２０１７年３月９日
イオンリテール株式会社
イオンモール株式会社
イ オ ン 株 式 会 社

徳島県初のイオンモールが誕生
～ “ひかりまち”ベイフロント ～
「イオンモール徳島」４月２７日（木）グランドオープン
イオンは２０１７年４月２７日（木）
、徳島県初となる新たなショッピングモール｢イオンモー
ル徳島｣（以下、当モール）をグランドオープンします。
当モールは、１９８１年に開業し、２００９年に営業を終了したイオン（旧徳島リバーシティ）
の跡地に出店します。徳島市中心部より東へ約２.５ｋｍと中心市街地からのアクセスが至便であ
るとともに、徳島環状線に隣接しており、北は鳴門、南は小松島、阿南からもアクセス良好な立
地です。また、２０１９年度には四国横断自動車道が、当モール至近の「徳島東ＩＣ」まで開通
予定で、さらに利便性向上が見込まれるエリアです。
【ＴＯＰＩＣＳ】



「モノ」と「コト」たくさんのコンテンツが融合し、“ひかりまち”が誕生します



徳島県初出店となる最新鋭のシネマコンプレックス「イオンシネマ」が登場。
全９スクリーン、１,３４６席を有し、四国エリアではじめて１１種類の特殊効果を体感でき
る“ＭＸ４Ｄ”や最新鋭の音響・映像システムを採用。これまでにないシネマ体験をお楽し
みいただけます。



徳島県最大級のフードゾーン｢フードヴィレッジ｣
３階から５階の３層を縦につなぎ、趣の異なる食のゾーンを展開し、全体で３０店以上の食
の専門店が登場。県内最大級となる９００席を有するフードコートや徳島初出店のレストラ
ンが集結。海側のスペースには、太平洋が一望できる席をご用意、オーシャンビューを楽し
みながらお食事していただけます。



快適な空間でトレンド発信・交流の拠点へ
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徳島をイメージした「ＡＷＡコート」や「ＵＺＵコート」
、
「ＨＩＫＡＲＩコート」に、徳島
名産の杉や藍染、阿波和紙などを使用し地元の魅力を発信。徳島県初のファッション専門店
や県内最大級のキッズゾーンを展開します。また、パウダーブース付レストルーム「プリン


セスルーム」など、女性にうれしい設備も完備します。
核店舗「イオンスタイル徳島」は、さまざまな世代の方々が集える空間と国内外の“健康”
“こだわり”の商品をご提供
「イオンスタイル徳島」は、徳島や四国でおなじみの逸品や採れたての生鮮品、職人がこだ
わりぬいた伝統の商品といった“じもの”
（地物）が勢ぞろいします。また、ファミリーから
シニアまで、さまざまな世代が集うことができる空間や「ヘルス＆ウエルネス」、「オーガニ
ック」
、
「ナチュラル」といった最新のトレンド商品もお届けします。

【｢イオンモール徳島｣モールコンセプト】

～ “ひかりまち”ベイフロント ～
エンターテイメント × ライフスタイル
｢モノ｣と「コト｣たくさんのコンテンツが融合し “ひかりまち”が誕生します。

青色ＬＥＤ発祥の地“徳島”に、お客さま・従業員がひかり輝くまちを創造します。
新たなシンボルとなる光の演出
ＬＥＤを用いたスクリーンで阿波踊りの華やかさを表現

阿波踊りの笠をイメージし
た大庇がＬＥＤの光によっ
て浮かび上がります。
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【イオンモール徳島 概要】
・ モール名称 ： イオンモール徳島
・ 所 在 地 ： 徳島県徳島市南末広町４番１号
・ 電

話

： イオンモール徳島

未定

イオンスタイル徳島
・ ＨＰアドレス

：

未定

http://tokushima-aeonmall.com/
ならはら

・ 責 任 者 ： イオンモール徳島

は らだ

イオンスタイル徳島
・ 出店店舗数 ： 核店舗

たく ま

ゼネラルマネージャー 楢原 琢馬
店長

のぶ なお

原田 宣尚

イオンスタイル徳島

サブ核店舗 Ｈ＆Ｍ/スポーツオーソリティ/イオンシネマ
専門店数

約１６０店舗

・ 敷 地 面 積 ： 約 ５０,０００㎡
・ 延 床 面 積 ： 約１１６,６００㎡
・ 総賃貸面積 ： 約 ５０,０００㎡
・ 建 物 構 造 ： 鉄骨造 地上６階建
・ 駐車場台数 ： 約 ３,１００台
・ 駐 輪 台 数 ： 約 １,２００台
・ 施

工

： 西松建設株式会社

・ 開 店 日 ： ２０１７年４月２７日（木）
・ 営 業 時 間 ： 専門店

９：００グランドオープン
１０：００ ～ ２２：００

レストラン

１１：００ ～ ２３：００

イオンシネマ

９：００ ～ ２４：００

イオンスタイル徳島
１Ｆ食品・カンテボーレ

７：００ ～ ２３：００

リカー・銘店・サービスカウンター
２Ｆ～４Ｆ

８：００ ～ ２３：００
９：００ ～ ２２：００

※一部店舗は営業時間が異なります。
・ 休 業 日 ： 年中無休
・ 従 業 員 数 ： 施設全体 約２,４００名（イオンスタイル徳島 約４００名）
・ 基 本 商 圏 ： 自動車１０ｋｍ圏 約１３万世帯 約３２万人
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地域との調和、環境デザイン
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環境保全・地域、社会貢献活動への取り組み
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進化するユニバーサルデザイン
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従業員の働きやすさ（ＥＳ）の取り組み
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専門店一覧
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アクセス地図
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※資料内の画像はすべてイメージです。
※資料内の情報は３月９日時点のもので、変更になる場合があります。
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【イオンモール徳島 フロア構成と特徴】

フードヴィレッジ

レストラン

路地空間

「ＡＷＡダイニング」

「ＡＷＡ ＧＡＬＬＥＲＹ」
キッズゾーン
「もくもくひろば」

レストラン
「ぐるぐる小路」

フードコート

海が見えるテラス

食物販ゾーン

ベイフロントパーク

ＡＷＡコート

ＨＩＫＡＲＩコート

ＵＺＵコート
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【イオンモール徳島 専門店の特徴】
四国初１５店舗、徳島県初４０店舗を含む約１６０の専門店

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ～胸が高鳴るエンターテイメント～
毎日を楽しく彩るエンターテイメントで｢ハレ｣の日をもっと楽しく

＜シネマコンプレックス＞
徳島県初登場となる「イオンシネマ」は、四国最大級のスクリーン“ＵＬＴＩＲＡ”
（１番ス
クリーン）を含む全９スクリーン、１,３４６席を有する最新鋭のシネマコンプレックスです。
１番スクリーンには、同じく四国初の立体音響テクノロジー“ｄｔｓ：Ｘ”を導入。空間を
縦横無尽に動き回るような、これまで体感したことのない臨場感を実現。さらに、常設では日
本初導入となる新音響システム“Ｖｓｏｕｎｄ”を搭載したプレミアムシート３６席を設置。
重低音と調和した自然な振動感を味わうことができます。まるで映画の中に入り込んだような
新次元の映画体験を存分にご堪能いただけます。
２番スクリーンには、四国初の“ＭＸ４Ｄ”を導入。風や水しぶきなど１１種類もの演出＋
シート可動の映像アトラクションシステムがお客さまを映画の世界に引き込みます。
１番スクリーン

２番スクリーン

※ＵＬＴＩＲＡ：驚きの高画質映像と独自の 4 ウェイ立体音響システムを搭載。映像を映し出すスクリーンは
床から天井まで、左右の壁いっぱいに広がり、全ての作品をまるで映画の中にいるような臨場感あふれ
る映像体験でご提供いたします。

