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２０１１年１月２５日 

イオンリテール株式会社 

 

 

“自然のちから”を採り入れ、環境への配慮を高めたイオンの「エコストア」 

３/２２（火） 「イオン伊丹昆陽
い た み こ や

ショッピングセンター」開店 
新生イオンの総合スーパー「イオン伊丹昆陽店」と１５９の専門店 

 

イオンリテール株式会社は、兵庫県伊丹市に「イオン伊丹昆陽
い た み こ や

ショッピングセンター」（以

下当ＳＣ）を、３月２２日（火）にグランドオープンいたしますのでご案内申し上げます。 

 当ＳＣの核店舗となる総合スーパー（ＧＭＳ）「イオン伊丹昆陽店」は、３月１日（火）

に誕生する「新生イオンリテール」として西日本地区初の新店となります。 

 

■ＳＣのコンセプト 
当ＳＣは、「Ｗｉｔｈ（共に）」をキーワードに、「環境と地域と人と共に…」をコンセプ

トとして、地域と共存し、地域の皆さまにコミュニティの場をご提供する、新たなエコシ

ョッピングセンターのカタチを目指してまいります。 

 

■ＳＣの立地 
 当ＳＣが立地する兵庫県伊丹市は、兵庫県の南東部に位置し、古くから歌に詠まれ、ま

た酒造の街として栄え、現在もその伝統と文化が息づく、豊かな自然に恵まれた都市です。 

当ＳＣの所在地、伊丹市池尻地区は、市の西部に位置し、周辺には奈良時代の僧行基が

建立した「昆陽寺」や当時灌漑用の溜池として掘られ、現在は冬になると多数の渡り鳥が

飛来し、市民の憩いの場となっている「昆陽池」があります。当ＳＣの名称「イオン伊丹

昆陽ＳＣ」は、地域の皆さまに古くから親しまれている「昆陽」という地名からいただい

たものです。 

当ＳＣの敷地東側は伊丹市西部を南北に貫通する県道４２号「尼崎宝塚線」に、敷地の

北側は伊丹市の市道に面し、ＪＲ及び阪急電鉄の「伊丹駅」、宝塚市方面、尼崎市方面から

のバス路線が充実しており、自家用車のご利用に加えて、公共交通機関によるアクセスに

も恵まれた立地となっています。 
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■ＳＣの主な特徴 
 当ＳＣは、国内商業施設最大級の太陽光発電設備や壁面緑化、約５３０台分の芝生で覆

った駐車場「グラスパーキング」をはじめ、“自然のちから”を採り入れ、省エネルギー、

環境効率などに配慮したイオングループ１１ヶ所目のイオンの「エコストア」となります。 

 

 敷地面積６６,２００㎡、商業施設面積７２,１２５㎡、約２,４００台の駐車場を備えた

当ＳＣは、イオングループとしては、兵庫県内で８ヶ所目のモール型ＳＣとなります。 

 当ＳＣは、核店舗「イオン伊丹昆陽店」と兵庫県初出店の専門店４４店舗をはじめ、   

ファッション、生活雑貨、飲食、サービス、伊丹市役所市民課西分室など１５９の専門店

や行政施設で構成、快適なショッピング環境をご提供するとともに、地域の皆さまのコミ

ュニティの中心となるＳＣを目指しております。 

 

【「イオン伊丹昆陽ＳＣ」の概要】 

・Ｓ Ｃ 名 称：イオン伊丹昆陽ショッピングセンター 

・核 店 舗：イオン伊丹昆陽店 

・所 在 地：伊丹市池尻４丁目１番地１ 

・開 店 日：グランドオープン ２０１１年３月２２日（火）午前９時 

       ソフトオープン  ２０１１年３月１４日（月）午前９時 

・営 業 時 間：イオン伊丹昆陽店 １階（食品・H&BC） ９時～２３時 

                ２階・３階     ９時～２２時 

       専門店街              １０時～２２時 

・休 業 日：年中無休 

・責 任 者：イオン伊丹昆陽ＳＣ開設委員長  中東 義男（なかひがし よしお） 

       イオン伊丹昆陽店開設委員長   進  亨（すすむ とおる） 

・従 業 員 数：ＳＣ全体  約２,３００名 

         イオン伊丹昆陽店 約５５０名（うち社員 約７０名） 

         専門店      約１,７５０名 

・ＳＣの規模：敷 地 面 積・・・６６,２００㎡ 

       商業施設面積・・・７２,１２５㎡ 

       建 物 構 造・・・鉄骨造（地上６階 地下１階） 

       駐 車 台 数・・・約２,４００台 

       駐 輪 台 数・・・約１,６００台 

・Ｓ Ｃ 商 圏：約２１万４０００世帯、約５３万人（車１５分圏内） 

 

