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２０２３年２月６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 
 

～くつろぎ、出会い、体験の場を創出～ 

「イオンモール豊川」 

４月４日（火） ＡＭ９：００ グランドオープン！ 
 

  イオンは、２０２３年４月４日（火）、愛知県豊川市に新たな商業施設「イオンモール豊川」

（以下、当モール）をグランドオープンします。 
 

当モールは、愛知県南東部、名古屋鉄道豊川線八幡駅至近に位置し、公共交通アクセスに恵

まれるとともに、国道１号線から東に約６００ｍと幹線道路からのアクセスにも恵まれ、東三

河全域からの幅広い集客が期待できる立地です。 

この度、「はじめてを、はじめよう。」をコンセプトに、地域の方々が集い、交わる緑豊か

なガーデンスペースをはじめ、スポーツやアウトドア体験ができる屋外広場を配置。その他に

も、一日中楽しめるエンターテインメント施設、日常を彩る話題のライフスタイル型専門店を

導入し、新たな出会いと体験を創出する街のにぎわい拠点が誕生します。 
 

【ＴＯＰＩＣＳ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ １Ｆ 「ＧＲＡＮＤ
グ ラ ン ド

 ＰＡＲＫ
パ ー ク

」＆２Ｆ 「ＣＥＮＴＲＡＬ
セ ン ト ラ ル

 ＰＡＲＫ
パ ー ク

」が誕生！ 

１Ｆには、身体に障がいがある方もない方も、いっしょに遊ぶことができるインクルーシブ

遊具や噴水を設置。また、アウトドア体験やバスケットができるアクティブゾーンを配置し、

ファミリーで一日中お楽しみいただける「ＧＲＡＮＤ ＰＡＲＫ」が誕生します。２Ｆには、大屋

根を設け、悪天候の中でもゆったりとお過ごしいただける、緑豊かな芝生エリアや開放的な

テラス席を設けた「ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫ」を配置します。 

 

➢ アウトドアから話題のライフスタイル専門店まで、約１９０の専門店 

大型アウトドア専門店から、愛知県初となる大型アミューズメント施設、話題のライフスタ

イル型専門店、インテリア、大型家電など、みんなの“ほしい”をかなえる専門店が集結。 

 

➢ ５３店舗からなる食の世界で“グルメ”を楽しむ 

地元の名産品や人気の生鮮三品、デザートまで２１店舗からなる食物販ゾーンをはじめ、 

バラエティ豊かなレストラン、フードコートを心ゆくまでお楽しみいただけます。 
 
➢ 大型商業施設として「ZEB Ready」国内初認証取得 

発電容量１,３００ｋＷを誇る「ソーラーカーポート」を設置。また、施設内で発生する食

品生ごみを利用して「バイオガス」発電やＡＩカメラを活用した空調制御により、５０％以

上の一次消費エネルギー消費量を削減する建造物であることを証明する「ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ」認

証取得予定（２０２３年３月）。 

 

➢ 核店舗「イオンスタイル新豊川」 

  地場商品や鮮度、品質にこだわった“地域最大級”の食品売場に加えて、衣料、キッズ・ 

  ベビー用品、スマートライフなど、さまざまなくらしに対応する専門性の高い売場を展開し、 

デジタルとリアルがシームレスにつながる“快適”で“楽しい”買物体験を提供します。 
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【イオンモール豊川 コンセプト】 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※パースはすべてイメージです 
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【イオンモール豊川 概要】 

 

・施 設 名 称  :  イオンモール豊川 

・所 在 地  :  〒４４２－８５５０ 

愛知県豊川市白鳥町兎足１－１６ 

・電 話 番 号  :  イオンモール豊川     未定 

                   イオンスタイル新豊川  未定 

・責 任 者  :  イオンモール豊川    ゼネラルマネージャー 園谷 益男 

                   イオンスタイル新豊川  店長    松谷 誠吾 

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

・出店店舗 数  :  核店舗   イオンスタイル新豊川 

                   サブ核店舖  ユニクロ/ジーユー 

スポーツオーソリティ＋アウトドアステージ 

本の豊川堂×ｎｉｄｏ ｃａｆｅ 

                ヤマダデンキ テックランド/ＭＩＲＡＩＮＯ          

                   専門店   約１９０店舖 

・敷 地 面 積  :  約 １２８,０００㎡ 

・延 床 面 積  :  約 １１３,０００㎡ 

・総賃貸面 積  :  約  ６３,０００㎡ 

・建 物 構 造  :  鉄骨造 地上３階建 

・駐 車 台 数  :  約  ３,０００台 

・駐 輪 台 数  :  約  １,２００台 

・設計・施 工  :  清水建設株式会社 

・開 店 日  :  ２０２３年４月４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 

                   イオンスタイル新豊川 １Ｆ      ８：００～２２：００ 

                     ２Ｆ～３Ｆ １０：００～２１：００ 

           ※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３,０００名（内、イオンスタイル新豊川  約５００名） 

・基 本 商 圏  :  約１０ｋｍ圏内・約１７万世帯・約４３万人 
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【イオンモール豊川 フロア構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードコート 

食物販ゾーン 

「豊かなMARCHE」 

レストラン 

「TOYOKAWA DINING」 

フードコート 

「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」 

アクティブ・アウトドア 

 

ファッション・ライフスタイル 

 

ホビー・エンターテインメント 

 

 

デイリーカジュアル 

 

キッズ・ファミリー 

 

ヤングカジュアル 

 

１F:「GRAND PARK」 

子どもの遊び場 

イオンホール 

2F:「CENTRAL PARK」 
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【イオンモール豊川の特徴】 

東海初２１店舗、愛知県初８店舗を含む、約１９０の専門店  
 

 

 
 

１Ｆには、おもいっきり身体を動かして過ごすことのできる「ＧＲＡＮＤ ＰＡＲＫ」を展開し

ます。身体に障がいがある方もない方も、いっしょに遊ぶことができるインクルーシブ遊具や

噴水を設置。また、アウトドアやキャンプ体験ができるアクティブゾーンを設置し、小さなお

子さまからファミリーまで、一日中お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
【アクティブ・アウトドア】 

・１Ｆには、本格的なアウトドアグッズから、余暇を楽しむレジャーグッズまで、豊富な品揃

えの大型専門店「スポーツオーソリティ＋アウトドアステージ」が出店。また、「ムラサキ

スポーツ」がサーフボードやスケートボードに特化した新業態で出店します。 
 

・トレンドアイテムを中心に、スニーカーのほか、トータルファッションでスポーツアイテム

を提案する人気の「ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ」が出店します。 
 
 【ライフスタイルファッション】 

 ・１Ｆには、カジュアルファッションを代表するブランド「ユニクロ」が約１,８００㎡の大型 

店で出店。２Ｆには、キッズアイテムを豊富に展開し、最新のトレンドファッションをお求 

めやすい価格で提供する「ジーユー」が約２,１００㎡の大型店でオープンします。 
   

 ・１Ｆには、人やくらしに“スタイル”を加え、自分らしさを創造するブランド「ｎｉｋｏ ａｎｄ...」 

がカフェを併設し、約１,０００㎡の大型店でオープン。また、人気ブランドを多数セレクト 

した「ＷＯＯＤＹ ＨＯＵＳＥ」が東海初出店します。その他、自然体で自分らしいライフスタイル 

を提案するセレクトショップ「ＣＩＡＯＰＡＮＩＣ ＴＹＰＹ」が出店します。 
 

【レディス・ヤングファッション】 

・１Ｆには、トレンドからベーシックまで、国内外のブランドを幅広く取り扱うセレクトショ 

ップ「ｄｏｕｃｅ Ｈａｒｍｏｎｉｅ」が出店。また、日常着から非日常へと誘うドレスまで、素材・縫製・ 

着心地にこだわったアイテムを揃えた「ＭＥＤＯＣ ｂｒａｎｃｈｅ」を導入します。 
 

・人気ブランドのジェラートピケやスナイデルをセレクトする「Ｈｏｎｅｙ Ｄｉｐ」が東海初出店。 

２Ｆには、ティーンズやヤングに人気の「ＷＥＧＯ」がオープンします。   
 

【キッズファッション】 

・３Ｆには、ベビー用品から節句人形までトータルで揃う「Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん」が出店。また、お求

めやすい価格で、応援するマーキーズのオリジナルブランド「ＬＳＰ ｂｙ ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ」が新業

態で出店します。 

 

～“GRAND PARK”で楽しむ～ 

「アウトドア＆ライフスタイルファッション」 

１F「GRAND PARK」 
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 ２Ｆには、緑溢れる芝生エリアとテラス席を設けた開放的な空間「ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫ」が広がり

ます。天井は、大屋根で覆われており、天候に左右されることなく、オープンエアの中でゆっ

たりとくつろぎながら、お食事をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■２Ｆ：レストラン 「ＴＯＹＯＫＡＷＡ ＤＩＮＩＮＧ」 