＜路地空間 ～ＡＷＡギャラリー＞
「イオンシネマ」前に、
“路地空間”をテーマに暖かみのあ
る空間を演出し、ギャザリングスペースとして、映画鑑賞
やお食事の前後にゆったりとおくつろぎいただけます。さ
らに壁面には“ＡＷＡギャラリー”として、３つの区画を
設けます
① 徳島市ギャラリー：徳島の最新情報発信
② アーティストギャラリー：アーティスト作品展示
③ シネマ情報：最新映画やおすすめの映画等の情報発信
＜アミューズメント＞
当モールに隣接した「スエヒロボウル」
「ＳＥＧＡ」とは連絡ブリッジで接続します。
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ＦＯＯＤ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ～心躍る食の世界～
徳島に新たな波を引き起こす、食の最旬トレンドの発信拠点

【食のテーマパーク「フードヴィレッジ」】
３階から５階の３層を縦につなぎ、全体で３０の専門店が集結する徳島県最大級の食のゾーン
を展開します。各フロアはまったくことなる 期待感を感じさせる象徴的な吹抜け空間にします。

３階「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」のテラス席や、４・５階レ
ストラン窓側席からは、海を見下ろせるベイフロントビューを
体験できます。
３Ｆ＜ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ＞（フードフォレスト）
３階西側には、活気とエンタメ性があふれるフードコート「Ｆ
ＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」を展開します。座席数は徳島県最大級
となる９００席を設置し、徳島県初出店となる５店舗を含む１
１店舗のバラエティ豊かな飲食店が揃うほか、すべり台などを
設けたキッズパークやお子さま専用席も設置し、ファミリーでゆったりとお食事いただけます。
・ 徳島県初となる専門店では、博多ラーメンの一風堂から「ＩＰＰＵＤＯ ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ」
、
喜多方ラーメンをお手ごろ価格で楽しめる「幸楽苑」
、健康＆ヘルシーな“無添加”カレー店
シ ーフ ァ ーム
「Ｃｆａｒｍ」などが揃います。さらに、地元からうどんの「かぐら製麺所」が出店します。
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４Ｆ＜ぐるぐる小路＞
和で統一した環境の中には、各種料理の銘店９店舗が揃います。和食を中心に、中華や洋食も
バランスよく配置し、落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけます。
・ 地元の素材をふんだんに使った和食と自慢の“鳴ちゅるうどん”など、素材・だしにこだわ
った料理をご提供する「和食 鳴門舩本」が地元の味をお届けします。
わ く ら

・ 徳島初の「海鮮寿司 なぶら」や「しゃぶしゃぶ美山」
、おそばの「和坐」が出店。洋食では
「ＧＯＬＤＥＮ ＨＡＮＢＡＵＲＧ ＤＩＮＥＲ＆ＣＡＦＥ」が四国エリア初出店します。

５Ｆ＜ＡＷＡダイニング＞
各店舗のファサードをセットバックし、共用部の間にテラス
席を設けることで、インナーテラスのような開放的で華やかな
空間を演出。通路から見えるオープンキッチンから活気があふ
れるダイニングストリート。
・ 全国で人気沸騰中の「いきなり！ステーキ」が徳島県に初登場。さらに、土佐料理を気軽に
楽しめる「土佐わら焼き 龍神丸」や焼肉の「カルビチャンプ」など徳島県初となる５店舗を
含むレストラン９店舗がダイニングストリートをにぎやかに演出します。
１Ｆ＜食物販ゾーン＞
１階東側には、食物販ゾーンを配置。日々の食卓を応援する食の専門店１１店舗が集結します。
隣接してイートインスペースもご用意し、出来立てをその場でお楽しみいただけます。
・ 地元で人気の洋菓子店「ハレルヤスイーツキッチ
ン」は、地元徳島の旬の厳選した素材をパティシ
エの技術で新鮮なおいしさのまま工場直送でお届
けします。
・ 作りたてのお菓子をご提供する専用工房を店舗内
に持つ地元人気店「イルローザ」が「一菓実」
（ひ
とかみ）を展開。さらに、人気洋菓子店「ロワゾーブリュ」や焼き立てパンの「ブーランジ
ェ・イタル・スギハラ」など人気店が集結します。
・ 徳島市内一番の行楽地、眉山・大滝山に本店を持つ和菓子専門店「和田の屋」は、４００年
以上引き継がれてきたお菓子｢滝の焼餅｣をはじめ、徳島の多様な名産和菓子をご用意します。
・ こだわりの新鮮な地元野菜と調味料を提供する「わくわく広場」や、久世福商店の目利きバ
イヤーが全国より集めた食材を使用したヘルシーで美味しいメニューをお気軽にお楽しみい
くぜふくさりょう

ただける和カフェ「久世福茶寮」は、
「久世福商店」とのダブルショップとしてオープン。
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Ｆａｓｈｉｏｎ＆Ｇｏｏｄｓ ～憧れのスタイリッシュファッションとアイテム～
アーバンライフスタイルを提案する高感度ファッションと雑貨
＜ファッション＞
・ スウェーデン発の人気ファッションブランド「Ｈ＆Ｍ」が、モール中央部に２フロア構造の
メゾネットタイプで徳島県に初登場。自分だけのスタイルを見つけることができる、多様で
幅広い品揃えで展開。さらに、徳島県最大規模となる約２,０００㎡で「ユニクロ」が出店し
ます。

・ 国内外の人気ブランドを多数揃えたカジュアルセレクトショップ「ＢＩＧ ＡＭＥＲＩＣＡＮ
ＳＨＯＰ ａｌｏ」が出店するほか、気取らないカジュアルスタイルを提案する「ＬＥＰＳ
ＩＭ」
、カリフォルニアテイストのアイテムを揃える「ＮａｕｇｈｔｙＤｏｇ」が展開します。
・ セレクト感のあるカジュアルファッションショップ「ｇｒｏｖｅ」や、時代を生きる女性に新
ヴ

ァ

ン

ソ

ポ

ク

ッ

カ

しいライフスタイルをご提案する「Ｖｉｎ」
、レディスセレクトショップ「ｓöｐöｋｕｋｋａ」など
の人気店を配置します。
＜ファッショングッズ＞
・ 履きやすさをとことん追求したコンフォートシューズを提案する「ＲｅｇｅｔｔａＣａｎｏｅ」
が徳島県に初出店します。レディスシューズの「フェミニンカフェ」
、ランファンショップ「ａ
ｉｍｅｒｆｅｅｌ」も展開します。
・ トレンドに敏感な大人の女性のための鞄・小物ショップ「ＳＡＣ’Ｓ ＢＡＲ

Ｊｅａｎ」

が徳島県初出店。機能的でおしゃれなオリジナルめがね、サングラスを常時３０００種類以
上揃える「ＪIＮＳ」が出店します。
＜生活雑貨・ブランドショップ＞
・ キッチン雑貨を中心に多様なニーズで幅広いセレクトができる「スプリングキッチンストア」
、
世界の一流ブランドが勢ぞろいする「ブランドショップハピネス」が展開します。
＜アクティブ＆アウトドア＞
・ 「スポーツオーソリティ」が２フロア構造のメゾネットタイプで徳島県初出店。全国でも人
気が高いアウトドアやロードバイク、マウンテンバイクなどさまざまな自転車を特に充実し
て揃えています。さらに、スニーカーを中心としたセレクトショップ「ＣＯＲＮＥＲＳ」が
四国エリア初出店。新しいサイクルライフを提案する「イオンバイク」も徳島初出店します。
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ＦＡＭＩＬＹ＆ＫＩＤＳ ～自然を体感するキッズワールド～
豊かなファミリーライフを応援するみんなが笑顔になるショップが揃います
＜ファミリー＆キッズ＞
徳島県初出店となる｢キッズリパブリック｣（※詳細は１６Ｐ参照）を中心に、徳島県最大級のキ
ッズゾーンを４階に形成します。キッズの遊び場・キッズトイレ・ベビールームといった設備
も整え、ファミリーに優しいエリアです。
・ ４階キッズの遊び場「もくもくひろば」は、徳島県が力を入れている木育をテーマとし、森
の中をイメージした空間の中に木の遊具や徳島杉のおもちゃを設置するなど、子ども達が
“木”と触れ合う遊び場です。森の中で色々な発見をする絵本の様な世界観を演出します。

