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変わることを楽しむ

11 月２１日「イオンスタイル板橋前野町」誕生
子育てをするオトナを応援するお店
イオンリテール株式会社は１１月２１日（土）、「イオンスタイル板橋前野町」（東京都板橋
区）をグランドオープンします。同店は、２０１４年１１月開店の「イオンスタイル多摩平の森」
以来の東京都内の出店となります。
イオンリテールは、専門性の高い売場やサービスを通じて、さまざまなライフスタイルをご提
案する「イオンスタイル」店舗の展開を進めています。現在１都２府１１県に２２店舗を展開し、
地域ごとのさまざまなニーズにお応えしています。
このたびオープンする「イオンスタイル板橋前野町」が立地する板橋区は、３０～４０代とそ
のお子さまの人口増加がみられるエリアで、子育て支援強化を施策として掲げています。そこで、
このような地域の課題解決の一助を担うべく同店は、“子育てしているオトナを応援する”をコ
ンセプトに、地域にお住まいの方々が必要とする商品・サービスを“居心地の良い空間”でご提
供します。

◆「お子さま」と「子育て世代」の充実した「時間」をご提供
子育て中の３０～４０代の方々は、育児や仕事などで多くの時間を割いており、一般的にご自
身の時間が取れない方が多いと言われています。一方休日では、お子さまと過ごす時間をとても
大切にしておられます。「イオンスタイル板橋前野町」は、“時間消費”と“ショートタイムシ
ョッピング”の両方のご要望にお応えします。アミューズメントや子ども服をはじめ、クリニッ
クなどもワンフロアに集めた「子どもが主人公のフロア」から、出来立て総菜など１１ショップ
を一堂に展開した「マルシェダイニング」を１階に配しています。手早くお買いものを済ませた
い時、またファミリーでゆっくり過ごしたい時、それぞれのシーンのお手伝いをします。

◆生活シーンの提案や“あったらうれしい”サービスなど「総合」の「利便性」をご提供
生活シーンにあわせた品揃えや、子育て世代の毎日の生活がより便利になるサービスも結集し、
総合的にお客さまの生活をサポートします。料金収納代行や家事代行サービスの承りなど“あっ
たらいいな”と感じていただける機能を取り揃えます。
また、ネットショッピングでは難しく店舗であればこそ可能な、ワインと食のマリアージュ（組
み合わせ）などの“食卓まわり”のご提案や高品質な筆記具や机を集合展開した“大人の書斎”
コーナーなど生活シーンに沿ったご提案をしています。

◆まるで我が家のように、いつでも気軽に立ち寄れる心地いい空間
「イオンスタイル板橋前野町」は、このような商品・サービスのご提供に加えて、店舗で過ごす
ことそのものが価値として、“五感”すべてで“居心地の良い空間”でお客さまをお迎えします。
例えば、正面入口には四季を感じていただける花の専門店「ルポゼ・フルール」を展開するほか、
イートインスペースではこだわりの食を召し上がりながら楽しめるジャズの生演奏を定期的に行
います。ファミリーやママ友など、みんなが笑顔になれる「集い」の場をご提供します。

■「イオンスタイル板橋前野町」コンセプト

～子育てしているオトナを応援する～
●お客さまニーズの実現に向け４つのキーワードで商品・サービスを導入！
「子ども」・・・板橋区指定の赤ちゃん休憩室「赤ちゃんの駅」の設置、お子さま向けアミュ
ーズメント施設や知育玩具の品揃えの充実。
「健康」・・・・今話題のコールドプレスジュースを「イオン」で初めて導入。
成長ホルモン剤や抗生物質、遺伝子組み換え飼料などを使わずに肥育した
「タスマニアビーフ」の専門ショップの常設展開。
「集い」・・・・出来立てをその場でお召し上がりいただけるとともに持ち帰り、ご家庭の食
卓の１品としてもご利用いただけるフードコート「マルシェダイニング」の
展開。
「利便性」・・・店頭に品揃えしていない商品の取り寄せ・店頭受け渡しができる「タッチゲ
ット」機能や料金収納代行や家事代行承りなどお客さまのお困りなことにも
お応えするサービスをご提供。
■「イオンスタイル板橋前野町」の立地・商圏の特長
イオンスタイル板橋前野町が立地する東京都板橋区の中央部は、古来より交通の要衝として
栄えてきました。環状７号や８号、国道１７号線などに囲まれているほか、店舗に隣接する都
道には路線バスが１日約３００本運行されています。北側５００ｍ先には地下鉄の駅があるな
ど、多様な交通手段でアクセスが容易な立地です。
主要道路沿いにはロードサイドショップや工場、研究所が並びますが、一筋内側に入ると住宅
が数多くあります。また、板橋区は待機児童対策、環境学習・教育を推進しており、幼稚園か
ら大学までが点在している立地環境です。車５分圏内に２万世帯、４万人近くが居住し、イオ
ンのＧＭＳ店舗の中でも商圏人口に恵まれた店舗です。３０～４０代を中心に人口が 5 年で 1
万人以上増加しているほか、就学前人口についても増加傾向にあり、ファミリー世代向けの商
品・サービスの充実が求められているエリアです。

