レディス ○   

７６ オッズオンコンプレックス レディス    

７７ アクシーズファム レディス・キッズ    

７８ アメリカンホリック レディス    

７９ ロペピクニック レディス    

８０ アズールバイマウジー レディス・メンズ    

８１ SM2 keittio レディス    

８２ アースミュージック＆エコロジー レディス    

８３ ローリーズファーム レディス    

８４ LIPS tokyo レディス ○   

８５ ドラッグストアーズショップ レディス    

８６ グローバルワーク レディス・メンズ・キッズ    

８７ ウィゴー レディス・メンズ    

８８ グラニフ レディス・メンズ    

８９ a.v.v レディス・メンズ    

９０ スタディオクリップ レディス・雑貨    

９１ ディスコート レディス・メンズ・雑貨  ○  

９２ ジェニィ ジュニア    

９３ チュチュアンナ グランデ インナー・靴下 ○   

９４ エメフィール インナー    

９５ アモスタイルバイトリンプ インナー    

９６ きものやまと 呉服    

９７ 靴下屋 靴下   ○ 
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２F つづき 

NO. 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

９８ アスビー 靴    

９９ 
ABC-MART SPORTS/ 

Charlotte by ABC-MART 

スポーツウェア・靴 
 ○  

１００ ビジュラポール アクセサリー   ○ 

１０１ ボーパレ アクセサリー    

１０２ ゾフ 眼鏡    

１０３ ジンズ 眼鏡    

１０４ マイスターウォッチサカモト 時計   ○ 

１０５ サックスバー 鞄    

１０６ チェルシーニューヨーク ライフスタイル雑貨   ○ 

１０７ マイシングスバイキートス 生活雑貨   ○ 

１０８ サンキューマート 390円均一  ○  

１０９ デコホーム インテリア雑貨    

１１０ B-DESIGN home 寝具・枕     ○  

１１１ エフプレミアムプラザ 家庭用治療器  ○  

１１２ ウエルシア コスメ・ドラック    

１１３ ルネファミーユ コスメ   ○ 

１１４ ＳＳＳ COSMETICS コスメ ○   

１１５ カラースタジオ コスメ ○   

１１６ SUGAR HIGH！ ステーショナリー・コスメ ○   

１１７ GO‘ON 靴 ○   

１１８ OJICO レディス・メンズ・キッズ   ○ 

１１９ アントール  インテリア 新業態  ○ 

１２０ ＪＴＢ 旅行代理店    

１２１ ＡＢＣクッキングスタジオ 料理教室    

１２２ マジックミシン 洋服のお直し    

１２３ ヘアカラー専門店 fufu ヘアカラー    

１２４ カーブス フィットネス    

１２５ カラダファクトリー 整体 ○   

１２６ スタジオアリス 写真スタジオ    

１２７ イオン銀行 銀行    

１２８ スピードジョブズ 求人案内   ○ 

１２９ 北國新聞文化センター カルチャーセンター   ○ 

１３０ ジュエルカフェ 買取  ○  

１３１ ジョーシン 家電    

１３２ スーパースポーツゼビオ スポーツ用品    

１３３ ナナズグリーンティー カフェ  ○  
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２Ｆ レストラン「FOOD STREET」 

ＮＯ． 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

１３４ もりもり寿し 寿司   ○ 

１３５ グリル蔵敷 ハンバーグ ○   

１３６ 串揚げビュッフェ 串膳 串揚げ  ○  

１３７ とんかつ八鼓  とんかつ 新業態   

１３８ 特急焼肉 蔵 焼肉   ○ 

１３９ カプリチョーザ イタリアン    

１４０ 穂のしずく  和食 新業態  ○ 

１４１ みつばちカフェ＆キッチン  カフェ 新業態  ○ 

１４２ そば処 花凛 そば  ○ ○ 

１４３ 麵屋 人とひと ラーメン 新業態  ○ 

１４４ 小籠包と担々麺 鼎’s 小籠包・中華 新業態  ○ 

１４５ イタリアンキッチン バンサン イタリアン  ○ ○ 

１４６ うなぎの中庄  うなぎ ○   

１４７ 千房 お好み焼き   ○ 

 

３F 

NO. 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

１４８ ライトオン レディス・メンズ・キッズ    

１４９ ハニーズ レディス    

１５０ coca レディス・メンズ ○   

１５１ プティマイン キッズ    

１５２ ベリーキッス キッズ    

１５３ ビーンズラボ レディス・メンズ ○   

１５４ LA.DEPO ライフスタイル雑貨   ○ 

１５５ サード アクセサリー    

１５６ オンデーズ 眼鏡・補聴器    

１５７ ハートアップ コンタクトレンズ    

１５８ タイムステーション NEO 時計 ○   

１５９ ヨギボーストア インテリア雑貨    

１６０ ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨    

１６１ パセリハウス バラエティ雑貨    

１６２ ダイソー １００円均一    

１６３ スリーコインズプラス ３００円均一    

１６４ エービーストア 携帯電話アクセサリー  ○  

１６５ ドクターエア 美容健康器具 ○   

１６６ ハイドアンドシーク 服飾・生活雑貨 ○   

１６７ ノーティアム 鞄    

１６８ ムラサキスポーツ アクションスポーツ    
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３Ｆ つづき 

NO. 店名 業種 北陸初 石川県初 地元企業 

１６９ 手芸センタードリーム 手芸用品 ○   

１７０ ペテモ ペット    

１７１ カプセルラボ カプセルトイ ○   

１７２ MPC楽器センター白山 楽器、音楽教室    

１７３ ドコモショップ 携帯電話   ○ 

１７４ auショップ 携帯電話   ○ 

１７５ ソフトバンク 携帯電話   ○ 

１７６ ＵＱスポット 携帯電話   ○ 

１７７ 保険クリニック 保険    

１７８ 保険見直し本舗 保険    

１７９ ほけんの窓口 保険   ○ 

１８０ 銀座グラティア・ラココ エステ    

１８１ ハクジュプラザ 健康器具    

１８２ スーモカウンター 住宅相談    

１８３ セイハ英語学院 こども英語教室    

１８４ そろばん教室 88 くん そろばん教室    

１８５ 白山ひかり眼科 眼科    

１８６ 果汁工房 果琳 フルーツジュース    

アミューズメント 

１８７ イオンシネマ シネマ    

１８８ MIRAINO  アミューズメント 新業態   

フードコート「FOOD FOREST」 

１８９ マクドナルド ハンバーガー    

１９０ ミスタードーナツ ドーナツ   ○ 

１９１ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム   ○ 

１９２ 築地銀だこ たこ焼き    

１９３ ディッパーダン クレープ    

１９４ 天ぷら 喜久や  天ぷら    

１９５ 伊吹や製麺 うどん ○   

１９６ 東京餃子軒 餃子  ○  

１９７ ラニーチーズ HUT チーズ料理  ○  

１９８ １００時間カレー カレー   ○ 

１９９ ドトールコーヒーショップ カフェ    

２００ ペッパーランチ ステーキ    

２０１ 牛と米  肉丼 新業態  ○ 

２０２ らうめん侍 ラーメン   ○ 

核店舗（１Ｆ～３F） 

２０３ イオンスタイル白山 総合スーパー    
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【広域地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細地図】 

 

 

 

 

 

 

 