・レストラン「ＴＯＹＯＫＡＷＡ ＤＩＮＩＮＧ」では、バラエティ豊かな１６店舗が出店します。テラス席

を設けた店舗では、四季折々の自然を感じながら、お食事をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・和食では、厳選した仕入れ、店内仕込み、職人の技、握りたて、ひと手間かけた本物の美味し

さをお手頃価格で提供する回転寿司「炙り百貫」、豊洲市場と産直ルートからの新鮮食材が自

慢の丼ぶり、定食を提供する「築地食堂源ちゃん」が出店します。 
 

・洋食では、ＬＩＶＥキッチンを設置し、ボリューム満点のメニューが人気のビュッフェレスト

ラン「Ｂｕｆｆｅｔ Ｐａｒaｄａｉｓｅ ＯＴＴＯ」が出店。また、イタリア料理を日本流にアレンジしたあんか

けスパゲティを提供する「スパゲッ亭チャオ」がオープンします。 
 

・韓国から直輸入した食材を使用した韓国料理「キンパ専門店ＳＨＩＮＫＡＮ」が東海初出店。

ふわふわでアツアツのお好み焼き、もんじゃ焼きが楽しめる「ＲＩＫＹＵ」も出店します。 
  

・三河に展開する地元の人気ワッフル専門店「ＷＡＦＦＬＥ ＳＴＡＮＤ ＷＡＳＨＡＷＡＳＨＡ」が出店。ま

た、ハワイをイメージするゆったりとした空間で、ローカルフードやパンケーキを堪能できる

ハワイアンカフェ専門店「Ｈａｗａｉｉａｎ Ｄｉｎｅｒ ＨＡＮＡＯ ＣＡＦＥ」が愛知県初出店します。 
 

・「ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫ」を見渡しながら、コーヒーを楽しめる「スターバックスコーヒー」 

 が出店します。 

～“CENTRAL PARK”でくつろぐ～ 

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

 

2F「CENTRAL PARK」 

2F「TOYOKAWA DINING」 
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■３Ｆ：フードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」 

・フードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」は、白と木目を基調とした落ち着いた空間に、２Ｆ「ＣＥＮＴＲ

ＡＬ ＰＡＲＫ」を眺めながら、お食事できるスペースを含め、約９００席をご用意。和食やステー

キ、麺類、ファーストフード、カフェなど皆さまに親しまれる１２店舗が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・和食では、独自の特製タレが人気のかつ丼を提供するとんかつ専門店「かつ軒」が出店。また

鳥料理を中心に提供する「からあげ、定食、丼 がブリチキン。」がオープンします。 
 

・麺類では、自家製麺の打ち立てのうどんとこだわりの無添加いりこだし、揚げたての天ぷらや

巻き寿司を提供する「伊吹や製麺」、新鮮な野菜をさまざまな手法で調理した新感覚の野菜タ

ンメン専門店「べじたん」が出店します。 
 

・キムチチゲやビビンバなど、韓国料理を楽しめる「韓国食堂 ソウルフルキッチン」が東海初出

店、自家焙煎珈琲とホットサンドが味わえる専門店「スイートコーンズ」がオープンします。 

 

【カフェ】 

・１Ｆには、日本と西洋を融合した店構えとこだわりの珈琲で 

大人の雰囲気を味わえる珈琲専門店「西洋茶店/Ｂｏｏｏｎ」が出店。 

また、絶品のフルーツサンドがＳＮＳ等で話題の「ダカフェ」 

がオープンします。 
 

・３Ｆには、居心地の良い温かみのある空間で、猫とのふれあい 

の時間が楽しめる「Ｃａｔ Ｃａｆｅ ＭＯＦＦ」が出店します。 

 

 

■１Ｆ：食物販ゾーン「豊かなＭＡＲＣＨＥ」 

・イオンスタイル食品売場に隣接し、生鮮三 

品をはじめ、グロッサリー、和洋菓子、ス 

イーツなど、２１店舗が出店。食の一大グ 

ルメゾーン「豊かなＭＡＲＣＨＥ」が誕生します。 

 

 

 

【生鮮三品】 

・約７８０㎡の広さの生鮮三品コーナーには、鮮度に定評 

がある鮮魚店「魚力」、銘柄牛の取り扱いが多く人気の 

精肉店「タカギフーズ」が出店。また、提携市場が多く、 

旬の商材をお手頃価格で提供する青果店「八百屋 日和市」 

が東海初出店します。 

３F「FOOD FOREST」 

１F 「ダカフェ」 

 

」 

1F「豊かな MARCHE」 

「八百屋 日和市」 
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・グロッサリーでは、県内最大級となる約３００㎡の広さで、コーヒー豆や国内外の輸入食品を 

 販売する「カルディコーヒーファーム」が出店。また日本各地の“うまいもの”を集めたグル

メストア「久世福商店」がオープンします。 
 

・ベーカリーでは、フランスパン、クロワッサン等が評判の「ドンクエディテ/ミニワン」が出店。

スイーツでは、芳醇なりんごとバターのおいしさを閉じ込めた優しい味わいのスイーツを提供

する「りんごとバター。」が東海初出店します。また、ベルギーに本社を置く大人気のチョコ

レートブランド「ゴディバ」がオープンします。 
 
 

■「豊穣屋
ほ う じ ょ う や

 ＨＯＵＪＯＵ－ＹＡ Ｔｏｙｏｋａｗａ ｎｏ ｍｅｇｕｍｉ」 

豊川商工会議所が運営する「地域応援セレクトショップ」 

が出店します。豊川市や東三河地域の優れた農産物や加工 

品を展示・販売することにより、地域の生産者がのびのび 

と挑戦できる環境を提供します。また、生産者や消費者の 

垣根を超えた交流拠点を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

■３Ｆ：エンターテインメント「ＭＩＲＡＩＮＯ」 

・カプコンが提案する最新のアミューズメントマシンを導入したエンターテインメント施設 

 「ＭＩＲＡＩＮＯ」が愛知県初出店します。商業施設では初となる巨大な立体アスレチック迷路 

「クレイジータワー」が登場。超大型インフレータブルなどのアクティブエンターテインメント

ゾーン「Ｃｒａｚｙ ＢＡＮｅＴ」やバイオハザード、ロックマンなどのカプコンオリジナルＶＲが遊べる

「ＶＲ－Ｘ」を導入し、一日中遊ぶことができるエンターテインメント空間が誕生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■３Ｆ：Ｂｏｏｋ＆Ｃａｆｅ「本の豊川堂×ｎｉｄｏ ｃａｆｅ」 

・地元書店とカフェが融合したくつろぎの空間 

「本の豊川堂×ｎｉｄｏ ｃａｆｅ」が約１,７００㎡の広さ 

でオープンします。書籍以外にも文房具やライフ 

スタイル雑貨など多数の商品を取り揃えます。カ 

フェでは、自家焙煎珈琲や洋菓子などをお召し上 

がりいただけます。 

 

 

～日常をモールで過ごす～ 

「エンターテインメント」＆「ライフスタイルグッズ」 

 

「MIRAINO」 

「nido cafe」 

i 
※パースはすべてイメージです 
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【ガーデニング】 

・１Ｆには、人気のファッションメーカーのバロック 

ジャパンリミテッドの新業態であるガーデニングショ 

ップ「ＴＵＩＮ」が出店します。国内外から直接仕入 

れた豊富な種類の観葉植物や鉢などのガーデニング雑 

貨を販売するほか、一部の商品には廃棄される洋服の 

ポリエステル繊維などをリサイクルしたガーデニング 

専用品や生活雑貨も販売します。 
  

【ライフスタイル雑貨】 

・１Ｆには、環境負荷の少ない素材を選ぶなど、サステナブルな商品の取り扱いも多い人気の北 

欧ブランド「Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ」が出店。また、心地よい毎日を提案するインテリア専 

門店「Ｆｒａｎｃ ｆｒａｎｃ」がオープンします。その他、たのしい商品、たのしい売場、宝探しをする 

ようなお買い物体験を提供する「ＰＬＡＺＡ」を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

・３Ｆには、おしゃれな日用品や収納アイテム、棚など、デザイン性のある商品を展開する 

「３ＣＯＩＮＳ＋plus」が愛知県最大級の広さとなる約５００㎡の大型店で出店。また、使い 

やすさはもちろん、環境配慮型商品を展開するダイソーの新業態「Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」が出店 

します。 
 

【インテリア・バイク用品】 

・１Ｆには、インテリア雑貨からファニチャーまで豊富な品揃えと、３Ｄシュミレーターでお部 

屋を再現しコーディネート提案できる「ＬＩＶＩＮＧ ＨＯＵＳＥ.」が出店。またバイク文化を取り入れ 

た機能的でおしゃれなアイテムを取り扱う「バイカーズパラダイスセレクト」が東海初出店し 

ます。 
 

【大型家電・ペット】 

・２Ｆには、スマートフォンからゲーム、大型家電まで取り扱う「ヤマダデンキ テックランド」 

 が出店。３Ｆには、生体からペット用品まで豊富に展開する「ペテモ」がオープンします。 
 

【サービス】 

・サービスでは、医療とエステが融合した総合エステティックサロン「銀座グラティア・ラココ」

が出店。脱毛機器メーカープロデュースの低価格で安心・安全な脱毛サービスも提供します。 

 