「子ども」とその成長を見守る「オトナ」をテーマにしたライフスタイルの提案
「子育てしているオトナを応援する」を店舗コンセプトに、子どもと子育て世代のファミリー
が楽しくゆっくりお過ごしいただける空間と「コト」「モノ」をご提供します。
３階は、
“遊ぶ、学ぶ、おしゃれする”をテーマに、新感覚の知育プレイランド「キッズボール
ランド」をフロアの中心に展開。それをベビー用品・子ども服・知育玩具などの売場で囲むよう
に配置しました。見た目にも楽しい空間でお客さまをお迎えします。
また、ベビーアドバイザーを配置し、初めて子育てをするお客さまのご要望・ご相談に応じて出
産準備、育児に関する商品をご案内します。

■学校需要関連商品、ベーシックトイ（知育玩具）を充実
ベビーからキッズまで遊びながら学べる知育・学習トイ「Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｋｉｄｓ（ラーニ
ングキッズ）
」を展開します。ご家族で楽しんでいただける、お試し体験コーナーをご用意しま
す。このほか地域の小学校の指定に対応した、「つば無し紅白帽子」を品揃えします。
■板橋区の認定基準をクリアした施設「赤ちゃんの駅」を設置
ミルク用のお湯の提供、授乳・おむつ替えのための場所を提供する
赤ちゃん休憩室が板橋区の子育て支援の一環である「赤ちゃんの駅」
に認定されました。子育て掲示板や店内設置のお客さまＢＯＸを活用
して、お客さまからのご要望にお応えします。板橋区と力を合わせて、
子育てファミリーを応援します。

■イオン初「グミワールド」コーナーを導入！
拡大するグミ需要に対応し、子どもも大人も“大好き”
国産グミと輸入グミを約１５０種類を品揃えします。
小粒・新食感・健康をテーマに商品をご紹介します。

■坂道の多い周辺環境に対応！電動アシスト自転車専門店を展開
イオンは、電動アシスト自転車のみを扱う専門店を
初出店します。店舗周辺は坂が多く、電動アシスト
自転車の需要の大きい地域です。女性向けや子乗せ
タイプを豊富に品揃えするほか、お買物の間に充電
できるように、バッテリーステーションを導入し、
充電無料サービスを行います。

■“手づくりのぬくもりを！”クラフトショップ「パンドラハウス」地域一番の品揃え
子育てママとお子さまのために、３０代とその子どもに人気の「デコクラフト」、「レジンクラ
フト」
、
「ビーズクラフト」まで豊富に品揃えします。定期的にデコナップ、ビーズ、レジンを
使った講習会を開催します。

■キッチンが楽しくなる雑貨のコーナーを展開、イタリアンテイストにあう食器をピックアップ展開
キッチンが楽しくなる雑貨やリラックスできるインテリアグリーン、アロマ、オーガニックコ
スメなどを品揃えします。
イオンリカーと融合し、ご夫婦で楽しめるワインを中心とした食卓のシーンをご提案します。
チーズ・生ハムのある食卓、パスタ・バケットのある食卓、燻製のある食卓、オリーブオイル
のある食卓、サラダのある食卓、漬け（はちみつ・オイル・ぬか）のある食卓をテーマにした
商品を豊富に品揃えします。
“始めてみたくなる、作ってみたくなる、食べてみたくなる”
「食」
を楽しむライフスタイルの空間でご提供します。
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■マタニティウェア「ＧＲＯＷＴＨＡＮＤＯＲＥＥＳ 」のイオン初展開
上質な素材感やシルエット、着心地、機能性を備えたベーシックなマタニティウェアをトータ
ルコーディネート提案します。
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■気品のある姿と心をテーマにした日本製のかわいいエプロンブランド「Syuku Cocoro」を導入
毎日の家事が楽しくなる上品でステキなエプロンドレスです。
かわいい､きれい､エレガントが揃ったおしゃれなエプロンは､
結婚祝いや誕生日､クリスマス､母の日プレゼントにもぴった
りです。