＜キッズ向け専門店＞
・ ０歳から１２歳までのお子さまを対象とした英会話教室「セイハ英語学院」や子ども写真ス
タジオ「スタジオアリス」など、キッズのための専門店が展開します。
＜ホビー＆ペット＞
・ カフェを併設し、暮らしと趣味の本や児童書が豊富なファミリーで楽しめる「未来屋書店」
のほか、ペットの気持ちを理解して、高品質な商品とサービスをご提供するペット専門店の
「ＰｅＴｅＭｏ」が徳島県に初出店します。

＜くらしをサポートする専門店＞
・ 地元徳島の旅行会社「エアトラベル徳島」が出店するほか、歯科や眼科、ホットヨガの
「ＬＡＶＡ」も出店。地域の皆さまのくらしをサポートする専門店が揃います。
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核店舗「イオンスタイル徳島」の特徴】
「イオンスタイル徳島」は、ファミリーの方々からグランドジェネレーション（以下Ｇ.Ｇ）※1
まで、地域にお住いのさまざまなニーズにお応えするため、それぞれの年代のご意見を承りなが
ら“健康”と“こだわり”をご提供できるお店を目指します。

※画像は全てイメージです。

「イオンスタイル徳島」の代表的な取り組み


徳島のご当地食材を最大級に集めたライブ感あふれる食品フロア「フードマルシェ」
津田漁港や北泊漁港など、近隣の漁港から仕入れた鮮魚や漁師さんからの一船買い、県内
の生産者がお届けする野菜の産直コーナー、約４０種類の和洋中の総菜コーナーなどを展開
します。また、世界各国から集めたワインやナチュラルチーズなど、“健康”や“こだわり”
“即食”をキーワードに、国内外の多彩な“食”をご提供します。



Ｇ.Ｇに向けて、新しいライフスタイルをご提案する「ファッション」と雑貨
服飾雑貨「マルシェルージュ」や「マルシェブラン」、“歩く”をテーマに靴やお洒落な
ステッキなどを展開します。さまざまな年代の旅行のニーズにお応えする「プラスモーブ」
やシニアインナーも含めた肌着を最大級の品ぞろえで展開します。



美と健康をトータルでサポート「新しい発見」をご提案「グラムビューティーク」
最新のメイクアイテムや、原料の産地までこだわったオーガニックスキンケアなどを取り
そろえます。メイクアイテムが自由に試せる「コスメティック・バー」を設置するほか、専
門スタッフがお客さまに合わせた美容のご提案や無料の機器測定、お客さまの年代・生活に
合わせたアドバイスを通じて毎日の健康管理のお手伝いをします。



さまざまなライフスタイルにあったご提案をする暮らしのフロア「ホームコーディ」
暮らしのゾーンでは、ソファやラグ、カーテンなど、いつまでも飽きのこないシンプルな
デザインに統一し、品種の枠を超えたコーディネートができる“快適なライフスタイル”を
ご提案する「ホームコーディ」を展開します。また、
「イオンモバイル」をはじめとするモバ
イル売場や、こだわりの文具「大人の書斎」も展開します。



徳島初登場！大型ベビー・キッズの専門店「キッズリパブリック」
豊富な品ぞろえと体験要素を盛りこみ、お子さまとの大切な時間を楽しめる、喜びあふれ
るキッズゾーン。ママの悩みを有資格者がサポートする「ママ＆ベビーケアコーナー」を
はじめ、専門知識を有したイオンの販売員「ベビーアドバイザー」を配置することで、プレ
ママから子育て中のママが安心してご相談、お買物ができる空間をご提供します。

※1：
「グランドジェネレーション」とは、シニアに代わる世代の考え方として“グランド”は最上級を意味
し、人生の中でも最上の世代と捉え、若々しく年齢を重ね、ゆたかな知識と経験をもちながら人生を
さまざまなスタイルで楽しまれている方々を、敬意をもって表した言葉です。
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徳島や四国の「じもの（地物）」が勢ぞろい
徳島や四国の生産者さまのご協力のもと、おなじみの逸品や採れたての新鮮野菜、旬の魚介類
から、職人がこだわりぬいた伝統の商品まで、地域の魅力を発信。


野菜や果物では、徳島県内のＪＡ各支所の旬な農産物をはじめ
とし、「阿波食ミュージアム」からは、産直市の旬野菜や果物
を豊富に取りそろえるほか、新町川で月末に開催されている、
「とくしまマルシェ」で出店されている県内こだわりの逸品も
豊富に品ぞろえします。



地域のお客さまのご要望にお応えし、徳島や四国の各漁港より
直送した鮮魚や一船買いした獲れたてのお魚をご提供するほか、イオン最大級の対面販売
コーナーをご用意し、ご要望にお応えした調理サービスとそれぞれのお魚に合った食べ方も
ご提案します。



徳島の自然が育んだ「阿波黒牛」（交雑種）を対面コーナーにて販売します。イオン初の
「阿波すだち鶏」を使用した「鶏のから揚げ」、「とり天」、すだち果皮入りの「から揚げ」
など、徳島の食材を使用したお総菜をご用意します。
また、
「徳島の地ビール（新町川ブリュワリー）」を展開するほか、隣接したバルコーナー
で「ご当地 地ビール」をお楽しみいただけます。



リキュールコーナーでは、徳島を代表する柑橘系果実「すだち」をふんだんに使用した商品を
中心に品ぞろえることで、“家飲み”やギフトに対応した「柑橘王国 徳島和リキュールワールド」
を展開します。



加工食品のコーナーでは、
「徳島コーヒーワークス」の厳選されたコーヒー豆や、有機栽培、
特別栽培で作られた食材を集めたオーガニックコーナーを展開するほか、銘店コーナーでは、
「阿波ういろ」をはじめ、
「なると金時」や「阿波和三盆」を使用した徳島を代表する銘菓も
展開します。



焼きたてパンの店「カンテボーレ」では、「徳島の練物を使った総菜パン」や、鳴門金時芋
を巻いて、鳴門の渦潮をイメージした「鳴門の渦潮パン」など、ご当地パンもご提供します。



き とう ゆ

ず

「グラムビューティーク」では、徳島産の「木頭柚子」を使っ
た調味料を取りそろえるほか、徳島の自社農園で無農薬栽培し
た「藍」や「和三盆」などの自然素材でつくる、しっとりした
洗い上がりが特長の洗顔石けん「藍色工房」の「藍染め石けん」
を販売します。



徳島名産の「藍染」は、人類最古の天然染料「ＪＡＰＡＮ ＢＬＵＥ」とよばれ、日本の伝統
を象徴するカラーです。藍で染めたものは色褪せにくく虫の嫌いな成分を含み寄りつかせな
い性質を持つなどの特徴を持った藍染商品を取りそろえます。
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徳島ご当地食材を最大級集めたライブ感あふれる食品フロア「フードマルシェ」