＜ソフトオープン＞ 

当ＳＣは、開店時のＳＣ周辺の交通渋滞緩和を図るとともに、建設期間中にご協力いた

だいた近隣の皆さまにお買物をお楽しみいただくために、３月１４日（月）～３月２１（月）

の８日間、ソフトオープン期間として営業いたします。 

 

■「イオン伊丹昆陽ＳＣ」専門店モールの特徴 
当ＳＣの専門店街は、東側の新生イオンのＧＭＳ「イオン伊丹昆陽店」と西側の大型専

門店を結ぶ東西約２００メートル４層吹き抜けのモールを中心に、ファッション、生活雑

貨、フードコート、レストラン街、サービス、伊丹市役所市民課西分室など１５９の専門

店や行政施設で構成しています。 
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【１階「オリジナルスタイルアップ」ストリート】 

 １階は、自分らしさを表現できる個性的なファッション専門店を中心に、大型総合 

家電専門店「Ｊｏｓｈｉｎ」やサービス、食品などの専門店で構成しています。 

 ファッション専門店では、アメリカ西海岸テイストをキーワードに女性のライフスタ

イルを提案する「ジュエリウム」、遊び心を表現できる女性に向けたセレクトショップ

「ＶｉＳ」、こだわりの生活雑貨「ハーベストヴィレッジ」などが出店いたします。 

  サービスゾーンには、理美容、クリーニングなどに加えて、エコロジー精神の具現化

を目指した子供服・子供用品のリサイクルショップ「マムズ・マート」が出店いたしま

す。 

 食品専門店ゾーンは、スペインの揚げ菓子チュロスや岩手県のしあわせ牧場の牛乳を

使用したソフトクリームなどをご提供する「チョコラテリア サンヒネス／しあわせ 

牧場」など兵庫県初出店の３店舗をはじめ、輸入食品やテイクアウトのお店が集まりま

す。 

 

【２階「アクティブライフ」ストリート】 

 ２階は、「アクティブライフ」をテーマとするスポーツ、メンズ、レディスなどの   

専門店ゾーンとヘアサロン、エステなどのビューティゾーン、行政施設や歯科などの 

サービスゾーンを集積しています。 

 専門店ゾーンは、約３,０００㎡の大型スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」や

本物のトレンドを追求するバッグの「パッセンジャーメッセージ」など行動派のメンズ、

レディス専門店で構成しています。 

 ビューティゾーンは、ファッションイベントや雑誌で人気のウイッグ専門店「プリシ

ラ」とヘアサロン「ミッション」がコラボした新しいスタイルのヘアサロン「プリシラ

×ミッション」や“美肌の国”韓国発の化粧品店「ＴＯＮＹＭＯＬＹ」など話題の専門

店が出店いたします。 

 サービスゾーンには、総合カルチャーセンターや歯科などのほかに「伊丹市役所市民

課西分室」「伊丹市立図書館西分室」が開設され、伊丹市西部にお住まいの皆さまの  

コミュニティの場としてご活用いただけます。 

 

【３階「ファミリーライフスタイリング」ストリート】 

 ３階は、ファミリーカジュアルやキッズなどの専門店とフードコートで構成、ファミ

リーでのショッピングに便利な「ファミリースタイリング・ストリート」を展開してい

ます。 

 約７００席のフードコート「スタイリッシュダイニング」は、スィーツ、カレー、   

麺類、丼などバラエティ豊かな１０店舗が出店いたします。お子さまからおじいちゃん、

おばあちゃんまでご家族皆さま揃ってのお食事をお楽しみいただけます。 

 

【４階「エンジョイライフ」ストリート】 

 ４階は「食とエンターテインメント」をテーマとして、レストラン街と生活雑専門店、

ペットショップ、フィットネスクラブ、アミューズメントなどを展開いたします。 

 レストラン街には、そば・豆腐料理の京都嵐山「清修庵」、関西地方初出店となる   

イタリア料理の「ピッツァスタジアム マリノ」など各地で人気の飲食店１０店舗が 

出店いたします。 

 イオンが展開し、関西初出店となる生活雑貨の大型専門店「Ｒ．Ｏ．Ｕ」は、常に   

変化するお客さまのニーズをいち早くキャッチするため、お店の販売スタッフが仕入れ

も担当し、“旬”のアイテムを品揃えいたします。 



4 

 