「健康」をテーマにしたライフスタイルの提案
■イオン初！ カラダとキレイに、野菜と果実の力を
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本格派コールドプレスショップ「Ｄｅｐｏｔ ｄｅ Ｓａｎｔｅ」
イオンでは、野菜・果物の摂取量拡大のために「5ＡＤＡＹ運動」
（１日３５０ｇの野菜と２００ｇの果物を食べる運動）を推進し
ています。健康志向の高まりや野菜・果物の新しい味わい方の
ご提案として、毎日のお買い物ついでに気軽に飲めるコールド
プレスジュース専門店「Ｄｅｐｏｔ ｄｅ Ｓａｎtｅ」を展開
します。「ケールグリーン」や「季節のざくろりんご」など、約
１０種類を野菜や果実の栄養素と甘みをじっくり抽出するレシピ
で作りたてをご提供します。

■こだわりのナチュラル、オーガニックな食材やアレルギー対応商品を地下食品フロアで展開
➣イオン初！環境や水産資源に配慮した水産物の認証「ＡＳＣ」「ＭＳＣ」取得商品の常設コーナー化
イオンは「海のエコラベル」として知られるＭＳＣ認証商品
（海の自然や資源を守って獲られた持続可能な天然水産物）
の販売を 2006 年にスタートし、2014 年には養殖魚を対象
としたＡＳＣ認証商品をアジアの小売業で初めて販売しまし
た。それぞれの魚種ごとに陳列していたこれら認証商品を
「ＦｉｓｈＢａｔｏｎ（フィッシュバトン）」と名付けた常設
コーナーに集め、次の世代に豊かな食文化を引き継ぐための
提案をスタートします。

オーガスト

➣イオンタスマニアビーフ専門ショップ「ＡＵＧ７４」を常設
イオンは 1974 年から自然豊かなタスマニア島で日本人の
味覚に合う牛肉を育てています。今回タスマニアビーフの
専門ショップとして「AUG74」をオープンします。
肉質の良いブラックアンガス種を成長ホルモン剤や抗生物
質、遺伝子組み換え飼料を使わず、自然の穀物飼料で育て、
赤身でやわらかいお肉を実現しました。
「カイノミ」や「とも三角」、「ハラミ」、「サガリ」等希少な部位やタスマニアビーフを使用
したこだわりの「ハンバーグ」や「ローストビーフ」等の加工品も開発し、一堂に展開します。

➣オーガニック農産物の常設コーナーを展開
人の健康と地球環境に配慮したものをいつでも、手軽に、買える場所
が欲しいというお客さまのご要望にお応えしオーガニック農産物を平
均３０品目、ナチュラルな農産物としてオイシックス農産物２０品目
を常設コーナーで展開します。
自然の持つ力で栽培された農産物をご提供することで人の健康と地球
環境に配慮した取り組みを推進して参ります。

➣オーガニック加工食品を充実、「トップバリュ グリーンアイ 」オーガニックシリーズの展開
「グリーンアイ」は 1993 年の誕生以来、お客さまへすこやかなくらしをご提供すべく、
「安全・
安心」と「自然環境への配慮」にこだわった商品をお届けしています。「トップバリュ グリー
ンアイ 」オーガニックシリーズは、 国内外で有機認証を受けた、より環境に配慮した商品を、
お手軽な価格でご提供します。他オーガニック商品を含め、約１９０種類をコーナー展開しま
す。
➣安全・安心・お子さま対応商品として、アレルギー対応商品を導入
小麦を使わない丸大豆しょうゆやこどもソース、こどもケチャップなど、約３３種類を品揃え、
集合展開します。また、卵アレルギーのお子さまでも安心してお召し上がりいただける卵不使
用のやさしい甘さのお菓子などもご用意します。