・
“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、ロー
ストビーフや各種サラダなどのお総菜を対面方式にてご提供する「リワードキッチン（リワー
ド＝ご褒美）」を展開するほか、人気の特製ビーフカレーやミネストローネなどを「スープ・
カレーバー」でご提供します。
また、「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
高温・短時間で焼き上げた本格派のナポリピッツアもご提供します。
・
「おにぎりショップ（ほのみ）
」では、おむすびに最適な艶やかな色、甘み、粘りのある新潟県
産コシヒカリをふっくら炊きあげ、豊かな磯の風味が特長の瀬戸内産のりと、海藻の旨みの
しみ込んだ淡路の藻塩を使った、できたてのおむすびをご提供します。
また、魚総菜専門店として「自慢の焼魚」「うまい煮魚」として焼魚・煮魚や揚物などの魚
総菜を約４０種類以上の品ぞろえをします。
・イートインコーナーでは約１００席をご用意し、人気ケーキ店「藍Ｃｌｕｂ」のケーキやお買
物の間のくつろぎのひと時に１杯ずつ挽きたての香りを楽しめる「イオンドリップコーヒー」
や「ドーナツ」をご提供するほか、マンゴー、ストロベリーなどを使用したデザートアイスを
対面で販売する「カラフル」も展開します。
また、健康志向の高まりへの新しいご提案として、こだわりのジューススタンド
デ
ポ
デ
サ
ン
テ
「Ｄéｐôｔ ｄｅ ｓａｎｔｅ」を展開します。「ケールグリーン」など、約１０種類、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、つくりたての「コールドプレスジュース」
や「フレッシュジュース」もご提供します。
・四国最大級のイオンお酒の専門店「イオンリカー」では、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地域一番の品ぞろえをします。コーヒー豆
と輸入食品の店「カフェランテ」では、約３０種類の挽きたてのコーヒー豆と世界各国から
直輸入したチョコレートやジャム、パスタなど、約１,６００品目を取りそろえます。専門スタ
ッフが、旬の食材とそれに合うお酒の楽しみ方など、お酒を中心とした新しい食のライフスタ
イルをご提案します。
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・チーズのコーナーでは、ナチュラルチーズと生ハムを県内最大級の品ぞろえをします。ブルー
チーズや、ウォッシュチーズなどナチュラルチーズとワインの“マリアージュ”
（フランス語で
結婚の意）をご提案します。
また、ブリーチーズやイオン直輸入の「パルミジャーノ・レッジャーノ」
、製造の難易度と
賞味期限の短さから“幻のチーズ”と言われる「ブラータチーズ」を毎週イタリアから空輸
することで一度も凍結することなくお届けします。
・お魚のコーナーでは、地獲れ鮮魚などを使用したネタの鮮度が自慢の「魚屋さんの寿司」や、
徳島のちりめんをはじめ、明太子などの計り売り・盛売り販売する「干物の旨みコーナー」を
展開します。
また、
「まぐろの旨みコーナー」では、生まぐろ赤身をはじめ、
本鮪のお刺身や、まぐろカマ、ほほ肉などを取りそろえるほか、
イオンがアジアの小売業で初めて販売した“海のエコラベル”と
して知られる「ＭＳＣ認証商品」や養殖魚を対象とした「ａｓｃ
フ ィ ッ シ ュ バ ト ン
認証商品」を「ＦｉｓｈＢａｔｏｎ」と名づけた専用コーナーに
て販売します。
オーガストセブンティーフォー

・お肉のコーナーでは、タスマニアビーフの専門ショップ「 Ａ Ｕ Ｇ ７ ４ 」を展開します。イオ
ンが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る肉質の
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、自然に
近い方法で育てることによって、タスマニアビーフの赤身でやわらかいお肉を実現しました。
「らんぷ」や「みすじ」など、希少な部位を一堂に展開します。

・「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の専門店です。
ご自宅を彩る季節の花々や鉢花をはじめ、贈り物用として、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るほか、インテリアに最適なグリーンや雑貨も取りそろえるなど、
花のある生活をご提案します。
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“発見と体験”をご提供する美と健康の専門ショップ「グラムビューティーク」
・ビューティーのコーナーでは、人気のスキンケアはもちろん、最新のメイク商品や豊富なネイ
ルカラー、カラーコンタクトから、メイクアップやお手入れが楽しくなるアイテムまでを一堂
にそろえます。リップスティックなどのカラーアイテムがブランドを超えて約３００種類そろ
い、シーズンごとにアップデートする「コスメティック・バー」では自由に試して自分に合う
ものを見つけることができます。
また、専門スタッフの「ビューティーケア アドバイザー」が肌測定を行い、お悩みに合わせ
たスキンケアや使い方のコツをご提案します。
・ナチュラル＆オーガニックのコーナーでは、「ヴェレダ」や「ガミ
ラシークレット」などの人気の海外ブランドや「ナチュラグラッセ」
などのメイク、原料も国産にこだわった日本ならではのオーガニッ
ク

オ

ン

クコスメ「ネオナチュラル」や「ＱＵＯＮ」などを取りそろえます。
また、メイクアイテムについても、フレッシュフルーツのエキス
を使ったオーガニックコスメ「アクア・アクア」や「ナチュラグラ
ッセ」など、天然由来の素材を使った商品にこだわり品ぞろえします。
サ

ル

ー

・ヘルスケアのコーナーでは、毎日の健康状態を気軽にチェックできる「ＳＡＬＵ
ス テ ー シ ョ ン
ＳＴＡＴＩＯＮ」を展開します。
「体組成計」や「血圧計」「血管年齢計」など、
気になる体の状態を無料で測定することができ、測定結果や健康に関するお悩み、
お客さまの年代に応じて専門スタッフがアドバイスを行います。
また、近年拡大するシニアの旅行需要に対応し、「イオン」と「スワニー」
（四国のメーカーで国内サイドカー市場シェアＮＯ.１）が共同で開発した、使いやすさとデザ
インにこだわったサイドカーをはじめ、スムーズな歩行をサポートする商品を数多く取りそろ
えます。
このほかシニア肌着のコーナーでは、６５歳以上のＧ.Ｇの需要に対応し、生活シーン別に
肌着や靴下、パジャマなどの関連商品を展開します。“旅を楽しむ”（長時間歩いても楽でおし
ゃれな靴下）
、
“快適肌着”
（肌ざわりがやさしく、加齢体型にフィット）、“シニアケア”（着脱
らくらく、軽い尿漏れ対応）など、生活シーンをサポートする商品をそろえます。

“新しいライフスタイル”をご提案するファッションと雑貨 のゾーン
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・イタリア製や国産にこだわった革小物やバックを取りそろえるメンズ服飾専門店「マルシェブ
ザ

シ

ョ

ッ

プ

ティーケー

ス

タ

ジ

オ

デ

ジ

モ

ラン」では、人気ブランド「ＴＨＥ ＳＨＯＰ Ｔ Ｋ 」や「ＳＴＵＤＩＯ ＤＥＳＩＭＯ」など、
贈り物に最適な商品も取りそろえます。
また、レディス服飾専門店「マルシェルージュ」では、エレガントな女性のスタイリングに
ア

リ

ス

バ

ー

リ

ー

ピッタリな「Ａｙｌｅｓｂｕｒｙ」が、バッグ・財布の新ブランドとしてデビューするほか、
普段の生活に日本らしさを加えるグッズを取りそろえ、
“モダン×和”テイストの雑貨コーナー
「和ほのか」も展開します。
・レディスのＧ.Ｇコーナーでは、新シニア世代を応援し
ます。行動的で若々しい女性に向けた「ジュネママン」
や、いつまでも元気でいてほしい女性のために「文化服
装学院」監修のもと、着心地よく、楽しく、美しく見え
る新しいスタイルをご提案する「着楽美」など、Ｇ.Ｇ
の“カジュアルスタイル”や“トラベルスタイル”に
対応したファッションと 雑貨をご提案します。
また、「ステッキ」や「ファンカート」なども取り
そろえ、
「かっこよく」
、
「すてきに」
、
「ゆっくり」と“歩く”スタイルもご提案します。
・レディス大きいサイズでは、動きやすさを重視しながら体型もカバーできるデザインをご提案
する「ノアンヌ」、メンズでもファッショナブルなカジュアルウェアに加え、ビジネス関連
までそろえる大きいサイズコーナー「グレイテス」を展開します。
また、レディスフォーマルウエア「オペラハウス」では、慶びの日や哀しみの日に女性を
演出するウェアを取りそろえるほか、ブランド商品を中心にストレッチ素材や、洗濯ができる
フォーマルウェアも販売します。メンズビジネスコーナーでは、高まるカスタマイズニーズに
対応し、パターンオーダーシャツの「ベラカミーチャ」や「スタイルオーダースーツ」を展開
します。
・トラベルコーナー「プラスモーブ」では、人気ブランド「サムソナイト」のスーツケースに
加え、Ｇ.Ｇに向けたトラベルグッズを取りそろえるほか、「エース」とのコラボブランド
パ