■イオンの「エコストア」の取り組み 
 
＜“自然のちから”をさまざまな形で活用するイオン伊丹昆陽ＳＣ＞ 

２００５年のイオン千種ＳＣ（名古屋市）から始まったイオンの「エコストア」の取り

組みは、当ＳＣで１１ヵ所目となります。その時々の最新の環境技術を積極的に導入し、   

ＣＯ２排出量の削減や省資源の実現に向けて、新しい試みをふんだんに採り入れています。 

イオンの「エコストア」として、当ＳＣは従来型ＳＣと比べ、３０％のＣＯ２排出量削減

を目標としています。 

（１）“自然のちから”の利用 

《風の力・光の力》 

国内商業施設最大級の総面積７,９５６㎡、発電容量１,１６０ＫＷの太陽光発電設

備をはじめ、風力発電、雨水利用、自然光の利用、地中熱利用（クールチューブ）

など風や光の力を利用した技術や仕組みを採り入れています。 

《緑の力》 

国内商業施設最大級の６,９３３㎡の壁面緑化、４,２５０㎡（乗用車約５３０台分）

のグラスパーキング、「イオン ふるさとの森づくり」などＳＣ全体で緑化推進に   

取り組みます。平面駐車場内に造成した“せせらぎの森”では緑と水で小さな自然

を再現し、水田も設けます。 

（２）省エネルギー 

国内商業施設で初採用となるアンモニア冷媒使用空調機をはじめ、さまざまな高効

率空調システムを導入いたします。 

また、ＬＥＤなど高効率照明器具の採用や、照明・換気の各種センサー制御など  

細部にわたり省エネルギーへの取り組みを実施します。 

さらに当ＳＣでは、最新のエネルギーマネジメントシステムを導入、効果の検証を

通じ、更なる省エネルギーに努めます。 

（３）省資源・資源循環 

間伐材や再生原料を用いた建築資材を各所に使用し、省資源や資源循環に貢献して

いきます。 

また、「お客さまとともに」すすめる省資源活動として、買物袋持参運動や店頭   

リサイクル回収などを積極的に進めてまいります。 

（４）情報発信・環境学習 

エコ体験空間（３階）、エコインフォメーション（１階）などを通じて、お客さまに

当ＳＣのさまざまな環境への取り組みをわかりやすくご紹介いたします。 

また、当ＳＣの環境設備や取り組みを紹介するエコ探検ツアーを定期的に実施する

予定です。 

（５）お客さまのエコライフ支援 

トップバリュ共環宣言やエコラベル商品をはじめとするさまざまなエコ関連商品の 

展開や電気自動車用充電機の設置など、お客さまのエコライフを応援する商品・  

サービスを多数ご用意いたしております。 

 

※「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

地域の潜在自然植生を再生することで本物の森づくりを目指す「イオン ふるさとの

森づくり」。当ＳＣでは、オープンに先がける３月６日（日）に、近隣にお住まいの

約８５０名のお客さまとともに、約８,５００本のふるさとの木の苗木を植えていた

だく「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を開催いたします。 
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■すべてのお客さまに快適にご利用いただくための取り組み 

 当ＳＣでは、お体の不自由な方やご高齢の方、小さなお子さま連れのお客さまなど、  

すべてのお客さまに安心してご利用していただけるように「迷わない」「疲れない」「使い

やすい」「安全・安心」をコンセプトとして、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）を採り入れた   

建物・空間のデザインに努めています。 

 

＜ＵＤトイレ＞ 

ご家族と一緒に授乳やオムツの交換ができる「ミルクルーム」や「キッズトイレ」   

「多機能トイレ」を併設したＵＤトイレをＳＣ内各フロアに 1 ヶ所設置いたします。 

＜エレベーター・エスカレーター＞ 

エレベーター内部に腰掛や手すりを設けています。また、操作ボタンには使いやすさに

配慮し、大型ボタンを採用しています。 

エスカレーターは安全性に配慮し、回り込み防止柵を設置しています。 

 ＜駐車場＞ 

お体の不自由な方用駐車場は専用リモコンを導入することで、健常者の方が不要に利用

することを防止いたします。また、お怪我された方や妊婦の方が利用できる専用駐車場

や運転初心者の方やご高齢の方が駐車しやすい「ゆとりの駐車場」も整備いたします。 

＜ＳＣ内のご案内表示＞ 

お車を駐車された場所がわかりやすいように駐車場と最寄の入口に「ゾーンカラー」 

「ゾーンナンバー」を表示いたします。 

ＳＣ内のサインは視線に入りやすく、分かりやすい表示に努めています。 

＜ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置＞ 

ＳＣ内に６台のＡＥＤを設置いたします。また、従業員にもＡＥＤの使用方法などの 

講習会を実施し、緊急時に備えた体制を整えます。 

＜インターホンの設置＞ 

お手伝いが必要なお客さまのために、主な入口にインターホンを設置するとともに車椅

子も配置いたします。 

 