・幼児教室では、楽しく遊びながらお子さまの知能を伸ばす教室「学研スクエア」や０歳から通 

える子ども英会話教室の「セイハ英語学院」、ダンス教室「セイハダンスアカデミー」、算数 

教室「そろばん教室８８くん」が出店。また体操を通じて、子どもの成長をサポートする 

「ネイス体操教室」がオープンします。 
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【地域との連携“ローカライズ”の取り組み】 
 
 

 イオンモールは、経営理念として｢イオンモールは、地域とともに『暮らしの未来』をつくる 

Ｌｉｆｅ Ｄｅｓｉｇｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒです。｣と定めています。そして、経営ビジョンのひとつとして「パー

トナーとともに、地域の魅力を磨きつづける究極のローカライズに挑戦する」ことを掲げ、全国

のショッピングモールでさまざまな地域と連携した取り組みを行っています。 

当モールでも、地域に根ざし、頼りにされる地域コミュニティの場をめざし、地域と連携する 

取り組みを積極的に推進しています。 

 

➢ 豊川市との「地方創生に関する連携協定書」の締結 

イオンモール株式会社及びイオンリテール株式会社は、豊川市と双方の資源を有効に活用し、

地方創生の深化を図り、役割分担を踏まえながら緊密に連携し、協力して取り組むことを目的

に「地方創生に関する連携協定書」締結を予定です。 

 

➢ 愛知大学及び豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部との「産学連携協力に関する覚書」締結 

・当モールは、地域社会の持続的な発展や教育・研究及び優れた人材の育成に寄与することを目

的に、愛知県内に所在する学校との産学連携を推進しています。本年１月に愛知大学及び豊橋

創造大学・豊橋創造大学短期大学部と「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】（一例） 

 愛知大学との取り組み：『音楽やダンスによる地域交流イベント』の実施 

愛知大学と連携し、吹奏楽やダンスサークルに所属する学生による音楽・ダンスの発表会や

音楽祭を実施。２Ｆ「ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫ」において、地域の方々が身近に音楽やダン

スに触れ合える機会を創出し、「憩いの場」を提供します。 

 

 豊橋創造大学との取り組み：『絵本読み聞かせ・ワークショップ』の実施 

豊橋創造大学と連携し、幼児教育・保育科に通う学生とともに、絵本の読み聞かせやワーク

ショップを実施予定です。また、看護学科、理学療法学科の学生による日々の健康チェック

など、地域の方々との「交流の場」を創出します。 

 

➢ 豊川商工会議所による“地域応援セレクトショップ”「豊穣屋 ＨＯＵＪＯＵ－ＹＡ Ｔｏｙｏｋａｗａ 

 ｎｏ ｍｅｇｕｍｉ」出店 

・１Ｆ食物販ゾーン「豊かなＭＡＲＣＨＥ」に、豊川商工会議所が運営する“地域応援セレクト

ショップ”「豊穣屋 ＨＯＵＪＯＵ－ＹＡ Ｔｏｙｏｋａｗａ ｎｏ ｍｅｇｕｍｉ」が出店します。豊川市や東三

河地域の優れた農産物や加工品を展示・販売することにより、地域の生産者がのびのびと挑戦

できる環境を提供します。また、生産者や消費者の垣根を超えた交流拠点を創出します。 
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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との思いから、 

さまざまな取り組みを通じて、地域に寄り添い、人々とつながり、 

心に刻まれる体験をお客さまとともにつくっていきます。 

 

【取り組みの一例】 

➢ 「イオンモールウォーキング」 

・地域の皆さまが健康を目的に歩ける場所として、ウォーキングコースを開放します。天候や 

気温、時間を気にすることなく安全な環境で快適にウォーキングをお楽しみいただけます。 

ウォーキングコースは、２Ｆ「ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫ」を通り、館内を周る約２ｋｍのコー

スを設置。各ポイントで距離が分かるサインを設置しています。また、当社は千葉大学予防医

学センター健康都市・空間デザインラボと協働し、イオンモールウォーキングと連携した健康

プログラムを実施。その他、イオンモールアプリでは、モール内を歩いて毎日のウォーキング

で目標を達成すると、ポイントがもらえる「トコくじ」を引けるなど、楽しく健康づくりに取

り組むことができるウォーキング機能を搭載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ 多目的ホール「イオンホール」 

・３Ｆに、約３２０㎡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」「バレエ」などの各種イベントを実施します。 

 

 

 

 

 

 スポーツ・アウトドア専門店との連携「バスケット教室・アウトドア体験」の実施 

・１Ｆ「ＧＲＡＮＤ ＰＡＲＫ」に展開する屋外広場にて、「スポーツオーソリティ＋アウトドア

ステージ」などの専門店と連携し、子どもから大人まで幅広い世代の方々を対象とした「アウ

トドア体験・バスケット教室」を実施予定です。今後もさまざまな体験イベントを通じて、地

域に寄り添い、人々とつながる場を創出してまいります。 

 

 

 

 

「イオンモールアプリ画面」 
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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。 
 

➢ 約４００インチの大型ＬＥＤビジョンを設置 

・１Ｆ「サウスコート」及び２Ｆ「ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫ」に、約４００インチの大型ＬＥＤ

ビジョンを設置します。館内やＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫで行われるイベントと連動し、リアル

タイムで配信します。また、専門店やイベント情報の発信、音や映像を活用したゆったりとお

過ごしいただけるよう環境演出を行うほか、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 「デジタルによる新たな映像体験」の取り組み 

・１Ｆセンターコートには、約１５ｍからなる縦型のデジ 

タルサイネージによる新たな映像体験を提供します。 

 大きな滝から流れ落ちる水しぶきを体感いただくことで、 

 館内においても、自然と一体となって過ごしている臨場 

 感を味わうことができます。 

 

 

 

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

・１Ｆ中央コートには、３台連結した１５０インチからなる 

大型デジタルサイネージを設置。インフルエンサーが撮影 

するシズル感のあるグルメ動画のほか、当モールで働く専 

門店スタッフがおすすめ商品やコーディネート提案などを 

配信します。 

 

 

 

➢ 「ＰＡＰＡＴＴＯ
パ パ ッ ト

 ＳＴＡＴＩＯＮ
ス テ ー シ ョ ン

」の設置 

・１Ｆには、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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【安全・安心への取り組み】 
 

近年多様化する気候変動や自然災害など、さまざまなリスクに対し、地域の皆さまのインフラ拠

点として災害に強い施設づくりを行うことで安全・安心をご提供するとともに、万一被災した際

には、地域の早期復興を促すための防災拠点となるよう施設の整備に取り組んでいます。 
 
 

■豊川市との「大規模災害時における被災者への防災活動協力に関する協定書」の締結 

・豊川市とイオンモール株式会社、イオンリテール株式会社は、豊川市域で地震や水害などによ

る大規模災害が発生した際、豊川市から要請があった場合、当モールを一時避難場所として被

災者を受け入れ、食糧や生活必需品等の救助物資を可能な範囲で供給することを目的に、「大

規模災害時における被災者への防災活動協力に関する協定書」を締結予定です。 
 

■当施設での取り組みの具体例 

１．施設における「安全・安心」対策の強化 

➢ 施設の安全性向上 

・ 各種法令を遵守した建物とするのはもちろん、年々進化する最新技術や建材などを積極的に

活用することにより、地域の皆さまに安心してお過ごしいただける施設づくりをめざしてい

ます。 
 

・ 吹抜け空間の天井は、スケルトン天井の採用により、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。 
 

１． 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を確保

しています。 

（１） 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 

ル新豊川」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。 
 

（２） ＢＣＰ対策として、商用電源や保安用発電機が停止した場合でも、太陽光発電を活 

用したＢＣＰ分電盤により、スマートフォン等の充電用電源を確保しています。 
 

（３） 地震でも止まりにくい中圧ガスを利用したガスコージェネレーションを採用。停電対

応型ガスコージェネレーションに接続されたＥＶステーションにより、ＥＶ車を通し

て地域住民のスマホ充電や炊き出しなど防災拠点の機能をめざします。 
 

２． マンホールトイレ 

・ 災害時に備えたマンホールトイレ（８か所）を設置しています。 
 

３． 断水対策 

・ 耐震性を有した受水槽（約１３０㎥）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。 
 

４． エスカレーターの安全対策 

・ 地震発生時、エスカレーターの破損がないよう、安全対策（エキスパンションジョイントの

設置）を実施しています。 
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【持続可能な社会の実現に向けた取り組み】 

 

イオンモールでは、“人と環境に配慮したモール”の実現に取り組んでいます。「イオン 脱炭素

ビジョン」に基づき、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■国土交通省による第２回サステナブル建築物先導事業（省ＣＯ２先導型）採択プロジェクト認定 

 ・当モールは、省エネ・省ＣＯ２に関わる先導的な技術の普及啓発に寄与する建築物として、

国土交通省より令和３年度、第２回サステナブル建築物先導事業（省ＣＯ２先導型）採択プ

ロジェクト認定を取得。サステナブルな施設運営をめざします。 

 