■“変わることを楽しむ”子育てママも“うれしい”商品やサービスをご提供
ヘルス＆ビューティーケア専門ショップ「グラムビューティーク」
カウンセリング化粧品や医薬品はもちろん、美と健康に関するこだわり商品を多彩に品揃えし
ました。手作り石鹸やハンドトリートメントなどの体験イベントや講習会も定期的に開催しま
す。また、測定した血圧や体脂肪などの健康状態に合わせて専門担当者が食事や運動のアドバ
イス、関連商品を提案します。お客さま一人ひとりに合わせた“新しい自分”の発見をサポー
トします。
自然の力で美しく健康になれる美容・食事法をご提案する
「ナチュラル＆オーガニックコーナー」では、馬のたてがみ
部分からとれる希少なこうね脂のみを使用した「横濱馬油
商店」や 世界中から厳選素材を集めて配合した手作り石鹸
「マルシェボン」を展開します。このほか、オーガニックコ
ットンや竹繊維などの自然素材を使用したストール・靴下な
どの雑貨も取り揃え、環境とからだにやさしいライフスタイ
ルをご提案します。
「イオン薬局」では、処方せんをスマートフォンで撮影し送信いただくことで事前予約や出来上
がりをメールでお知らせするサービス「スマホｄｅ調剤予約」をはじめ、電子健康手帳「から
だメモリ」を導入し、お客さまの毎日の健康を支援します。

■“子育て世代を癒す”健康マットレスなど寝具の品揃えを充実
快適な眠りをご提供するため、セミオーダー枕や話題の健康マットレス、スプリングマットレ
スなど、実際に寝心地をお試しいただき、お客さまに適した商品をご提供します。また、子ど
もから大人までアレルギー対策の需要に対応した衛生寝具の品揃えを充実します。

「時間」をテーマにしたライフスタイルの提案
イオンスタイル板橋前野町は、子育てしているオトナを応援するために 1 階マルシェダイニン
グでは、ワインを中心とした「食」「ライフスタイル」の提案や新しいフード、総菜など専門
性の高いショップを展開し、ショッピングだけではなく「集い」「語らい」「憩い」の空間を
ご提供します。

■おしゃれで明るく、ゆったりお子さまと食事・買い物を楽しむ「マルシェダイニング」を１階に展開
お客さまに“料理したい、イオンに食べに行きたい”と思っていただけるダイニングスペース
を目指し、フード、カフェ、スイーツ、ジュース、ベーカリー合計１１ショップと約３５０席
をご用意します。「食」を楽しむための商品や朝・昼・夜の食シーンに適したメニューを豊富
に提供。出来立てならではの素材の美味しさをその場でお召し上がりいただけます。

➣イタリアが好きな子どもからオトナまで、その場でイタリアのカフェメニューが楽しめるコーナーを展開
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「Ｌａ ＤＲＯＧＨＥＲＩＡ -Italian Food-」（イタリア語で“小さな雑貨屋”）は、気軽に集い、
軽い食事ができるイタリア輸入食品の専門店です。これまで日本で紹介されていないトマトソ
ース、ジャムなどのほか、現地で人気のブランドも取り揃えます。
店内中央に設置したキッチンでは、イタリア人シェフ監修の、粉から作り上げる自家製手打ち
パスタや、現地から素材を取り寄せ、本場の味わいを再現した「パニーニ」や「ピアディーナ」
などを提供し、その場で出来たてを味わうこともできます。また、イタリア製マシンで淹れる
本格エスプレッソやカプチーノ、イタリア産のグラスワイン、ビールを食事と一緒にお召し上
がりいただけます。このほか、「イオンリカー」で購入したワインをお持込みすることもでき、
イタリアの軽食に合わせてお好きなワインをお楽しみいただけます。毎日、夕方５時から７時
までの２時間を「ハッピーアワー」として、グラスワインと前菜をお得な価格でご提供するな
ど、仕事帰りの気軽な立ち寄り場としてもご利用いただけます。
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➣イオン初登場！国産野菜をお客さまの目前の鉄板で焼き上げる焼き野菜ショップ「Ｖｅｇｉｍｉｌｅ 」
店内に設置したキッチンで調理し、ご提供する焼き野菜は季節の国産野菜など１０種類以上を
使用します。オリーブオイルを使って目の前の鉄板で焼き上げ、店内で一から手作りのオリジ
ナルソースやオリーブオイルで作ったドレッシングで食べる「こだわり焼き野菜を使った創作
料理」をご提供します。
有名ホテルシェフ監修の創作料理はランチだけではなく、きのこの焼きチーズリゾットを合わ
せたモーニングメニューやタスマニアビーフのサーロインをステーキにしたディナー限定メニ
ューもご用意します。