■いい日・いい街・イオンデー 

毎月１１日は、「いい日・いい街・イオンデー」とし、地域のボランティア団体へ、    

投函レシート金額の１％相当の品物をお渡しして活動にお役立ていただき、地域に還元

する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」や、ＳＣ従業員が店舗周辺や公共

施設などの清掃を行う「クリーン＆グリーン活動」など、さまざまな地域貢献活動を  

実施してまいります。 
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《 核店舗「イオン伊丹昆陽店」の特徴 》 
 

イオンの総合スーパー（ＧＭＳ）事業会社であるイオンリテール株式会社と株式会社  

マイカルは３月１日（火）をもって統一し、新生イオンリテール株式会社が誕生します。 

新生イオンリテールは、これを機に、それぞれのお店が、お客さまの暮らしにもっとも

身近な存在になり、次代を引き継ぐ地球環境を地域の皆さまと守り、地域とそこに住まわ

れる皆さまとともに成長し、地域の皆さまに頼りにされるお店となることを目指し、｢ジャ

スコ｣｢サティ｣の店名を３月１日に｢ＡＥＯＮ（イオン）｣に変え、新たに出発いたします。 

 

イオン伊丹昆陽店は、｢暮らしに“うれしい・おどろき”、わたしに“うれしい・ときめ

き”｣をコンセプトに、ファミリー世代から団塊世代のライフスタイルに対応できる店づく

りを目指します。そのために、地域の生活シーンをリアルタイムでキャッッチし｢価格｣ 

｢センス｣｢専門性｣の魅力でリアルなニーズにぴったりの提案を行ってまいります。 

 

◆１階 食料品と美と健康のフロア◆  

＜食品売場＞ 

・食品売場は、｢おいしい・新鮮・安心｣をテーマに、お客さま視点での季節感あふれる   

売場から、旬や地元の食材を提供するとともに、安全・安心な食品をお買得価格で   

ご提供いたします。  
 
・デリカ売場では、新鮮なお魚を店内で調理加工した寿司をはじめ、地元で人気の押し寿

司などの展開を強化するとともに、お好み焼、焼きそばなどの実演販売でライブ感のある

売場を展開いたします。 
 
・リカー売場では、清酒発祥の地、伊丹から小西酒造｢白雪｣、老松酒造｢伊丹郷｣などの   

地酒を多数品揃えいたします。またワインも多数品揃えするほか、パスタ類や輸入食品、

ドライフルーツなどワインに合わせた関連商品をお客さまにご提案いたします。  
 
・銘店コーナーでは、神戸｢ファクトリーシン｣の洋菓子や、宝塚｢エフェ｣のロールケーキ、

「不二家」のお菓子など、魅力ある名品を多数品揃えいたします。 
 
・水産売場では、対面販売を強化するとともに、おいしいお魚料理でお客さまの食卓を  

彩れるように、調理サービスや料理メニューをご提案いたします。 
 
・グリナリー売場では、食卓や玄関先を彩る季節の切花や、苗や鉢などのガーデニング  

商材を品揃えし、花のある食卓、花いっぱいの我が家、くつろぎの空間をご提案いたしま

す。また、アレンジフラワーやブーケをお客さまのご要望にも対応いたします。  

 

＜ヘルス＆ビューティケア売場＞  

・お客さまの健康をキーワードに、美容・ダイエット・健康維持に対応した大型売場を   

構築。部門の垣根を越えた商品集積で、より質の高い健康的な生活を提案いたします。 
 
・医薬品売場は、調剤薬局を併設し、毎日午後９時まで処方箋調剤にご対応いたします。

また、高齢化社会に対応すべく、健康関連商品や介護用品などを一堂に取り揃えいたしま

す。 
 
・化粧品売場は、百貨店ブランド化粧品｢綾花｣を導入するほか、｢男の悩み解消コーナー｣

を設けて、男性化粧品の品揃えを充実いたします。  
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＜サイクル売場＞  