【取り組みの具体例】 

➢ メガソーラー（太陽光発電設備） 

太陽光発電設備 発電容量：１,３００ｋＷ 

・当モールでは、商業施設として国内最大級のソーラー 

カーポートをＰＰＡモデル※として設置。一般家庭の約 

３５０世帯分に相当するクリーンな電力を発電施設内で 

利用することで、再生可能エネルギーの活用拡大に取り 

組みます。 
 
※ＰＰＡモデルとは「Power Purchase Agreement（電力販売契約）モデル」の略称で、ＰＰＡ事業者が電力需要家の敷地

や屋根等を借り太陽光発電システムを設置し、そこで発電した需要家に販売する事業モデル。 

 
 

➢ 大型商業施設として「ＺＥＢ※ Ｒｅａｄｙ」国内初達成予定 

・再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から 

５０％以上の一次消費エネルギー消費量を削減する建築物で 

あることを証明する「ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ」に適合予定です。 

延床面積１０万㎡以上の大型商業施設としては、国内初達成 

となります。 

 

 
※ＺＥＢとは、「先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制やパッシブ技術の採用による自然エネルギーの積極的な活 

用、高効率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可 

能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとする 

ことを目指した建築物」（出典：https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html 環境省ＨＰ） 

 

https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html
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➢ ＣＡＳＢＥＥ「Ｓランク」取得 

・地球環境・周辺環境への配慮事項とその程度を客観的に評価するＣＡＳＢＥＥ評価において

最高ランクのＳランク認証を取得しています。 

 

➢ 地域環境負荷低減により「サーキュラーエコノミー」に貢献するバイオガス発電導入 

・施設内で発生する食品生ごみを利用して「バイオガス」エネルギーとして活用します。生ご

みを大幅に抑制することで「地域の環境負荷低減」「ごみ処理負荷低減」を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空調・換気】 

➢ 「ダイナミック自然換気」の活用 

・周辺に大きな建物がない自然あふれる豊川市の特徴を 

活かし、心地よい風が吹く春や秋には機械換気ではなく、 

全長約５００ｍを超える建物内を自然換気し、快適な温 

度を実現する省エネルギー設計を採用しています。また 

モール通路上部にハイサイドライト（高窓）を設置。窓 

を開放することにより、自然換気を促進します。 
 

➢ 混雑状況に対応したＡＩカメラによる空調換気制御 

・各フロアに設置したＡＩカメラが館内の混雑状況を認知し、 

最適な温度となるよう館内空調をコントロールします。 

フロアごとによる空調制御により、省エネルギーと快適 

な室内環境を実現します。また、新型コロナウイルス感 

染症対策にも有効です。 
 

【再生水の利用】 

➢ 地下水の熱源利用および再生水利用 

・井戸水の熱を空調機器に有効活用し、エネルギーを削減 

します。また、館内全てのトイレ洗浄水に再生水を活用 

します。 

  

 
 
➢ 「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、２０２３年３月５日 

（日）に、地域にお住まいの皆さま約２,０００名にご参加いただき、 

地域の樹木を中心に５７種 約２万本を植樹予定です。 
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【地域との調和、環境デザイン】 
 

■外装デザイン ＜外装コンセプト：自然が奏でるリズムとともに＞ 

・自然豊かな豊川の立地のもと、外壁は壁面緑化により、訪れる方々が一日中ゆったりとお過ご

しいただけるようリラックスできる自然と一体となったデザインとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内装デザイン＜内装コンセプト：自然と、都会・街のスタイリッシュさを取り入れた空間＞ 

・館内は白と木目を基調に、モダンな落ち着きのあるデザインを採用。モール天井部には、自然

光を取り入れるハイサイドライトを設置。自然光に包まれた快適なモール環境と開放的な空間

が広がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【“良い
イ

音
オン

モール”～快適な音環境実現の取り組み～】 

イオンモールは、屋外空間や館内放送を聞き取りやすく、五感を通して感じていただける 

音環境の実現を目指しています。２Ｆ「ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＡＲＫ」では、鳥の声や風の音など、 

様々な音が調和しながら、自然の中にいるような感覚を味わえます。また吹抜コートや共用 

通路、フードコートなどに自動音量制御装置を導入。曜日や時間帯による館内混雑により、聞 

取りにくい状況を改善します。スピーカー台数を増やすことにより、案内放送やＢＧＭが聞き 

取りやすい快適な環境を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※従来店舗との実測値（平均音圧偏差）比較にて約５１％向上） 

 

 

イオンモール豊川 
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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や快適さを感じて

いただくことです。すべてのお客さまが満足でき、楽しく一日をお過ごしいただくことができる

店づくりを追求しています。２００５年に大型商業施設として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。地域のコミュニティ拠点として、そこにくらす人々の生活

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・障がいの有無に関わらず、すべて

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いただくことができる、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２階・３階に各１箇所設置します。 

 キッズトイレ・離乳食室など充実した設備も整えています。 
 

➢ 優先トイレ 

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

➢ ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

各フロアのメイン通路となるセンター付近にＡＥＤを設置。専門店従業員に対しては、ＡＥ

Ｄ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。 

 

➢ スタッフ呼び出し用インターホン 

介助が必要なお客さまのために、インターホンを東側イオンスタイル入口に１箇所設けてい

ます。また、インフォメーションでは車イスを貸出しします。 

 

➢  心身の不自由な方専用の駐車場 

心身の不自由な方専用の駐車場を全体で４３台設置。内１２台は車番認証でゲート開放でき

る「ゲート開閉方式」としています。 
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【核店舗「イオンスタイル新豊川」の特長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店は、愛知県の南東部、北には本宮山
ほ ん ぐ う さ ん

、南には三河湾と自然豊かな環境であるほか、豊川稲荷や

御油
ご ゆ

の松並木など歴史的建造物なども多く、自然と歴史文化が共存するエリアに立地します。また、

豊川市は東三河地域において、豊橋市に次ぎ人口が多く、かつ唯一人口が増加している都市です。  

３０代～４０代の人口構成比が高く、３世代でお住いの世帯が多いことから、子育て世帯を応援する

商品・サービスをはじめ、鮮度の高い商品や地場商品の展開、地元企業やＮＰＯ団体と連携した   

取り組みなどを通じて、地域のくらしによりそった店づくりを目指します。 

また、当社が進める最新のデジタル取り組みや売場提案を結集し、これまで以上に“快適さ”   

“楽しさ”を感じる施設・サービスを提供してまいります。 

 

■ＴＯＰＩＣＳ 
 

当店は、「自慢したくなる街 自慢したくなるお店 『新しい自分』きっと見つかる…♪」を   

店舗コンセプトに、「心」「親」「新」の３つの“しん”を提供します。 

➢ 「心（しん）」：地域のくらしによりそった商品やサービスの提供 

・高鮮度の商品、地場商品を取り揃えた“地域最大級”の食品売場 

・暮らしの必需品をトータルコーディネートする「ホームコーディ」 

・カジュアルからビジネス・フォーマルまで様々なシーンを提供するファッション売場 

・美と健康を支える最大級の「ヘルス＆ビューティケア」 

➢ 「親（しん）：子育てを頑張るパパとママを応援 

・地域の子育てママ・パパの声を取り入れ“地域最大級”のベビー用品売場を構える 

「キッズリパブリック」 

➢ 「新（しん）」：デジタルとリアルで繋がる、新しい買物体験の提供 

  ・ＯＭＯ（ネットとリアルの融合）で“注文”“受取り”をシームレスに 

  ・「デジタルサイネージ」を活用し、商品のこだわりを伝える新しいプロモーション 

  ・ＡＩによる勤務計画作成や情報共有ツールで従業員の働き方も「スマート化」 

・地域のお客さまと様々なシーンでつながる、新たなコミュニティの場 

 

 

 

 

 

 

 

“地域最大級”の食品売場とベビー用品を揃える“最新型”総合スーパー 

「自慢したくなる街 自慢したくなるお店 『新しい自分』きっと見つかる…♪」 

「心」「親」「新」の３つの“しん”を提供 
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■地元商品を取り揃えた豊富な食品 

東三河エリアの伝統的な食文化を取り入れた総菜や、地場の生鮮品、地酒など地域産にこだ  

わった商品をはじめ、愛知・三重県内の漁港から届く産直鮮魚や全国各地の旬の鮮魚、オーガ

ニックや健康にこだわった商品を豊富に展開します。 

 

➢ 豊川・東三河の食を充実 

豊川市は、いなり寿司発祥の地の一つともされおり、市内で

は多くの寿司屋でいなり寿司が販売されています。当店では、 

いなり寿司を「豊川いなり寿司」として地域のブランドとなるよ

う取り組むＮＰＯ法人「みんなで豊川市をもりあげ隊」   

賛助会員に入会し、地域の活動にも参加しています。また  

地域の皆さまの声を生かした、イオンオリジナルのいなり 

寿司を開発して展開するほか、定番のいなり寿司に加えて、

黒糖いなり寿司、わさび稲荷寿司を販売します。 

 