焼き野菜と焼チーズリゾット

焼き野菜とサーロインステーキ
アンド エ

ッ

グ

ス

➣イオン初登場！お子さまも大人も大好きな、たまご料理ショップ「 ＆ ｅｇｇｓ」
イオンの外食産業を担う㈱イオンイーハートは、イオンリテール㈱と協業し、こだわりの玉子
を使ったたまご料理ショップ「＆ｅｇｇｓ」を新たに展開します。
ご注文を受けてから調理する出来立てオムライスをバラエティ豊かな自家製ソースや彩り野菜
で盛り付けたプレートメニューをご提供します。また、「玉子コロッケ」や「だし巻」「玉子
焼き」といったアンドエッグスならではの美味しくヘルシーな玉子料理をご提供します。

ふわふわオムライス

スクランブルエッグモーニングセット

オリジナル玉子コロッケ

➣洋食のごちそうメニューに特化した対面ショップ「リワードキッチン（Reward)＝ごほうび」
食卓を彩る和洋中のお総菜をビュッフェスタイルでご提供する「マイセレクトデリ」
「リワードキッチン」は“ハレの日”に最適なごちそうメニューを提供します。希少部位である「と
も三角」のローストビーフとイタリア産のモッツァレラチーズを使用した「ローストビーフサ
ラダ」のほか「黒毛和牛と黒豚ハンバーグ」はそれぞれの肉の持つ旨み生かし、赤ワインをた
っぷり使った深いコクのデミグラスソースで味わっていただきます。
これら看板メニュー以外にも、旬の野菜や生ハムを使用したサラダなど、こだわり洋総菜をご
提供します。
➣「マイセレクトデリ」では、「シーザーサラダ」や「サーモンサラダ柑橘ジュレ仕立て」など、
食卓を彩るサラダやスープ、デザートまで、約５０種類をビュッフェ形式でご提供し、マルシ
ェダイニングでお召上がりいただけます。

➣新鮮・純粋・高品質な「こだわり」の素材を使用した、バラエティ豊かなクレープショップ
「ディッパーダン」の展開
産地直送の新鮮な果実をたっぷり使用したフレッシュフルーツ
クレープを中心にメニューを季節ごとに切り替えがらご提供し
ます。また、旬のフルーツを使用したパフェなどもご用意しま
す。

➣本格派ナポリピザの「ピッツァソリデラ」
「ピッツアソリデラ」では、ご注文いただいてから手で伸ばした生地を専用の窯で超高温・短時
間で焼き上げた本格派ナポリピザをご提供します。

イ

オ

ン

ドリップ

カ フ ェ

➣一杯ずつ挽きたてをドリップスタイルでご提供する「AEON Drip Ｃafe」
「AEON Drip Café」ではイオンが厳選したブレンドコーヒーを使用
し、一杯ずつ挽きたてのドリップコーヒーを９３円（税込 100 円）で
ご提供します。マルシェダイニング内でのモーニング、ランチやデ
ィナーなどお食事の後や、スイーツなどのお供、ご自宅や職場へのお持
ち帰りに最適なイオンこだわの美味しさをご提供します。

■「Ｍａｎｏ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｃａｆｅ（マノ・キッチンカフェ）
」都内初出店！
「マノ」とは、ハワイの言葉で“情熱的”と意味。寛ぎたいとき、愉しみたいとき、癒されたい
とき、その時間がもっと素敵なものになるように、おもてなしの心と美味しい料理をご提供し
ます。子育てしているオトナが、空いた時間は一人でのんびり、落ち着いた空間でリラックス
できます。

■イオンの花の専門店「ルポゼ・フルール」
「ルポゼ・フルール」は、ルポゼはフランス語で“癒し”
フルールは“花”の意味で、「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
オンの花の専門店です。ご自宅を彩る季節の花々や鉢花
をはじめ、お客さまのご要望に応じてブーケやアレンジ
メントの製作も承ります。また、ルポゼ・フルールが選
んだインテリアグリーンや雑貨も取り揃えるなど「花と
緑のある生活」をご提案します。