イ

ヴ

ァ

―

「ＰＡＩＶＡＡ」や「タビアージュ」など、旅のシーンを快適に過ごせる機能的なバッグを
展開します。

“みらいをつくる人を、つくりたい”ベビー・キッズの大型専門店「キッズリパブリック」
「キッズリパブリック」は、ベビー・マタニティ用品から、おもちゃやギフト用品、人気の
キャラクター、ファンシー雑貨までを取りそろえるベビー・キッズの大型専門店です。
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＜豊富な品ぞろえとさまざまな情報提供を行うママとベビーのコーナー＞
・「ベビーベーシック」では、マタニティ期から子育てママの不安解消の一助として、イオンの
社内資格を習得した専門販売員「ベビーアドバイザー」などの有資格者が丁寧にご相談に応じ
ることで、親と子の健やかな成長のお手伝いをします。
「ママ＆ベビーケアコーナー」では、登録販売者などの専門販売員が常駐し、赤ちゃんや
ママの適切なお薬やサプリメント選びなどのご相談を承るほか、助産師による相談会を定期的
に開催し、出産や子育てに対してママが抱える不安事を解消するお手伝いをします。
また、国内外のブランドベビーカーやチャイルドシート、ご出産・お誕生日などのギフト
好適品のほか、オーガニックコットンを１００％使用した肌着も品ぞろえします。
・お客さまからの高いご要望をいただいている「赤ちゃん
休憩室」は、大型カートもすれ違うことができるゆったり
した広さと充実の設備を完備します。
食事とおむつ替えのスペースを区分し、授乳室では個室
はもちろん、ママ友とコミュニケーションが図れる「共同
授乳室」と、パパも一緒に入ることができる「ファミリー
授乳室」を設置します。
また、下のお子さまがおむつ替えや授乳時に上のお子
さまが退屈しないよう休憩室内に遊び場も完備することで、お子さまとの貴重な時間を、
ご家族みんなでゆったりとくつろぎ、楽しめる“集いの場”としてもご利用いただけます。
＜３世代で遊べる・楽しめるテーマパークのようなおもちゃコーナー＞
「モントイズ」は、人気のキャラクーから大人と子どもが一緒に楽しめる玩具までを取りそろ
えたおもちゃの専門店です。お子さまが楽しみながら学ぶことができる積木やブロックなど、
国内外の知育玩具を集めた「ラーニングキッズ」や、お子さまが大好きな「アンパンマンコー
ナー」をはじめ、たくさんのキャラクターと一緒の空間で過ごせるコーナーも展開します。
また、ご家族で楽しく参加いただけるイベントのほか、アートやデジタルをテーマにお子さ
まの創造性を育む「ＣＡＮＶＡＳ」（ＮＰＯ法人）が監修するワークショップ「リパブースク
ール」も定期的に開催します。
＜学校生活で必要なキッズファッションや雑貨など、実用品も充実＞
伸縮性の高いパンツや、ＵＶ対策・吸汗速乾・接触冷感を備えたＴシャツ、“大容量なのに
軽い”「トップバリュ かるすぽランドセル」など高い機能性を備えた商品も年間を通じて展開
します。

日々の住まいと暮らしを“より、おしゃれに、かっこよく”ご提案する暮らしのゾーン
・
「ホームコーディ」では“ＡＣＣＥＮＴＵＡＴＩＯＮ”
（暮らしにアクセント）をコンセプトに、
「いつも」の暮らしをより上質に仕立てる商品とシーンをご提案します。
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使い慣れた風合いと、やわらかな肌ざわりが特徴のオーガニックコットンを使用したカバー
やタオル、形状のバリエーションが豊富な和洋の食器シリーズなど、暮らしに自然となじみ、
長くお使いいただいても飽きのこないシンプルなデザインに統一しました。
カラーやサイズ、タイプ別の展開や、カスタマイズできるソファや枕など、選びやすく、
どのように組み合わせても調和がとれる商品を取りそろえます。
また、飽きのこないデザインに加え、耐久性に優れたフライパンや調理鍋などもお求めやす
い価格でご提供します。
・文具コーナー「大人の書斎」では、「ペリカン」「パーカー」「ラミー」などの高級筆記具や
「ライフ」
「ツバメ」などの書きやすいノートを取りそろえます。
ア

イ

ラ

シ

ク

また、働く女性向けの文具や雑貨を集めたコーナー「ｉ－ＲＡＳＨＩＫＵ」では、オフィス
のデスクを彩るステーショナリーや趣味の時間を楽しむ大人の塗り絵や和雑貨もご提案します。
このほか、
“書く・学ぶ・創る・整理する・贈る”などのシーンに合わせて文具を展開します。
・
「イオンモバイル」は、専門スタッフがお客さまの携帯電話やスマートフォン
のご利用状況をお伺いし、２９種類の豊富な料金プランの中から お客さまに
合ったプランをご提案することで、ご家庭の通信コスト削減のお手伝いをし
ます。
また、初めてご使用になるお客さまの不安を解消するため、データ通信を
体験できる「イオンスマホ」の無料貸し出しサービスも実施します。

「コト・モノ・ネット」“イオンのオムニチャネル”の取り組みで新しいお買物体験
店内では、「タッチゲット」を導入し、店舗にはない商品をお取り寄せ、店頭での受け取りや
ご自宅にお届けすることもできます。また、専門の販売員が、タブレット端末で店頭にない
商品をご紹介するなど、お客さまのお買物のご相談も承ります。
（インテリア・寝具・収納用品、
ベビー用品・室内遊具・知育玩具などを展開）
イオンのインターネットショッピングモール「ＡＥＯＮ.ｃｏｍ」（イオンドットコム）では、
食料品やお酒、衣料品、靴、化粧品、書籍、ペット用品など、合計３９のグループサイトの
商品を取りそろえます。 「ＡＥＯＮ.ｃｏｍ」 https://www.aeon.com/
「キッズリパブリック オンラインショップ」では、マタニティ・ベビー用品から子ども服、
玩具までネット限定商品を含めた約２２,０００品目を展開します。２４時間、３６５日、お客
さまのご都合に合わせ、いつでもキッズリパブリックでのお買物をお楽しみいただけます。
「キッズリパブリック オンラインショップ」

https://shops.aeonsquare.net/shop/c/ca117

生鮮食品や冷凍食品、ベビー用品などの暮らしに
便利な生活必需品を中心に、ご来店されるお客さま
だけでなく育児や介護、お仕事などで店舗に立ち寄
る時間のない方のために、インターネットでご注文
いただき、ご自宅へお届けする「“おうちでイオン”イオンネットスーパー」をオープン直後
より実施します。
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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 Ｄｅｖｅｌｏｐｐｅｒ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なっています。
当モールでも、地域に根ざし、頼りにされる地域コミュニティの場をめざし、地域と連携する
取り組みを積極的に推進しています。
（１） 「とくしま まちなか花ロードｐｒｏｊｅｃｔ」に参加
当モールは、徳島市で環境活動を展開するＮＰＯ法人新町川を守る会が主催し、２０１６年１
２月１７日に開催された『とくしま まちなか花ロードｐｒｏｊｅｃｔ「花植え会」
』※に参加、
約２６０名の皆さまと共に、新町川付近の花植え活動を行いました。
※徳島市にお越しいただいた観光客のかたをはじめ、市民の皆さんにも気持ち良く過ごしてもらい
たいという思いからはじまった徳島市内中心部の道路沿いの植樹帯や花壇に花を植える活動です。

（２） ＮＰＯ法人グリーンバード徳島チームとの協同による市街地清掃

当モールは、徳島市で環境活動を展開するＮＰＯ法人グリーンバード・徳島チームと地域
貢献活動を軸に連携し、協働して徳島市中心市街地の清掃活動に取り組んでいます。本年
２月から４月までに計３回の清掃活動を実施。今後も協業して取り組んでまいります。

（３） 「とくしま赤ちゃんの駅」
徳島市では、乳幼児を抱える保護者が外出時に気軽におむつ替え
や授乳などができる環境を整えるとともに、社会全体で子育てを
支援する意識の醸成を図ることを目的に「赤ちゃんの駅登録推進
事業」を実施しています。当モールにおいても、
「とくしま赤ちゃ
んの駅」に登録し、授乳室やおむつ替えスペースなどを充実。子
育てにやさしい徳島に貢献してまいります。
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（４） 「ぐるとくサイクル」
徳島市のレンタルサイクルサービス事業「ぐるとくサイクル」と
連携します。電動アシスト自転車などの貸し出しや返却場所とし
て、イオンモール徳島を活用し、
“心おどる水都 とくしま”を気
軽に探索していただけます。
（５） キッズネイチャープログラム
当モールは、地域の幼稚園や保育園で、園児たちに花植え体験を通じて緑の大切さを学習
する「キッズネイチャープログラム」を開催しました。本年２月から３月までで全８回実
施し、合計約３５０名の園児に参加いただきました。４月以降も、さまざまなプログラム
の開催を計画しています。