冷凍売場では、田原発祥「かつさとカツ丼の具」をはじめ、

うま屋名物「チャーハン」、山本屋本店「味噌煮込みうどん」、

世界の山ちゃん「幻の手羽先」などご自宅で外食有名店の味

を楽しめる商品のラインナップを充実します。 

ご当地餃子では、豊橋 夏目家「和風あん餃子」「丸もち   

餃子」、浜松の「いえやす餃子」「五味八珍」「石松餃子」

など浜松餃子を取り揃えます。 

いなりずし発祥の地ともいわれる豊川で、京都庵「やわらか

京いなり」「江戸前いなり」「わさびいなり」など冷凍いなり

寿司の品揃えも充実します。 

 

イオン最大級で展開する鮮魚対面コーナーでは、地元愛知の

漁港（一色、幡豆、形原漁港）で販売当日に水揚げされた鮮魚

を「朝獲れ鮮魚」として販売します。注文に応じた切り身や

三枚おろしなどへの加工や、おいしい食べ方の提案も行い 

ます。また新たな取り組みとして、富山県魚津市から届く  

「日本海の朝どれ鮮魚」を定期的に販売します。早朝に競り 

にかけられた鮮魚を、その日の午後（１３時頃）に店頭に並べ販売します。このほかにも、

当日仕入れの鮮魚をネタにした鮨やお魚惣菜を拡充します。また、「イチビキ」のたれを   

使用した漬魚や「とよかわ鮎」を販売します。 

 

農産売場では、「とよかわブランド」認定の大葉、ハーブ、

ミニトマト、トマト、いちごを販売します。豊川市や東三河

エリアで生産された農産物を取り扱う「ＪＡひまわり」や 

「株式会社ベジライフ」の農産物を展開します。また、近郊

で栽培された「今朝採れ」野菜や産地から２４時間以内に  

届く「シャキ直」野菜など新鮮な農産物を展開します。 

（「今朝採れ」「地場野菜」は季節や天候、収穫状況により取り扱いのない場合がございます。） 

【心】地域のくらしによりそった商品やサービスの提供 



 
20 

畜産では、愛知県で育てられた「みかわ牛」を常設で販売します。   

「みかわ牛」は認定農場で一年以上肥育され、肉質等級４等級以上、  

県内３食肉市場（名古屋、半田、東三河）より出荷される高品質な肉質

が特徴です。ステーキ用や焼肉用など“ちょっと贅沢”を楽しんで  

いただける食材を展開します。豚肉では、知多半島にある農場で肥育 

された「都築ぽーく」を取り揃えます。 

 

「とみかわや」の和菓子や「ボンとらや」（豊橋市）の和洋菓子、

「寺部食品」（豊川市）の愛知県産有機大豆を使用した豆腐(数量

限定)、西尾抹茶を使用したカップ飲料「薫る抹茶あずき」(数量  

限定)、「ヤマサのちくわ」（豊橋市）など、東三河エリアにある 

企業の商品を豊富に展開します。 

 

世界各国からの直輸入ワインや洋酒、国内有数の日本酒などを取り揃える、お酒

の専門店「イオンリカー」では、三河エリアにある「福井酒造」（豊橋市）、    

「関谷醸造」（設楽町）の日本酒を展開します。またオープンを記念し、福井   

酒造「四海王」の限定醸造酒を数量限定にて販売します。 

また、小さな醸造所で手塩をかけて作られた個性的な  

クラフトビールを拡充し、一例として、豊橋市にある  

「ＴＯＹＳ ＢＲＥＷＥＲＹ」や「ＦＩＶＥ ＶＩＳＩＯＮ 

ＢＲＥＷＥＲＹ」など地元ブリュワリーの商品をはじめ 

約２００品目のクラフトビールを展開します。 

 

➢ こだわりの総菜や食を展開 

対面方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、「とよかわブランド」と

して認定された“ＪＡひまわりのトマト”を使用した、「カプレーゼ～バジルの香り」や、

「生ハムとトマトの華やかなイタリアンサラダ」などの冷総菜に加え、店内で焼き上げた  

キッシュや、「まんまるハンバーグ」などの温総菜を取り揃えます。また、お好みのメイン

惣菜１品、サイド惣菜２品のおかずを選んでいただく「えらべる！お弁当」を提供します。 

「とり惣亭」では国産鶏を使用し、店内の炭火で丁寧に焼き上げた焼き鳥串を１本から   

利用いただけます。 

 

「ピッツァソリデラ」コーナーでは、一枚ずつ丁寧に伸ばしたもちもち食感の生地を高温   

短時間で焼き上げることで小麦の風味にこだわったピッツァを提供します。看板商品の  

マルゲリータは、こだわりの生地に調和するトマトソース、北海道産モッツァレラチーズ、

イタリア産パルミジャーノを使用した本格ピッツァを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とり惣亭 炭火焼き鳥串 カプレーゼ～バジルの香り ピッツァソリデラ マルゲリータ 



 
21 

 

焼き立てパン専門店「カンテボーレ」では、「毎日手作り」「毎日焼き立て」のおいしさを 

提供します。２０２２年モンドセレクション金賞受賞「バゲットカンテボーレ」は低温   

長時間熟成させることで、小麦本来の味を楽しめ、噛み応えのあるフランスパンに仕上げて

います。「塩バターぱん」は、塩味がまろやかなロレーヌ岩塩を使用し、カリっと、もちっ

とした食感が特徴です。その他、地元愛知県の味である味噌を使用した「八丁味噌使用の   

みそカツサンド」に加え、当店から導入する新商品として「みそぱん」も提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷凍パンでは、焼きたてパン専門店「カンテボーレ」より東海エリア限定の新商品を発売  

するほか、冷凍野菜では、「トップバリュグリーンアイ」から新たに国産有機野菜（ほう   

れんそう・ブロッコリー・小松菜）を品揃えしオーガニック商品の充実を図ります。 

こだわりのコーヒー豆と世界の食品専門店「ｃａｆéｒｒａｎｔ（カフェランテ）」では、   

オリジナルブレンドや各国のコーヒー豆を約３０種類取り揃えます。また、世界各国の食品

を扱う“食のセレクトショップ”として、お客さまに“おいしい”“たのしい”を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イオンの花専門店「ルポゼ・フルール」を展開します。 

近年、テレワークなどの増加により自宅に花や  

グリーンを飾りたいという方が増えています。  

そこで“季節のお花を飾って日々のおうち時間を 

豊かに”をテーマに、花がある生活を提案します。 

全国屈指のバラの産地である豊川の特性を活かし、

豊川ブランドにも認定されている「豊川ばら」を  

取り揃えるほか、鉢花を自家需要からギフト対応 

まで幅広く提案します。 

 

 

 

 

 

塩バターぱん 八丁味噌使用のみそカツサンド みそぱん 



 
22 

■くらしの必需品をトータルコーディネートする「ホームコーディ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ くらしを快適にするホームファッション売場 

“快適な眠り”を提供する寝具コーナーでは、お値打ちなイオンのブランド「ホームコーディ」

商品を中心に、人気のブランド寝具まで取り揃えます。全てのマットレス・まくらを    

セルフで気軽にお試しいただけるほか、機能の説明や使い方のアドバイスができる専門知識

を持った接客スタッフを配置し、お客さま一人ひとりに最適な商品を提案します。  

また、毎日の食事を楽しく彩るテーブルデコレーションをはじめ、壁面収納やインナーケー

スなどの収納用品、アロマやデザイン雑貨など毎日のくらしにちょっとした変化を提供する  

インテリアを充実し、気分のリフレッシュや暮らしやすさの向上をお手伝いします。 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ウェアラブル端末やＩＯＴ家電などを体験できる「スマートライフコーナー」 

デジタルネイティブ世代を中心に支持される、スマートフォン、タブレットなどのモバイル

端末や、スマートウォッチなどのウェアラブル端末、遠隔での操作や呼びかけで操作が可能

なＩＯＴ家電など、最新のデジタル端末や家電を取り揃えた、生活の進化を提案する複合型

売場「スマートライフコーナー」を展開します。 

機器の実演やお試しができる売場となっており、機能や特徴を“体感”いただけます。 

また、仕事や子育てを頑張っている主婦や、その家族を応援する家事の時短家電を提案します。 

調理の時短におすすめの電気圧力鍋や自動調理器、炊事・洗濯の時短におすすめの食器洗い

乾燥機や洗濯乾燥機、掃除の時短に最適なロボット掃除機やスティッククリーナーなど、  

毎日の家事や炊事に役立つ家電を充実させ、仕事や育児に頑張るママとパパを応援します。 
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■カジュアルからビジネス・フォーマルまで様々なシーンを提供するファッション売場 

２階フロアでは、デイリーカジュアルからお出かけ・ハレの日まで毎日のおしゃれを提案する

ファッション・スポーツの売場を展開します。ナチュラルな色調を意識した空間と売場配置に

よる一体感を演出します。 

 