・イオンの自転車専門店｢イオンバイク｣が登場。お客さまの快適な自転車ライフの実現の

ため、購入からメンテナンス、アフターサービスに至るあらゆるニーズに対応する、  

安心と充実のトータルソリューションをご提案してまいります。 

 

◆２階 ファッションのフロア◆  

＜衣料服飾売場＞  

・衣料服飾売場は、独自に蓄積してきた直営売場に、企画・製造から販売までを一貫して

行うイオンのカジュアル衣料「トップバリュコレクション」をはじめ、ティーンズヤング

「ダブルフォーカス」、レディス「タウンエレガンス」、アウトドアカジュアル「スポー

ジアム」、靴「グリーンボックス」など、専門性を高めた売場と複合させることで、新た

な価値を創造する売場へと革新いたします。 

 

◆３階 キッズとホームファッションのフロア◆  

＜キッズ売場＞  

・キッズ売場は、ベビー用品や子供服、玩具、文具、アミューズメントで構成いたします。

また、授乳やおむつ替えができる「赤ちゃん休憩室」を併設するなど、ご家族で安心して

お買物がお楽しみいただける売場空間をご提供いたします。 

 

＜ホームファッション・家電・手芸売場＞  

・ホームファッション売場は、生活雑貨から、調理用品、家電製品、寝具、インテリアま

で豊富に品揃えし、ライフスタイルや生活シーンに応じた暮らしのご提案をいたします。  
 
・手芸売場の「パンドラハウス」は、布地、裁縫用品、話題のデコパーツやクラフト材料

など豊富に品揃えいたします。また、お子さまやご家族一緒に余暇を楽しんでいただくた

め、入園・入学用品、ぬいぐるみ、小物入れなど、季節や社会行事に合わせた手作りの   

提案を強化いたします。 
 
 

【イオン伊丹昆陽店のサービス・社会貢献活動について】  

 

＜お買物に便利な決済サービス＞  

イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」をはじめ、ＪＲ西日本の「ＩＣＯＣＡ」、ＮＴＴドコモ

の後払い電子マネー「ｉＤ」などの非接触決済サービスを導入。 また、中国人訪日客への

サービスとして、新たに中国銀聯の決済サービスも導入いたします。  

 

＜イオンネットスーパー＞  

「イオンネットスーパー」を４月下旬より開設する予定です。生鮮食品や冷蔵・冷凍食

品、日用品、ベビー用品まで、毎日の生活に必要な品々を、ご来店されるお客さまだけで

なく、ご年配の方や子育て中の方、介護やお仕事でお店に立ち寄る時間のない方など、  

お客さまのご都合に応じて、インターネットからの注文によりお届けいたします。  

 

＜宅配サービス「即日便」＞  

ご高齢の方やご自宅が遠い方、お荷物が多い方などに対し、少しでも便利にお買物して

いただけるように、お買い上げ商品をその日のうちにご自宅までお届けする「即日便」の

サービスを４月上旬より実施いたします。 

  

＜セルフレジ＞  

食品売場では、お客さまのさらなる利便性向上のため、お客さまご自身で精算いただけ

る「セルフレジ」を５台導入いたします。  



8 

＜サービス介助士の配置＞ 

店内では、店長をはじめ１５人のサービス介助士がご高齢者、ハンデキャップをお持ち

の方々に ご要望に応じて介添えさせていただきます。 

 

＜ペットボトルキャップで世界の子どもたちに笑顔を！！＞  

イオンは２００８年から「ペットボトルキャップで世界の子どもたちに笑顔を！」キャ

ンペーンを開始しました。この取り組みは、店頭で回収したペットボトルキャップのリサ

イクル業者さまへの販売代金を、貧困に苦しむアジアの子どもたちを支援する団体に寄付

するものです。 

 

 

【イオン伊丹昆陽店の構成】  

食料品と美と健康のフロア 

１階 農産、水産、畜産、デリカ、デイリー、グロサリー、リカー、ベーカリー、銘店、

花、日用雑貨、ペット、サイクル、医薬品（調剤薬局）、化粧品、健康食品 

ファッションのフロア  
２階 

婦人、紳士、ランファン、肌着、靴、鞄、服飾、トラベル  

キッズとホームファッションのフロア 

３階 子供、ベビー、玩具、ＴＶゲーム、文具、台所・家事用品、バス・トイレ用品、

寝具、インテリア、収納用品、家電、手芸、ギフト、アミューズメント  

 
【イオン伊丹昆陽店専門店一覧】  

 店舗名  業種  

カンテボーレ  ベーカリー  

オリジン弁当  弁当  

焼魚屋  魚惣菜  

不二家 洋菓子 

１階 

柿安  畜産  

グリーンボックス  靴  

トップバリュコレクション カジュアル衣料 

ダブルフォーカス  ティーンズヤング衣料  

タウンエレガンス レディス衣料 

２階 

スポージアム アウトドアカジュアル 
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■「イオン伊丹昆陽ＳＣ」専門店一覧 
                  １月２５日時点の店名で変更になる場合があります。 