（６） 徳島市内２大学と連携
徳島文理大学、四国大学の２大学と連携し、各種文化イベントなどを協力して実施するこ
とで、地域活性化に取り組む予定です。
＜一例＞
・ 徳島文理大学児童学科の生徒が、当モール内「イオンゆめみらい保育園」での読み聞か
せなどのボランティア活動
・ 四国大学書道文化学科とのコラボによる“書道パフォーマンス”イベント開催
（７） プロサッカークラブ「徳島ヴォルティス」
徳島ヴォルティス株式会社と当モールにおいてオフィシャルクラブパ
ートナー契約を締結します。サッカーキッズやファン・サポーターの皆
さま、地元の方々が「徳島ヴォルティス」を応援できる場などをさまざ
まな形でサポート予定です。
（８） 地元キャラクター
徳島県のマスコット「すだちくん」がイオンモール徳島バージョンになって、館内外の様々
な場所に登場します。徳島市イメージアップキャラクター「トクシィ」像もベイフロント
パークに設置予定です。

トクシィ

すだちくん（イオンモールｖｅｒ．）
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（９）イオンホールの阿波おどり練習場活用
４階に設置した、約２２０㎡のイオンホールは、音響設備やスクリーンなど投影設備も備えた、
地域のイベントや展示会にご利用できる多目的ホールです。また、徳島で４００年続く阿波踊り
の練習場としても使えるよう、防音性能を向上させ、壁の一面部分を鏡張りとしています。

【
“ヘルス＆ウエルネス”の取り組み】
当社では、ショッピングモールという身近な場所において、健康増進活動を展開することで、日
常生活に健康への意識を自然な形で浸透させ、健康維持の大切さの気づきを促し、お客さまの健
康増進に向けた活動をサポートします。


カロリー表記
飲食の専門店一部にご協力をいただき、各メニューのカロリー表記を記載し、１食あたりのカ
ロリーをレコーディングできるように取り組み、食と健康をサポートします。



イオンモールウォーキング
地域の皆さまに健康目的に歩く場所として、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。全５階
までのコースを設定したウォーキングマップをご用意し、各ポイントで距離が分かるサインも
設置します。
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【地域との調和、環境デザイン】
デザインコンセプトは、
「ヒカリ舞い 水都（まち）オドル」。豊かな自然に囲まれ、その中で
阿波踊りをはじめとする独自の伝統を育んできた水都・徳島市。そんな徳島に新たなステージと
なる場所を創造し、
「モノ」と「コト」を提案する情報の発信拠点。ここに来る人々が踊り出した
くなるほど楽しく、毎日通いたくなる場所を目指します。
＜外装＞
ヒカリをコンセプトに、光の三原色を掛け合わせた白
をベースにしたデザインでお迎えします。南側エント
ランスのカーテンウォールに徳島発祥のＬＥＤを仕込
んだスクリーンを組み込むことで、昼の都会的な印象
と夜間のライトアップでエンターテイメントモールを
演出します。
＜吹き抜け空間＞
館内に３箇所ある１階から５階までの吹き抜けを、それぞれ徳島をイメージした開放的な空間と
しました。

ＡＷＡコート
阿波踊りの笠の形の庇のある
エントランスから、上階の食の
ゾーンまでつながる。徳島の伝
統工芸をテーマにアレンジ。

ＵＺＵコート
モール中央に位置し、渦を巻
くように上へと広がるコート。
水・流れをテーマに流線型の
デザイン。

＜内装デザイン＞
「ＵＺＵコート」の中心空間には、シンボリックなＬＥＤビジョンを
使用した柱を設置し、その下には１５０インチの大型ディスプレイも
配置。柱とディスプレイが連動したさまざまな表現が可能です。
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ＨＩＫＡＲＩコート
徳島を囲む木々の木漏れ日
のようにきらめく光が降りそそぐ
デザイン。

＜ベイフロントパーク＞
・
「ＡＷＡコート」エントランスの前には、お子さまが遊べる「ベイフロントパーク」を設置しま
す。徳島県のマスコット「すだちくん」（イオンモール徳島バージョン）、徳島市イメージアッ
プキャラクター「トクシィ」も登場予定です。

＜女性専用レストルーム「プリンセスルーム」＞
ゆったりとくつろげるパウダーブースを併設したレストルームを２階に設置。女性らしい華やか
な空間には、心地よいアロマの香りが漂い、心身ともにリフレッシュできる空間をご提供いたし
ます。
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【安全・安心への取り組み】
イオンは、
「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という基本
理念を体現し、災害発生時においてもくらしを支えるライフラインとしての役割を果たせるよう、
これまでの経験を通じて蓄積したノウハウを活かし、地域の皆さまのくらしを守ることをめざし
て常に備えを強化しています。
近年多様化・甚大化するさまざまなリスクに対し、イオンではＢＣＰ（※１「事業継続計画」
）
の実効性を高めるマネジメント体制の構築をめざし、
「イオングループＢＣＭ（※２「事業継続マ
ネジメント」
）５ヵ年計画」を策定、２０１６年３月にその実行に向けて「イオンＢＣＰプロジェ
クト」
（以下、
「本プロジェクト」
）を始動しました。本プロジェクトは、①情報システム ②施設
③商品・物流 ④訓練 ⑤外部連携の５分野で分科会を組織して推進するとともに、各分野の連
携を密にし、２０２０年までに国内外の全店舗・拠点においてＢＣＭ運用体制を構築することを
めざします。
当モールでも、本プロジェクトに基づき、地域の皆さまの安全・安心を最優先に考えた「災害
に強い施設づくり」をめざすとともに、また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な施設の整備に取り組んでいます。
「イオンＢＣＭプロジェクト」で取り組む５つの分野

※１「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ」：不測の事態が発生しても重要事業を中断させない、中断した
としても早期に再開させるための計画。
※２「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」：ＢＣＰ策定から、有事の際に計画を確実に実行す
るための対策の実施、計画改定までを戦略的に行なうこと。
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■当モールでの取り組みの一例
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堅牢な建物とするのはもちろん、年々進化する最新の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ないます。

・ 吹き抜け空間の天井には、
「国交省天井脱落対策に係る技術基準告示」に基づき耐震天井を採
用し、天井脱落防止対策を行なっています。
・ 防煙垂壁は、従来のガラス製ではなく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、ケーブルラック等の脱落防止対策を講じるほか、耐衝撃型スプリンクラー
ヘッドを採用するなど、大規模地震等における脱落・破損による２次被害を抑制しています。


津波・浸水対策

・ 徳島市の「津波避難ビル」認定を開業前までに取得予定です。また、各フ
ロアに海抜高を表記します。ＢＣＰ対策の一例として、受変電設備を浸水
被害より守るため屋上に配置しています。
２．被災時の復興拠点としての機能確保


停電対策

・ 災害時の緊急対応を想定し、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モール事務所などの主要な管理室、また、
「イオンスタイル徳島」の食品売場への電源供給を確保し、地域の災害支援施設となるよう
計画しています。


断水対策

・ 耐震性を有した受水槽（２１６㎥）は、断水・停電状態であっても受水槽内の飲料水を利用
できるように緊急用給水取り出し口を設置しています。


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。
３．地域との連携、防災力向上に向けた訓練


訓練活動

・ 万一の災害時において、徳島市とイオンモール㈱において、大規模災害等が徳島市内や当モ
ール周辺で発生した場合を想定し、当モール自体を一時避難先として開放するほか、トイレ
などの保有する設備などを活用いただく協定を締結。さらに、同市とイオンリテール㈱にお
いては、緊急時における物資を速やかにご活用いただくことを目的とした協定をそれぞれ締
結予定です。イオングループの総力を挙げて地域の早期復旧の一助となるように努めます。
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【環境保全、社会貢献活動への取組】
当社では、
“人と環境に配慮したモール”の実現に取り組んでいます。当モールでも、環境保全
の取り組みとして、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
１．環境負荷低減の取り組み