➢ 「自然のままの優しい暮らし」を提案するイオンのエシカル

ファッションブランド「ＳＥＬＦ＋ＳＥＲＶＩＣＥ（セルフ

サービス）」は、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エシカルなコトに参加できる

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、

子供服の販売、衣料品回収などの取り組みを行っています。 

 

➢ 「ＥＳＳＥＭＥ」はいつまでも「かわいい！すてき！」という

気持ちを忘れず、自分らしく着こなせるスタイルを提案する、

フェミニンテイストとトレンド感が特徴のレディスアパレル 

ブランドです。程よいトレンド感と女性らしさを大切にし、 

素材やシルエットにこだわった着心地の良い服を提案します。 

 

➢ レディスカジュアル売場では、初夏から夏にかけての気温・  

不快指数が高い時期に「ヒンヤリ、サラッとしたソフトな   

肌ざわりが心地いい」快適に過ごせる素材を提案します。   

２０２３年春夏の新商品「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ ＣＯＯＬ」  

シリーズは、夏に最適な素材を使った機能性アパレルです。 

ニットやＴシャツ、ブラウス、パンツを展開します。 

 

➢ メンズ売場では、トラッドテイスト「ＰＯＬＯ（ポロ）」を

トータルコーディネートブランドとして展開します。長く 

着られる飽きのこない商品をオン・オフでも着用できる  

ファッションとして提案します。 

➢ またメンズビジネス売場では、オーダースーツの「スタイル

オーダー」を構え、生地・シルエット・ボタンの種類など  

すみずみまでこだわったオリジナルの１着を仕立てます。 

 

➢ イオンリテールのスポーツ衣料ブランド「スポージアム」と、

グループで靴販売を担う㈱ジーフットが展開する「ＡＳＢＥＥ

（アスビー）」のスポーツ・アウトドアシューズが隣接した

売場を展開し、地域のお客さまの健康促進をお手伝いします。 

スポージアムでは、「ナイキ」や「アディダス」などスポーツ

ブランド商品を展開するほか、アウトドアブランドの「モン

ベル」「ロゴスパーク」などのウェアを取り扱います。   

さらに、ヨガウェア「ソフトタッチブラトップ」「レギンス」

を展開するほか、自宅で気軽に取り入れられる軽トレーニ

ングやマッサージのグッズも用意します。 

ＡＳＢＥＥでは、ニューバランスのスニーカーをはじめ、  

ランニング・ウォーキングシューズを地域最大級で展開します。 
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■美と健康を支える最大級の「ヘルス＆ビューティケア」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 幅広い年代から支持されている韓国発のコスメブランド「ロムアンド」「ＥＴＵＤＥ    

（エチュード）」「ＶＴコスメティックス」をはじめとする話題のアジアンコスメを豊富に

展開します。また、気軽にトレンドメイクが叶う「キャンメイク」「Ｋｉｒｅｉ＆Ｃｏ    

（キレコ）」等のメイクブランド、ネイル、香りのアイテムなど幅広く取り揃え、若い世代

のお客さまも毎日通いたくなる売場を目指します。 

そのほか、ダウンロード数８５０万の美容クチコミアプリ「ＬＩＰＳ」とコラボレーション

した売場を毎月様々なテーマで展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ また、ヘアケアにおいて、上質感・トレンド感のある

シャンプーで毎日のバスタイムを楽しむ提案として、 

話題の「＆Ｐｒｉｚｍ（＆プリズム）」「ウルリス   

Ｋｉｒａｍｅｋｉ（キラメキ）」「ＹＯＬＵ（ヨル）」

などのシャンプー・リンスを取り揃えます。 

 

➢ 土日も営業！全国の医療機関の処方せんを受付する「イオン薬局」 

イオン薬局新豊川店は、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る年中無休の薬局です。 

東海エリア初のお薬受取ロッカーを設置し、処方せんの受付時に 

ロッカー受取を選択いただくと、営業時間内は好きな時間に受け取りが

できます。また、医師が処方したお薬をご自宅までお届けする「調剤  

おくすり即日便」も展開します。 

さらに、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、

お薬のできあがりを連絡するサービス「ポケットファーマシー®」を導入

します。ご利用いただくことで、調剤を待つ間にお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。 

このほか、薬剤師などの専門家による健康イベントとして、血糖値測定

会やお薬相談会などを開催し、お客さまの健康づくりのサポートをして

いきます。 

 

※左から「ロムアンド」「ETUDE（エチュード）」「VT コスメティックス」「キャンメイク」「Kirei＆Co（キレコ）」 

「＆Prizm（＆プリズム）」「ウルリス Kirameki（キラメキ）」 
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■地域の子育てママ・パパの声を取り入れた「キッズリパブリック」 

イオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」では、“みらいをつくるひとを、つく

りたい”というコンセプトのもと、マタニティ、ベビー用品から小学校卒業までに特化した品揃

えとサービスで、子育てをサポートします。地域のお客さまよりいただいたご要望の声をもと

に、地域最大級でベビー用品の品揃えを実現しました。 

 

➢ ベビーカーやチャイルドシートを豊富に品揃えし、楽しいお出かけをサポート 

  豊川市は、「東三河ふるさと公園」や「日本列島公園」など親子で楽しめる自然豊かな遊び

場や広場など、小さなお子さまを連れての散歩や車でのお出かけに適した場所が多いこと 

から、ベビーカーやチャイルドシートを、国内から海外ブランドまで幅広く品揃えします。 

  一例として、イオンリテールでは初導入となるＣｙｂｅｘチャイルドシート･ジュニアシート

を用意し､人気海外ブランドの品揃えを充実させます。 

  また､抱っこひもでは､赤ちゃんの体と心を育むＳｔｏｋｋｅ® Ｌｉｍａｓ™ （ストッケ    

リマス）をイオンリテールの東海地区で初めて品揃えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 「ママ･パパの声をカタチに」 

 ベビー日用品コーナーはオーガニック･無添加など､素材にこだわったベビーフードを揃え､                     

倒れてもこぼれないカップや電動鼻水吸引器など､地域のママ･パパの意見を取り入れた商品

を展開し､子育てをサポートします 

➢ マタニティコーナーの充実 

体型や体調の変化が大きいマタニティママに向けたサポートケア商品を強化､優しい着装感

と着脱しやすいオーガニックコットンインナーや赤ちゃんのお座りアイテムでも活躍する 

授乳クッションなど幅広く展開､また､帝王切開出産のママに向けた入院準備用品･産後ケア

商品を品揃えし､マタニティ期の負の解消と育児に奮闘するママをサポートする商品を展開

します。 

➢ ドキドキ・ワクワクなおもちゃコーナー 

  おもちゃコーナーでは、小学校のプログラミング科目導入で人気の「キッズ用パソコン」や  

お子さまの考える力や豊かな創造性を育む「ＬＥＧＯ®」などの知育玩具を幅広く取り揃える 

ほか、「トミカ・プラレール」のコーナーでは、地域最大級の品揃えで、イオンスタイル    

新豊川にしかないオリジナルのプラレールジオラマを設置し、お子さまがワクワクするよう

なコーナーを展開します。また、実際に商品をさわって試せる「タッチ＆トライコーナー」

も設置し、親子でお楽しみいただけます。 

【親】子育てを頑張るパパとママを応援 

左：Ｃｙｂｅｘ「リベル」    右：Ｃｙｂｅｘ「メリオ」 
いずれもトラベルシステム対応商品。画像はイメージ。 

ストッケ「リマス」（抱っこひも） 
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➢ お子さまの足の成長に合わせて最適な子供靴を提案するアスビーキッズ 

アスビーキッズでは、お子さまとのお出かけに最適なベビー・チャイルドシューズを地域  

最大級で展開します。地域のお客さまからご要望のあった、ニューバランスやイフミーなど

のファーストシューズにも最適なブランドを取り揃えます。また、売場には足形測定器を  

設置し、お子さまの足に合った靴選びをお手伝いします。 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 小学校で必要なアイテムがそろう学童用品や幼児服のコーナー 

  “かるがる背負えてすっぽり入る”イオンの「かるすぽランドセル」や機能性インナー    

「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ」（ピースフィット）の素材を使用したキッズ肌着など、イオンのオリジナル

商品を展開します。このほか、レイングッズや校内履き、体操服などの学童用品を通年で  

展開し、入園・入学準備や運動会、プールなど社会行事で必要な商品についてもシーズンに

あわせて展開します。 

子ども服コーナーでは、小学生に人気のスポーツブランドのほか、通学着おしゃれを手軽に

楽しめるイオン専売のブランド「ＢＬＩＮＧ ＧＩＲＬＳ」を展開します。 

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、妊娠中  

から子育てまでのお役立ち情報や、お買得商品のクーポンなどを配信  

します。さらにアプリ会員は、妊娠中のご自身に関する悩みやお腹の   

赤ちゃん、お子さまの体調などについて、スマホで産婦人科医や小児科医

へ１０分間無料相談できるサービスもご利用いただけます。産前産後を  

通してきれ目のないケアの提供により、ママや子育てファミリー、お子さまの健やかな成長

をサポートします。 

 