１Ｆ 

No. 店名 業種 兵庫県初出店 兵庫県地元企業 関西圏地元企業

1 ルナワールド 生活雑貨 ○   

2 ベルベットグレース ﾚﾃﾞｨｽｼｭｰｽﾞ ○   

3 アースミュージック＆エコロジー スーパープレミアムストア ﾚﾃﾞｨｽ    

4 ジュエリウム ﾚﾃﾞｨｽ ○   

5 レプシィムローリーズファーム ﾚﾃﾞｨｽ    

6 イーハイフンワールド ギャラリーＰＤ ﾚﾃﾞｨｽ    

7 スマーティー ﾚﾃﾞｨｽ  ○  

8 ア グランクール ﾚﾃﾞｨｽﾊﾞｯｸﾞ ○   

9 オペークドットクリップ ﾚﾃﾞｨｽ/服飾雑貨  ○  

10 ＬＵＧＯ ｱｸｾｻﾘｰ   ○ 

11 オールドベティーズ ﾚﾃﾞｨｽ/ﾒﾝｽﾞ/ｷｯｽﾞ   ○ 

12 フィールドドリーム ﾚﾃﾞｨｽ/ﾒﾝｽﾞ   ○ 

13 チェルシーニューヨーク 生活雑貨/服飾 ○   

14 スーパーセレクトショップ ラブラブ ｲﾝﾎﾟｰﾄ雑貨 ○   

15 ハーベストヴィレッジ 生活雑貨 ○   

16 エドウィンショップ ｂｙ アメリカヤ ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ ○   

17 Ｊｏｓｈｉｎ 総合家電   ○ 

18 島村楽器 楽器/音楽教室    

19 ＥＶＩＳＵ ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ/ｷｯｽﾞ ○  ○ 

20 Ｚ-ＣＲＡＦＴ ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ/ｷｯｽﾞ ○   

21 ウッディーハウス ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ/ｷｯｽﾞ   ○ 

22 トミーヒルフィガー ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ    

23 アズールｂｙマウジー ﾚﾃﾞｨｽ/ﾒﾝｽﾞ    

24 スターバックスコーヒー ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｺｰﾋｰｽﾄｱ    

25 ＶiＳ ﾚﾃﾞｨｽ    

26 プラチノロッサ ﾚﾃﾞｨｽ ○   

27 オールブルース ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ   ○ 

28 コージーフラット ﾚﾃﾞｨｽ    

29 ニコアンド ﾚﾃﾞｨｽ/雑貨    

30 たみまる 多目的ｽﾍﾟｰｽ  ○  

31 果汁工房 果琳 ﾌﾙｰﾂｼﾞｭｰｽﾊﾞｰ ○   

32 ココフラン 焼きたてﾌﾗﾝｽ菓子 ○  ○ 

33 築地銀だこ/銀のあん たこ焼き/たい焼き    

34 チョコラテリア サンヒネス/しあわせ牧場 ﾁｭﾛｽ/ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ/ｽｲｰﾂ ○   

35 カルディコーヒーファーム 輸入食品・ｺｰﾋｰ豆    

36 イオン銀行 ﾌﾞﾗﾝﾁ/ATM    

37 イオン保険サービス 保険    

38 パレットプラザ DPE    

39 ルビー ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ   ○ 

40 リフレッシュハンズ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ   ○ 



10 

No. 店名 業種 兵庫県初出店 兵庫県地元企業 関西圏地元企業

41 ＱＢハウス ｶｯﾄﾊｳｽ    

42 エコクラフト ﾘﾍﾟｱ    

43 チャンスセンター 宝くじ    

44 マクドナルド ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰﾚｽﾄﾗﾝ    

45 マムズマート ﾍﾞﾋﾞｰ用品・ﾘｻｲｸﾙ   ○ 

46 タキヤ ﾄﾞﾗｯｸﾞ  ○  

47 イレブンカット ﾍｱｻﾛﾝ    

48 マザーバスケット ﾍﾞｰｶﾘｰ  ○  

 