空調用熱源の電気と都市ガスの併用方式を採用

・ 災害時の信頼性向上のため、空調用熱源を電気と都市ガス（中圧）の併用方式で採用してい
ます。また、空調熱源機器の系統別分散配置を行いベース運転は空冷式熱源（空冷ヒートポ
ンプ式モジュールチラー）
、夏場の電力ピーク時には、ガス吸収式冷温水発生機にてピークカ
ット運転を行うことで、非併用方式と比較し約２５％の電力エネルギーの削減を図ります。


熱源機器のモジュール化

・ 館内滞留人数に合わせ柔軟な空調運転を行うことで省エネ効果を発揮するとともに、モジュールチ
ラーの採用によりモジュール単体の故障発生時にもモジュール全体で調整を行うシステムを導入
しています。


換気ファンの変風量制御

・ 喫煙室の換気には人感センサーを導入し、未使用の時には自動的に換気ファンを抑制するこ
とで使用電力を削減しています。


全館ＬＥＤ器具の採用

・ 館内共用部、外部サインおよび核店舗「イオンスタイル徳島」では、１００％ＬＥＤ化を実
現しています。また、各専門店内も大部分がＬＥＤを採用しており、従来型モールと比較し
照明使用電力の約４０％を削減しています。


節水型衛生器具の採用

・ 水資源節約のために節水型便器を設置しました。さらに、利用者が必要以上に、洗浄水を流すこ
とがないように、本モールでは、従来の自動洗浄装置ではなく、手動洗浄としています。従来方
式と比較して約１０％の水資源の削減を図ります。


電気自動車充電器の設置

・ 電気自動車充電器（急速充電器２台、普通充電器１台）を立体駐車場１階に設置して、電気
自動車利用者の利便性を高めています。
【
「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、４月２日（日）に地域にお住まいの皆さまにご参
加いただき、地域の樹木を中心とした苗木を植樹予定です。
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【進化するユニバーサルデザイン】
イオンのショッピングモールの基本は、年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて頂くこと
です。すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことができる快適さの演出を追求しています。
また、私たちはショッピングモールが単にモノやサービスを提供するだけの場ではないと考えて
います。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、「人と環境に配慮したショッピングモール」であることが重要であ
ると考え、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「Ｕ
Ｄ」）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。
■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
 お体の不自由な方専用の駐車場
・ お体の不自由な方専用の駐車場を平面駐車場、立体駐車場合計で４０台設置。内、立体駐車
場１階の５台については、ご登録頂いたお客さまにお渡しする専用リモコンでゲートが開閉
する「ゲート開閉方式」としています。


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、１階「ＡＷＡコート」エントランスと、
「イオンスタイル徳
島」のエントランスにインターフォンを設置します。また１階インフォメーションでは、貸
し出し用車イスをご用意しています。

２．お客さまを分りやすくご案内いたします
 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。

 デジタルサイネージ
・ 館内に３０台のデジタルサイネージを設置し、内１４台にタッチパネル式モニターを採用。
飲食・専門店情報をはじめ、トイレやベビールームなど、行きたい場所の位置検索や様々な
情報がご覧いただけます。
・ タッチパネル式フロアマップには、飲食店のメニューや調理動画付きメニューボードといっ
たデジタル技術による付加価値により従来のアナログ看板以上にお客さまへの情報発信機能
を高めるとともに、フードフォレスト混雑状況映像配信など、よりお客さまの利便性を高め
ています。
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 インフォメーション
・１階「ＵＺＵコート」のインフォメーションは、車イスをご
利用のお客さまもスムーズにご利用いただける多機能カウ
ンターを設置したほか、藍染めした徳島杉や、阿波和紙など
の徳島名産品を使用することで、地元の魅力を再認識いただ
けるカウンターです。
３．心地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１階「ＡＷＡコート」、３階「フードフ
ォレスト」、４階「ＨＩＫＡＲＩコート」の付近に各１箇所設置しています。

・

「とくしま赤ちゃんの駅」登録の施設として、オムツ替えシートを設置したオムツ台、調乳
器、オムツ用の紙おむつ専用ボックスなどをご用意しています。

 優先トイレ、キッズトイレ
・

トイレ内部に音声案内などを備えた「優先トイレ」は各トイレに計１２箇所設置します。内
５か所（各階 1 箇所）は、オストメイト対応便器としています。

・

お子さまに合わせたサイズの便器、手洗いなどを設置した「キッズトイレ」を４階に設置して
います。

 休憩コーナー
・

館内各所には、ゆっくりとご休憩いただけるようにソフ
ァーベンチなどを設置するほか、各階の随所にカフェ店
舗を導入し、ショッピング途中の休憩場所としてご利用
いただけます。

 空気清浄機能
・

より清潔で心地良い空間づくりをめざし、４階のペットショップ「ＰｅＴｅＭｏ」に至るエ
レベーター内及び、ベビールームのおむつ替えベッド付近には、空気清浄機を設置します。
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【
“従業員の働きやすさ”
（ＥＳ）向上の取り組み】
当モールでは、勤務される専門店をはじめとする従業員が働きやすい、快適な職場環境づくり
のため、アメニティ空間の充実や、女性の活躍支援をめざした事業所内保育施設を導入するなど、
ＥＳ向上の取り組みを推進しています。
１．
「イオンゆめみらい保育園」の導入
事業所内保育施設「イオンゆめみらい保育園」を導入します。２０１４年「イオンモール幕
張新都心」
（千葉県）に初設置以来、子育てしながら働く従業員の支援を目的に各地のイオンモ
ールをはじめとするイオングループの各所で導入を進めています。
同保育園では、当モールで勤務する方および周辺のイオングループ店舗で勤務する方のお子
さまをお預かりし、基本的に３６５日無休で開園します。職場まで一緒に通勤し、勤務終了後
は日常のお買い物を終えてからそのままお迎えに行けるなど、イオングループの事業所内なら
ではのメリットがたくさんあります。

２．女性従業員専用のパウダールームを設置
チェック柄モチーフとした内装デザインで、個別の大型ミラーをご用意し、休憩中のリフレ
ッシュや勤務前後の準備にご利用いただけます。

３．ゆっくりと休める従業員休憩室を整備
従業員休憩室は、木目をベースにした清潔で明るい空間デザインで、個室のリラックスルー
ムには、疲れを癒す無料のマッサージチェアを設置します。
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【イオンモール徳島 専門店一覧】
四国エリア初：１５店舗、徳島県初：４０店舗、地元企業３２店舗（徳島県に本社を持つ企業）
※｢四国初｣：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
※店名・業態および本資料については、３月９日現在のため変更になる場合がございます。
１Ｆ
NO．