➢ “ゆったり”“あんしん”して使える最新型の「赤ちゃん休憩室」 

授乳やおむつ替えなどに使える「赤ちゃん休憩室」を最新の仕様で展開します。休憩室を  

利用される皆さまに“ゆったり”“あんしん”してお使いいただけるよう、授乳個室として

用意する５部屋はいずれもベビーカーが入るスペースを設け、３部屋は男性も利用可にして

います（うち１部屋が家族で利用できるファミリー授乳室）。また、授乳個室は鍵付きにし、

入口や「キッズリパブリックアプリ」上で空き状況を確認いただけます。 

おむつ交換台の隣には、ベビーカー置き場や荷物台を用意しているほか、オムツ替えシート、  

自動密閉・密封式のおむつボックスも設置するなど、授乳・おむつ替えに必要な設備を揃え

ます。また、離乳食やミルクをあげる簡単な休憩のためのベンチスペースも用意しています。 

 

 

 

 

 

 

おむつ替え台横にベビーカーを停めるスペースを用意。  授乳個室はいずれも鍵付きで、アプリ上で空き状況の確認ができる。 
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■ＯＭＯでシームレスな買物体験を提供 

➢ “ネットでもリアルでも”自在に注文・受け取りができる“シームレスな買物体験”を提供 

通信端末の普及やライフスタイルの変化に伴い、買物の仕方も多様化しています。当社は、

ＯＭＯ（オンラインとオフラインを融合する取り組み）を推進するべく、ネットと実店舗の

垣根を感じる ことなく注文・受取りができる仕組みの展開を目指します。 

当店では、店内のピックアップカウンターが総合窓口となり、ネットスーパー注文品のほか、

ＥＣサイト「イオンスタイルオンライン」の注文品、そのほか予約商品の受け取りと、即日

便の受付に対応します。また、「イオンスタイルオンライン」の注文品等もロッカーにて     

受け取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 調剤医薬品も宅配する「即日便」を実施 

徒歩や自転車でご来店のお客さまや高齢の方が便利に使える、

店頭でのお買い上げ品の配送サービス「イオンの即日便」を 

実施します。徒歩や自転車の利用が高いと見込まれる当店では

通常の食品・日用品のお届けのほか、調剤したお薬を宅配する

「調剤おくすり即日便」を承ります。調剤おくすり即日便では、

オンライン服薬指導と組み合わせることで、店頭に行かずに 

ご自宅で薬を受け取ることができます。 

 

➢ 「おうちでイオン イオンネットスーパー」を展開（４月１１日承り開始予定） 

 スマホやパソコンから注文した商品を店舗から自宅にお届けする「おうちでイオン イオン  

ネットスーパー」を展開します。生鮮食品や冷凍食品、総菜などの食品から、トイレットペーパー

などの日用品まで品揃えします。 

 また、指定時間であればお客さまの都合のよい時間に店頭で受け取れる「ピックアップ！」を

提供します。車に乗ったまま受け取りができる「ドライブピックアップ！」、店内のサービス

カウンターで受け取りができる「カウンターピックアップ！」を導入します。そのほか、実家や

離れた場所にお住まいの家族など、ご自宅以外の住所へのお届けを選択できる「お届け先変更便」

サービスも実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

【新】デジタルとリアルで繋がる、新しい買物体験の提供 
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➢ 用途に合わせて選べるレジ 

携帯端末を使ってお客さま自身が購入商品をスキャン 

しながら買い回り、精算機ではお支払いだけで済ませら 

れる「レジゴー」のほか、快適・スピーディに会計    

できる「キャッシュレスセルフレジ」、現金にも対応   

する「セルフレジ」など、用途やスタイルにあわせて   

使い分けできるレジを用意します。 

 

■「デジタルサイネージ」を活用し、商品のこだわりを伝える新しいプロモーション 

➢ 「イオンスタイル新豊川」の売場内に約６０台のデジタル

サイネージを展開し、「旬の情報」を発信します。また、

地域の方の声を反映させて開発した創作いなり寿司や、

水産売場にて名古屋にある鮮魚卸「株式会社寿商店」の

２代目 森朝奈さんによる地元の鮮魚を使った簡単・  

お手軽レシピなど、当店こだわりの情報を発信します。 

 

■ＡＩによる勤務計画作成や情報共有ツールで従業員の働き方も「スマート化」 

➢ 勤務計画の自動作成システム「ＡＩワーク」を活用し、計画業務を減らしサービス向上に  

つなげるほか、従業員は自身のスマートフォンから勤務希望の提出や勤務シフトの確認が 

でき、より快適なワークスタイルとなります。さらに、情報共有ツール「ＭａＩ
マ イ

ボード」を

使い、リアルタイムの情報に基づいた適切な売場運営 を行うとともに、チーム力を高め、  

ムリ・ムダ・ムラを減らしたスマートな働き方につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域のお客さまと様々なシーンでつながる、新たなコミュニティの場 

➢ 「認知症サポーター※」認定従業員がお客さまを介添え 

イオンスタイル新豊川従業員は開店に向け、厚生労働省が推進する「認知症

サポーター※養成講座」を受講します。障がいをお持ちのお客さまや高齢の

お客さまに適切な応対ができる従業員を育成し、誰もが安心して暮らせる  

地域づくりに取り組みます。 

※「認知症サポーター」とは、認知症について理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、できる範囲で

の手助けをするもので、所定の講座を受講することで認定されます。 

➢ 環境保全活動を通じて子どもたちの健全な育成を目指す「イオン チアーズクラブ」 

  イオンでは小学１年生から中学３年生までの子どもたちを対象  

に、環境学習や体験の場を提供する「イオン チアーズクラブ」を

各店に結成しています。店舗の近隣にお住まいのお子さまたちが 

集まり、イオンの従業員がサポートしながら「環境」に関する様々

な活動に取り組んでいます。当店でも参加するメンバーを募集し

「新豊川イオン チアーズクラブ」を結成する予定です。 
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【イオンモール豊川 専門店一覧】 

 

東海初：２１店舗 愛知県初：８店舗 地元企業：５７店舗 
 ※｢東海｣：愛知県・岐阜県・三重県の３県 

※地元企業：愛知県内に本社を置く企業 

 ※店名・業態および本資料については、２月６日現在のため変更となる場合がございます。 

 

１Ｆ 

ＮＯ． 店名 業種 東海初 愛知県初 地元企業 

１ スポーツオーソリティ＋アウトドアステージ 大型スポーツ・アウトドア    

２ ムラサキスポーツ スポーツ用品    

３ イオンバイク 自転車    

４ ｇｏ ｓｌｏｗ ｃａｒａｖａｎ レディス・メンズ    

５ ＹＥＶＳ レディス・メンズ    

６ SAC’S BAR 鞄・小物    

７ ＡＢC-MART SPORTS シューズ・レディス・メンズ・キッズ    

８ JEANS YAMATO レディス・メンズ   〇 

９ ＣＩＡＯＰＡＮＩＣ ＴＹＰＹ レディス・メンズ・キッズ    

１０ ＷＯＯＤＹ ＨＯＵＳＥ レディス・メンズ 〇   

１１ １４＋ICHIYON PLUS/yutte 帽子・ヘアアクセサリー 〇   

１２ ＬＯＷＲＹＳ ＦＡＲＭ レディス・メンズ・キッズ    

１３ ユニクロ レディス・メンズ・キッズ    

１４ Ｈｏｎｅｙ Ｄｉｐ レディス 〇   

１５ Ｌｕｆｕｆｕ レディス   〇 

１６ アンシャンテルル レディス   〇 

１７ JINS メガネ    

１８ エステールラグジュアリー 宝飾    

１９ TUIN ガーデニング 新業態   

２０ KEYUCA ライフスタイル雑貨    

２１ Flying Tiger Copenhagen ライフスタイル雑貨    

２２ SIXPAD 健康器具   〇 

２３ ｇild レディス   〇 

２４ douce Harmonie レディス    

２５ ローラアシュレイ レディス・ライフスタイル雑貨    

２６ LIVING HOUSE. インテリア雑貨    

２７ Ｆｒａｎｃfranc ライフスタイル雑貨    

２８ PLAZA コスメ・バラエティ雑貨   〇 

２９ niko and.../niko and...COFFEE レディス・メンズ・雑貨・カフェ    

３０ ＭＥＤＯＣ ｂｒａｎｃｈｅ レディス   〇 

３１ Hamilton essence レディス    

３２ ティファールストア キッチン雑貨・家電    
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１Ｆ（つづき） 