２Ｆ 

No. 店名 業種 兵庫県初出店 兵庫県地元企業 関西圏地元企業

49 マジックミシン ﾘﾌｫｰﾑ    

50 ジュエリー カンダ ｼﾞｭｴﾘｰ    

51 ＣＨＵＸＸＸ ﾚﾃﾞｨｽ  ○  

52 デュレル ﾚﾃﾞｨｽ    

53 ＣＰＢＫ ｂｙホリック ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ    

54 ティアラカーラ ﾚﾃﾞｨｽｼｭｰｽﾞ ○   

55 ＣＬＵＢ ﾚﾃﾞｨｽ    

56 ＳＰＩＧＡ ﾚﾃﾞｨｽ   ○ 

57 ＲＥＧＩＮＡ ﾚﾃﾞｨｽ ○   

58 イチヨンプラス 帽子/ｱｸｾｻﾘｰ  ○  

59 ディープラス ｱｸｾｻﾘｰ   ○ 

60 ＢＩＴＴＯＫＯ ﾚﾃﾞｨｽ ○   

61 グリーンパークストピック ﾚﾃﾞｨｽ    

62 ＥＲＧセポ ﾚﾃﾞｨｽ    

63 ハートマーケット ﾚﾃﾞｨｽ ○   

64 ＢＬＥＳＳ ｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰ    

65 パッセンジャーメッセージ ﾊﾞｯｸﾞ ○   

66 エドウィンゴルフ ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ ○   

67 アスビー ｼｭｰｽﾞ    

68 ホビーゾーン 玩具 ○   

69 スポーツオーソリティ 総合ｽﾎﾟｰﾂ用品    

70 ムラサキスポーツ ｽﾎﾟｰﾂｳｪｱ/ｸﾞｯｽﾞ    

71 京セラソーラーＦＣ ｿｰﾗｰｼｮｯﾌﾟ ○  ○ 

72 ＡＩＧＡＮ ﾒｶﾞﾈ   ○ 

73 ＭＡＬＥ＆Ｃｏ. ﾒﾝｽﾞ    

74 ハッシュパピー ﾒﾝｽﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ/ｼｭｰｽﾞ    

75 シェアリングルーム ヘザー レイジブルー ﾚﾃﾞｨｽ/ﾒﾝｽﾞ    

76 コーヒーギャラリー ヒロ ｶﾌｪ   ○ 

77 リサイクルキング 貴金属・宝石ﾘｻｲｸﾙ    

78 無印良品 生活雑貨    

79 ブギウギ ﾚﾃﾞｨｽ   ○ 

80 アヴェニュー ﾚﾃﾞｨｽ   ○ 
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No. 店名 業種 兵庫県初出店 兵庫県地元企業 関西圏地元企業

81 ピンクダイアモンド ﾚﾃﾞｨｽ   ○ 

82 ネイルネイル ﾈｲﾙｻﾛﾝ   ○ 

83 中央コンタクト ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ    

84 ＴＯＮＹ ＭＯＬＹ 韓国ｺｽﾒ ○   

85 ミスパリダイエットセンター/ダンディハウス ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ    

86 プリシラ バイ ミッション ｳｲｯｸﾞ/ﾍｱｻﾛﾝ ○  ○ 

87 ナチュラルデンタルクリニック 歯科  ○  

88 ＪＥＵＧIＡカルチャーセンター 総合ｶﾙﾁｬｰ教室   ○ 

89 伊丹市役所市民課西分室 行政施設  ○  

90 伊丹市立図書館西分室 図書館  ○  

91 ワールドウェディング 結婚式場紹介   ○ 

 