店名

業種

四国初

徳島県初

地元企業

１

スポーツオーソリティ

スポーツ

○

２

Ｈｏｕｒ Ｇｌａｓｓ

雑貨

３

Ｖin

レディス

４

Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｋｓ ｔｏｐｉｃ

レディス

５

söpökukka

レディス

６

ＬＥＰＳＩＭ

レディス

○

７

Ｈ＆Ｍ

レディス・メンズ・キッズ

○

８

ザ･ボディショップ

コスメ

９

ＳＴＯＮＥ ＭＡＲＫＥＴ

アクセサリー

１０

ＳＰＲＩＮＧ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ

生活雑貨

１１

スターバックスコーヒー

カフェ

１２

宝くじチャンスセンター

宝くじ

１３

ヤングドライ

クリーニング

１４

ＢＩＧ ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＳＨＯＰ ａｌｏ

カジュアルセレクトショップ

１５

Ｈ．Ｑ．ｂｙ ＨＡＲＡＤＡ Ｓｉｎｃｅ１９２９

時計・宝飾

○

１６

ＢＡＣＣＵＳ

レディス

○

１７

イオンゆめみらい保育園

託児所

○

１８

コーナーズ

スニーカー

○

１９

ＥＹＥ ＷＥＡＲ ＳＡＬＯＮ ＬＯＯＫ

メガネ

２０

イオンバイク

サイクル

２１

ｈａｎａｙｏｓｈｉ／ｐｅｔｉｔ ｂｏｎｈｅｕｒ

生花・クレープ

２２

ＡＢＣクッキングスタジオ

料理教室

２３

高速バスチケットセンター

チケット売場

○

２４

徳島信用金庫

ＡＴＭ

○

２５

徳島銀行

ＡＴＭ

○

２６

阿波銀行

ＡＴＭ

○

２７

四国銀行

ＡＴＭ

２８

ゆうちょ銀行

ＡＴＭ

２９

イオン銀行

ＡＴＭ

○

新業態

○

○

新業態

○

○
○
○
○
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１Ｆ（つづき）
NO．

店名

業種

四国初

徳島県初

地元企業

食物販ゾーン
３０

ハレルヤスイーツキッチン

洋菓子

○

３１

わくわく広場

産直市場

○

３２

肉処大久保

精肉・惣菜

○

３３

和田の屋

和菓子

○

３４

一菓実（仮称）

洋菓子

○

３５

Wonder Fruits

ジュース

３６

洋菓子店 ロワゾーブリュー

洋菓子

３７

カルディーコーヒーファーム

輸入食品

３８

ブーランジェ・イタル・スギハラ

ベーカリー

３９

久世福商店・久世福茶寮

グロサリー＆カフェ

○
○

○
○

２Ｆ
NO．

店名

業種

四国初

徳島県初

地元企業

４０

Ｂａｇ ｓｈｏｐ ＷＡＫＡＢＡＹＡＳＨＩ

バッグ

○

４１

靴下屋

靴下

○

４２

ＲｅｇｅｔｔａＣａｎｏｅ

シューズ

４３

ＪIＮＳ

メガネ

４４

ＡＶＡＮ

レディス

４５

アスビー

靴

４６

マジックミシンリアット！

リフォーム・リペア

４７

ロベリア

ランファン

４８

ＥＭＵＮＩ ｂｙ ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ

レディス

４９

きものやまと

呉服

○

５０

ＳＡＣ’Ｓ ＢＡＲ Ｊｅａｎ

バッグ

○

５１

ジュエリー ＩＫＥＤＡ

宝飾

○

５２

カモミール

レディス

○

５３

ミルフローラ

宝飾

５４

サンマルクカフェ

カフェ

５５

ブランドショップハピネス

雑貨

○

５６

ＰＡＲＩＳ ＪＵＬＩＥＴ

生活雑貨

○

５７

ルームルーム

生活雑貨

○
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３Ｆ
NO．

店名

業種

四国初

徳島県初

５８

だがし夢や

駄菓子

５９

ｇｒｏｖｅ

レディス

６０

ハニーズ

レディス

６１

タオル屋 和布

雑貨

６２

フェミニンカフェ

レディスシューズ

○

６３

ａｉｍｅｒｆｅｅｌ

ランファン

○

６４

ＮａｕｇｈｔｙＤｏｇ

レディス・メンズ・キッズ

○

６５

ｉｋｋａ

レディス・メンズ・キッズ

６６

ユニクロ

レディス・メンズ・キッズ

６７

未来屋書店

書籍・カフェ

○

６８

ＫＵＲＡＮＯＳＵＫＥ

ユニセックス

○

６９

ＭＵＩＳＩＣ ＳＨＯＰ ＢＩＧ

ＣＤ

○

７０

Ｆ ＰＲＥＭＩＵＭ－ＰＬＡＺＡ

雑貨

７１

ａｓｃ ｂｙ ＡＫＡＩＫＥ Ｃｌｉｎｉｃ

コスメ

７２

パーツクラブ

アクセサリー

７３

ギャラリーメモリア

インテリア

７４

リラグゼーションスペース ラフィネ

リラクゼーション

７５

ルネオブパリスｂｙフォンテーヌ

ウィッグ

７６

グローバルセレクション

携帯アクセサリー

○

７７

じぶんまくら

寝具

○

７８

ｏｎｅ’ｓｔｅｒｒａｃｅ

雑貨

地元企業

○

○
○
○

ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ
７９

築地銀だこ

たこ焼き

８０

揚げ天まる

天ぷら

８１

ＩＰＰＵＤＯ ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ

ラーメン

８２

さぼてんエクスプレス

とんかつ

８３

Ｃｆａｒｍ

カレー

８４

かぐら製麺所

うどん

８５

ロッテリア

ハンバーガー

８６

幸楽苑

ラーメン

○

８７

ちゃんぽん亭総本家

ちゃんぽん

○

８８

ミスタードーナツ

ドーナツ

８９

サーティーワンアイスクリーム

アイスクリーム

○
○

○
○
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４Ｆ
NO．

店名

業種

四国初

徳島県初

地元企業

９０

楽天モバイル

携帯電話

９１

ソフトバンク

携帯電話

９２

ライトオン

レディス・メンズ・キッズ

９３

Bean's

ユニセックス

９４

タカキュー

メンズ

９５

スタジオアリス

写真スタジオ

９６

ＰｅＴｅＭｏ

ペット

９７

ダイソー

１００円均一

９８

ＨＡＩＲＺ

美容室

○

９９

エアトラベル徳島

トラベル

○

１００

セイハ英語学院

子ども英会話

１０１

徳島ひまわり眼科

眼科

１０２

医療法人勝瀬歯科医院ルミナスデンタルクリニック

歯科

１０３

イオンクレジットサービス

金融サービス

１０４

中央コンタクトレンズ

コンタクトレンズ

１０５

Ｅｙｅｌａｓｈ Ｓａｌｏｎ Ｂｌａｎｃ

まつ毛エクステ

１０６

Ｔｉｎｋｌｅ

ファンシー雑貨

○

１０７

Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ

雑貨

○

１０８

ＪＪコレクション

貴金属他買取

○

１０９

Ｔｈｅ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｓｌｅｅｐ Ｓｔｏｒｅ ａｉｒｗｅａｖｅ

寝具

１１０

ファミリーサロン シルク

理容室

○

１１１

テレビトクシマ

サービス

○

１１２

ＪＴＢ

トラベル

１１３

メガネのアイガン

メガネ

１１４

クラフトハートトーカイ

手芸

１１５

ＢＥＡＵＴＹ ＣＯＳＭＥ ＦＳ

服飾雑貨

１１６

ワイモバイル

携帯電話

○

１１７

みんなの保険ショップ

サービス

○
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○

○

○
○

○

４Ｆ（つづき）
NO．

店名

業種

四国初

徳島県初

地元企業

ぐるぐる小路
１１８

DINER&CAFÉ THE GOLDEN☆HAMBURG

洋食

○

１１９

かつ楽

とんかつ

○

１２０

海鮮寿司 なぶら

寿司

１２１

和食 鳴門船本

うどん

１２２

しゃぶしゃぶ美山

しゃぶしゃぶ

１２３

海の穂まれ

和食

１２４

和坐

そば

１２５

ぎをん椿庵

パスタ

○
○

○
○
○

５Ｆ
NO．

店名

業種

１２６

ホットヨガスタジオＬＡＶＡ

ホットヨガ

１２７

イオンシネマ

シネマコンプレックス

四国初

徳島県初

地元企業

○
○

ＡＷＡダイニング
１２８

ｇｒａｍ

洋食

○

１２９

いきなり！ステーキ

ステーキ

○

１３０

おむらいす亭

オムライス

○

１３１

カルビチャンプ

焼肉

１３２

スレチャンドラ

カレー

１３３

土佐わら焼き龍神丸

土佐料理

１３４

タン次郎

牛タン

１３５

串屋物語

串揚げ

○

○
○

１Ｆ～４Ｆ イオンスタイル徳島
NO．
１３６

店名

業種

イオンスタイル徳島

総合スーパー

―

キッズリパブリック（４Ｆ）

キッズ

―

ホームコーディ（３Ｆ）

雑貨
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四国初

徳島県初
○

地元企業

【広域マップ】

【周辺マップ】
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