NO. 店名 業種 東海初 愛知県初 地元企業 

３３ 212 KITCHEN STORE キッチン雑貨    

３４ 暮-KURASHI- 和雑貨 〇   

３５ Dayse タオル・バスグッズ 新業態   

３６ kａｒｅｎdｏ フラワー・花柄雑貨  〇  

３７ バイカーズパラダイスセレクト バイク、バイク用品 新業態   

３８ ラフィネ リラクゼーション    

３９ スーモカウンター 住宅情報サービス    

４０ イオン銀行 銀行    

４１ マジックミシン 洋服のお直し    

４２ Riat! リペア    

４３ 宝くじチャンスセンター 宝くじ    

４４ Salon Rita まつげエクステ   〇 

４５ ＰＡＰＡＴＴＯ ＳＴＡＴＩＯＮ 配送サービス    

４６ エンジェルキッズ豊川園 託児所    

４７ イオン銀行 ATM    

４８ 豊川信用金庫 ATM    

４９ 蒲郡信用金庫 ATM    

５０ ダカフェ カフェ   〇 

５１ 西洋茶店/Booon カフェ   〇 

１F 食物販ゾーン「豊かな MARCHE」 

５２ ゴディバ チョコレート    

５３ YANAKA COFFEE カフェ   〇 

５４ ミスタードーナツ ドーナツ   〇 

５５ 豊穣屋 HOUJOU-YA toyokawa no megumi 銘店 新業態  〇 

５６ カルディコーヒーファーム 輸入食品・珈琲    

５７ 久世福商店 グロッサリー    

５８ ドンクエディテ/ミニワン パン    

５９ 八百屋 日和市 青果 〇   

６０ 魚力 鮮魚    

６１ タカギフーズ 精肉    

６２ おめで鯛焼き本舗 鯛焼き   〇 

６３ 日本一 焼き鳥    

６４ 西条園 抹茶カフェ 和菓子   〇 

６５ ビアードパパ シュークリーム   〇 

６６ ｂ’ｌａｂ 洋菓子   〇 

６７ いもや和真 和洋菓子   〇 

６８ りんごとバター。 和洋菓子 〇   

６９ クロネコパティスリー 和洋菓子   〇 

７０ ＨＡＮＡＫＯ 和洋菓子   〇 

７１ ブルーシール アイスクリーム   〇 

７２ LEMONADE by Lemonica ジュース   〇 
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２Ｆ  

NO. 店名 業種 東海初 愛知県初 地元企業 

７３ ヤマダデンキ テックランド 大型家電    

７４ キャンドゥ １００円均一    

７５ asbee+ シューズ 新業態   

７６ LEAP'S メンズ   〇 

７７ SAAD シルバーアクセサリー    

７８ ANSWER GARAGE メンズ    

７９ チャイハネ エスニック雑貨    

８０ aimerfeel ランファン    

８１ ヴィレッジヴァンガード バラエティ雑貨・本   〇 

８２ WEGO レディス・メンズ    

８３ ジーユー レディス・メンズ・キッズ    

８４ 奥三河蒸留所 kinoco. インテリア雑貨・アロマ 新業態  〇 

８５ ＃C‐pla＋ カプセルトイ    

８６ NAVY レディス・メンズ・キッズ  〇  

８７ OWNDAYS メガネ    

８８ ハニーズ レディス    

８９ CHELSEA New York ライフスタイル雑貨・鞄・帽子    

９０ ANAP レディス    

９１ SpRay PREMIUM レディス    

９２ MUK MOCABROWN アクセサリー    

９３ SM2 keittiö レディス    

９４ ＆choa! 韓国コスメ    

９５ LAKOLE レディス・メンズ・雑貨    

９６ ブランドショップハピネス ブランドショップ    

９７ ｒ.ｐ.ｓ レディス   〇 

９８ SHOO・LA・RUE レディス・キッズ    

９９ ランジェノエル ランファン    

１００ KOBE LETTUCE レディス  〇  

１０１ メガネのアイガン メガネ    

１０２ ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ 着物    

１０３ パルファン コスメ   〇 

１０４ BELLUNA レディス    

１０５ CLEAR by KAWASUMI 宝飾   〇 

１０６ tiptop+pocket レディス    

１０７ ハートアップ コンタクトレンズ   〇 

１０８ SMARTCOOL スマホ修理    

１０９ KOMEHYO 買取センター 買取   〇 

１１０ ハロー！パソコン教室 パソコン教室    

１１１ 保険コンパス 保険    
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２F（つづき） 

NO. 店名 業種 東海初 愛知県初 地元企業 

１１２ 銀座グラティア・ラココ 脱毛エステ    

１１３ ドコモショップ 携帯電話   〇 

１１４ ネイス体操教室 体操教室   〇 

１１５ ＪＴＢ 旅行代理店    

２F レストラン「TOYOKAWA DINING」 

１１６ MUCHO TACOS タコス・タコライス 〇  〇 

１１７ スターバックスコーヒー カフェ    

１１８ 北海道キッチン YOSHIMI 洋食    

１１９ 上海湯包小館 中華   〇 

１２０ Buffet Paradise OTTO ビュッフェ   〇 

１２１ 回転寿司 炙り百貫 寿司  〇  

１２２ とんかつ とん久 とんかつ    

１２３ 築地食堂源ちゃん 和食    

１２４ スパゲッ亭チャオ スパゲッティ   〇 

１２５ RIKYU お好み焼き   〇 

１２６ キンパ専門店 ＳＨＩＮＫＡＮ キンパ 新業態  〇 

１２７ グリル蔵敷 ハンバーグ    

１２８ Hawaiian Diner HANAO CAFE カフェ 〇   

１２９ スバカマナ カレー   〇 

１３０ ローストビーフ YOSHIMI 洋食 〇   

１３１ WAFFLE STAND WASHAWASHA ワッフル   〇 

３Ｆ  

１３２ Right-on レディス・メンズ・キッズ    

１３３ Hello 赤ちゃん キッズ・ベビー・雑貨   〇 

１３４ LSP by MARKEY'S キッズ 新業態   

１３５ ＢＲＥＥＺＥ キッズ    

１３６ ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ キッズ    

１３７ キャラカプ キャラクター雑貨    

１３８ ぺテモ ペット・ペット用品    

１３９ 島村楽器 楽器・教室    

１４０ ギャラリーメモリア with 香ぎゃらりぃ 仏具・仏壇・お香   〇 

１４１ パセリハウス バラエティ雑貨    

１４２ グローバルセレクション スマホアクセサリー    

１４３ おかしのまちおか お菓子    

１４４ クラフトハートトーカイ 手芸・ホビー   〇 

１４５ 3COINS+plus ライフタイル雑貨    

１４６ Yogibo Store インテリア雑貨    
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３Ｆ（つづき） 

NO. 店名 業種 東海初 愛知県初 地元企業 

１４７ ふるいち ゲーム・トレカ・フィギュア・買取    

１４８ NEXT FOUCS 靴   〇 

１４９ ギアーズジャム 鞄    

１５０ one'sterrace ライフスタイル雑貨    

１５１ ゲンキキッズ キッズシューズ    

１５２ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ライフスタイル雑貨    

１５３ Ｐｒｉｓｍ バラエティ雑貨   〇 

１５４ B-DESIGN by じぶんまくら 寝具   〇 

１５５ タイムステーションＮＥＯ 時計    

１５６ はん・印刷の大谷 印鑑    

１５７ メイドイントーカイ 雑貨・食品     〇 〇 

１５８ ※910 レディス・メンズ・雑貨    

１５９ 本の豊川堂×nido cafe 書籍/カフェ   〇 

１６０ Ｆプレミアムプラザ 寝具  〇  

１６１ クリスタルティアラ アクセサリー  〇 〇 

１６２ SUGAR HIGH! バラエティ雑貨・お菓子 〇   

１６３ ソフトバンク 携帯電話    

１６４ 楽天モバイル 携帯電話    

１６５ au ショップ 携帯電話   〇 

１６６ ＱＢハウス カット    

１６７ 保険クリニック 保険   〇 

１６８ スタジオアリス こども写真スタジオ    

１６９ ヘアカラーＦｉｔ！ ヘアカラー    

１７０ セイハ英語学院 英語教室    

１７１ そろばん教室８８くん そろばん教室    

１７２ セイハダンスアカデミー ダンス教室    

１７３ 学研スクエア 教室    

１７４ クリニック クリニック    

１７５ 豊川さつき眼科 眼科    

１７６ MIRAINO アミューズメント  〇  

１７７ モーリーファンタジー アミューズメント    

１７８ Cat Café MOFF アニマルカフェ    
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３F フードコート「ＦＯＯＤ FＯＲＥＳＴ」 

NO. 店名 業種 東海初 愛知県初 地元企業 

１７９ 果汁工房果琳 フルーツジュース    

１８０ スイートコーンズ ホットサンド・パスタ・カフェ 新業態  〇 

１８１ 野菜たっぷりタンメン べじたん タンメン   〇 

１８２ 韓国食堂 ソウルフルキッチン 韓国料理 新業態   

１８３ からあげ、定食、丼 がブリチキン。 鳥料理   〇 

１８４ ペッパーランチ ステーキ   〇 

１８５ 伊吹や製麺 うどん    

１８６ Sugakiya ラーメン   〇 

１８７ マクドナルド ハンバーガー    

１８８ 京都北白川ラーメン魁力屋 ラーメン    

１８９ かつ軒 とんかつ 新業態  〇 

１９０ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム    

核店舗 

１９１ イオンスタイル新豊川 総合スーパー    

 

【広域地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近隣地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