３Ｆ 

No. 店名 業種 兵庫県初出店 兵庫県地元企業 関西圏地元企業

92 大貫堂印房 印鑑  ○  

93 ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ 呉服 ○   

94 イルーシー３００ ﾌｧﾝｼｰ雑貨    

95 チチカカ ｴｽﾆｯｸ雑貨    

96 ラルゴ 生活雑貨 ○   

97 Ｈｏｎｅｙｓ ｄ．ｓｔｏｒｅ ﾚﾃﾞｨｽ ○   

98 クローズアップ ﾚﾃﾞｨｽ    

99 レピピアルマリオ ｼﾞｭﾆｱ ○   

100 ＣＯＬＯＲＳ ＧＡＲＤＥＮ ﾒﾝｽﾞ ○  ○ 

101 ＪＩＮＳ ﾒｶﾞﾈ    

102 Ｇ-ＬＡＮＤ ＥＸＴＲＥＭＥ ｻｰﾌｶｼﾞｭｱﾙ    

103 ハッシュアッシュ ﾚﾃﾞｨｽ/ｷｯｽﾞ  ○  

104 フララニハワイ ﾊﾜｲｱﾝｶｼﾞｭｱﾙ ○   

105 ストーリーズ ｷｯｽﾞ   ○ 

106 ＢＲＥＥＺＥ ｷｯｽﾞ  ○  

107 ベリーキッス ｷｯｽﾞ  ○  

108 ハックルベリー ﾌｧﾝｼｰ雑貨    

119 ユニクロ ﾌｧﾐﾘｰｶｼﾞｭｱﾙ    

110 バーンズソーホーストリート ｼｭｰｽﾞ    

111 スターベイションズ ﾌｧﾐﾘｰｶｼﾞｭｱﾙ   ○ 

112 ライトオン ﾌｧﾐﾘｰｶｼﾞｭｱﾙ    

113 タイムステーションネオ 時計   ○ 

114 グローバルワーク ﾌｧﾐﾘｰｶｼﾞｭｱﾙ    

115 ＢＲＩＣＫ ＨＯＵＳＥ シャツ工房 ｼｬﾂ    

116 クーキ ｼﾞｭｴﾘｰ    

117 ストーンマーケット ｽﾄｰﾝｱｸｾｻﾘｰ    

118 ピンキーベル 靴下   ○ 

119 ブランシェス ｷｯｽﾞ    

120 ビルド・ア・ベア ワークショップ ｷｬﾗｸﾀｰ雑貨 ○   
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No. 店名 業種 兵庫県初出店 兵庫県地元企業 関西圏地元企業

121 スイマー ﾌｧﾝｼｰ雑貨    

122 クレアーズ ｱｸｾｻﾘｰ    

123 静屋 駄菓子   ○ 

124 サーティワンアイスクリーム ｱｲｽｸﾘｰﾑ&ｸﾚｰﾌﾟ    

125 ケンタッキーフライドチキン ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ    

126 ミスタードーナツ ﾄﾞｰﾅﾂ    

127 長崎ちゃんぽんリンガーハット ちゃんぽん    

128 讃岐うどんの心 つるさく うどん ○   

129 どうとんぼり神座 ﾗｰﾒﾝ ○  ○ 

130 どんぶり一番 丼 ○ ○  

131 福島上等カレー ｶﾚｰ   ○ 

132 テキサスキングステーキ ｽﾃｰｷ ○   

133 クレープおじさん ｸﾚｰﾌﾟ   ○ 

134 モーリーファンタジー ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ    

 

４Ｆ 

No. 店名 業種 兵庫県初出店 兵庫県地元企業 関西圏地元企業

135 ペットシティ ﾍﾟｯﾄ    

136 未来屋書店 書籍    

137 フォト エフィ 写真ｽﾀｼﾞｵ  ○  

138 ドコモショップ 携帯電話    

139 ソフトバンク 携帯電話    

140 ａｕショップ 携帯電話    

141 串家物語 串揚げ   ○ 

142 清修庵 そば・豆腐料理 ○  ○ 

143 ピアサピド ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ○   

144 京都北山ダイニング おばんさいﾌﾞｯﾌｪ ○  ○ 

145 にしのみや 宮っ子ラーメン ﾗｰﾒﾝ  ○  

146 ダイソー 均一雑貨    

147 カリヨンパーク ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ ○   

148 ＰＳマリノ ﾋﾟｯﾂｧﾘｱ ○   

149 かつ楽 とんかつ   ○ 

150 偶 お好み焼き  ○  

151 上海常 中華料理 ○   

152 五穀 和食 ○   

153 ＪＴＢトラベランド ﾄﾗﾍﾞﾙ    

154 ＫＮＴツーリスト ﾄﾗﾍﾞﾙ    

155 セイハ英語学院 子供英会話教室    

156 Ｒ.Ｏ.Ｕ 生活雑貨 ○   

157 ＮＩＰＰＯＮ ＴＡＴＡＭＩ 和ﾘﾌｫｰﾑ・畳 ○ ○  

158 ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨    

159 ザ･スペース ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ    

兵庫県初出店：４４店舗、兵庫県地元企業：１９店舗、関西圏地元企業：３６店舗 
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■「イオン伊丹昆陽ＳＣ」アクセスマップ 
 

【広域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近郊図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