「利便性」をテーマにしたサービスの提案
■ 店頭に品揃えしていない商品の取り寄せ・店頭受け渡しができる「タッチゲット」サービ ス
ワイン、ベビーの大型商品、収納用品など
の店舗にない商品を、情報満載のタブレット
端末を活用し、お客さまにとって最適な商品
をご提案します。孫ギフト対応商品として、
輸入玩具、乗用玩具、節句人形の商品情報も
ご提供します。

■コンシェルジュがお買い物をサポートします
快適にお買い物を楽しんでいただけるよう、コンシェルジュを配置し、お手伝いします。
住まいや日々の生活に関するあらゆるご相談に応じます。

■公共料金各種料金のお支払いを承ります
地下 1 階サービスカウンターにて、通信料金、電気料金、通販代金、税金等のお支払いを承り
ます。

■たくさん買っても帰りは楽に「イオンの即日便」
店舗でお買い上げいただいた商品をご自宅までお届けする宅配サービスを地下 1 階サービスカ
ウンターで承ります。

■“毎日の暮らしがもっと便利に”生活拠点に必要な専門機能の充実
クリニック、銀行、調剤を導入し、子育てファミリーをサポートします。

■子育てファミリーに便利なカード「すくすくクラブ」カード
妊婦と小学校卒業までの子どもが対象の全国のイオンで使用できる入会費・年会費無料のカー
ドです。妊娠中の人向けの「プレママカード」、０歳から１２歳の子どもがいる人向けの「すく
すくカード」
、１２歳未満の孫がいる祖父母向けの「孫カード」と３種類取り揃えています。
店頭またはモバイル端末で会員登録することで、お得なすくすくご優待割引が受けられます。
モバイル会員さまには、
「会員限定特別価格」や「すくすくフェア」など、すくすくクラブのお
得な情報をお届けします。

■ お買い物から地域を元気に！ご当地ＷＡＯＮ「いたばし子育てＷＡＯＮ」を新規発行
２３区では初のイオンの電子マネーご当地ＷＡＯＮ
「いたばし子育てＷＡＯＮ」を発行します。
赤ちゃんの駅と区のキャラクター「りんりんちゃん」
をデザインしました。子育て応援の日（毎月１１日）
は、いたばし子育てＷＡＯＮのご提示で、さまざまな
特典がご利用いただけます。
同ＷＡＯＮのご利用金額の０.１％は、板橋区の子育
てを支援する事業に活用されます。

【イオンスタイル板橋前野町
名

店舗概要】

称： イオンスタイル板橋前野町

所 在 地：

〒１７４－００６３

東京都板橋区前野町４－２１－２２

電話番号： ＴＥＬ ０３－５９１６－８０８０（代表）
責 任 者：

店長

石井 教裕（いしい のりひろ）

オープン日 ： グランドオープン ２０１５年１１月２１日 ９時
専門店数： 施設合計 ２０店舗
核 店 舗：

イオンスタイル板橋前野町

敷地面積： 約１０,５３９㎡
延床面積： 約２５,１４１㎡
売場面積： 約 ８,６６８㎡（直営）
駐車台数： ３１９台
駐輪台数： １１６０台
営業時間： 地下 1 階・1 階
８：００～２３：００
２階・３階
９：００～２２：００
※１１／２１～１１／２４の地下 1 階・１階は、９：００～２３：００
※ ソフトオープン期間
１１月１８日 １５：００～２２：００
１１月１９日
９：００～２２：００
１１月２０日
９：００～２０：００
※一部の売場・専門店は営業時間が異なります。
休 業 日：

【近隣地図 】

年中無休

【交通アクセス】
●都営三田線「志村坂上駅」
より徒歩８分
●東武東上線「ときわ台駅」
より国際興業バス
国際興業バス（赤 53 系統・
赤羽駅行き）乗車約 10 分、
「前野町四丁目バス停」下車
すぐ
●JR 線「赤羽駅」より国際興業
バス（赤 53 系統・ときわ台
駅行き）乗車約 15 分、
「前野町三丁目バス停」
下車すぐ

