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イオンリテール株式会社

先行オープンより３か月。より一層の地域密着に向け碑文谷のニーズを検証

３／３０（木）「イオンスタイル碑文谷」グランドオープン
メンズ・キッズを新たに加え、碑文谷のお客さまに７つのライフスタイルをご提案
イオンリテール株式会社は３月３０日（木）午前９時、「イオンスタイル碑文谷」（東京都目黒区 以
下、当店）をグランドオープンします。当店は昨年１２月に１～４階をソフトオープンしました。
この度の５階～７階のオープンにより、全館オープンとなります。

～新たに３つのライフスタイルが誕生！～
これまで展開している「食」、「住まい」、「レディスファッション」などのフロアに加え、「メンズと
カルチャー」
「ママと子ども」
「日常のコトと集いの場」の３つのライフスタイルをご提案します。
■ ５階は、メンズファッションと書籍を軸に男性の好きな「コト」の一つであるアウトドア用品やデ
ジタル関連を１フロアに集積しました。一般的に「道具」にこだわりをもつ方が多い男性のニーズに
お応えするべくアウトドアブランド「スノーピーク」をはじめ、こだわりのモバイル機器やＡＶ機器
を導入します。
■ ６階は、キッズフロアにカフェとフードコートをそれぞれ展開します。子どものご機嫌によっては
楽しいお買いものも苦痛になるときがあります。そこで、“ちょっと一息も同じフロアで”をコンセ
プトに、中目黒で子育てママに人気のカフェ「ヘリアンタス」と６６席を配置したフードコートを
展開します。
■ ７階は、レストランや空中ヨガスタジオ、銀行、クリニックなど、お客さまの日常の「コト」と
「集い」の場をご提供するフロアです。お客さまよりたくさんのご要望をいただいていたレストラン
を３店舗展開するほか、子育て世代の働く女性に人気が高まっている空中ヨガや旅行関連、金融関連
の施設などさまざまな「コト」を１フロアに集積しました。

～先行オープンから３ヶ月、碑文谷エリアのニーズをあらためて検証～
当店は商品・サービスを「日常」と「非日常」、
「必要」と「こだわり」をキーワードに、ライフスタ
イルごとのフロア構成でワンストップショッピングの利便性を追求しています。
ソフトオープンから約３か月、お客さまのご意見をはじめ、品揃えやサービスについて検証しました。
例えば、食品は和牛、本まぐろ、ワインなどの産地や製法に「こだわった」商品が、また、暮らしの
品では、調理用品や収納用品など「普段づかい」の商品が必要であることをお客さまよりお教えいただ
きました。また、徒歩や自転車でご来店のお客さまが多いことから導入した、店舗でお買い上げの商品
をご自宅にお届けするサービス「即日便」は、他のイオン店舗の平均と比較し１.５倍もの多くのお客
さまにご利用いただいています。
当店は今後もお客さまのご意見・ノウハウを検証し、より一層ご支持いただけるよう地域にお住まい
の方々が必要とする商品・サービスをご提供します。

～約３か月間のお客さまの声を品揃えやサービスに具現化～
グランドオープンを機に、営業中の１階～４階の品揃え・サービスもきめ細かく見直しをおこないま
した。お客さまに多様な選択肢をご用意し、これまで以上にストレスのないワンストップショッピング
を実現します。

食品はおいしさに加え「安全・安心にこだわる」
「地元にこだわる」
・「子どもには安全なものを食べさせたい」とのママたちの声から「オーガニック」食材を拡充
碑文谷店は、オーガニックなど「ヘルス＆ウエルネス」商品に関心をお持ちのお客さまが多数おら
れます。中でも添加物などの使用に配慮した「トップバリュ グリーンアイフリーフロム」は全国の
「イオン」店舗でも有数のご支持をいただいています。そこで、グランドオープンを機に２階各所で
の展開に加え、１階では「トップバリュ グリーンアイフリーフロム」の集合展開を行います。
価格や品質というお買いものの選択に加え、新たに「ヘルス＆ウエルネス」という選択肢をご提案し
ます。

・ココでしか買えない！手土産におすすめの碑文谷限定「ロールケーキ」を復活 。
碑文谷にお住いのお客さまは、
「碑文谷」をとても誇りに思い、大切にしておられます。また、長
くお住まいの方が多いことからご近所さまやママ友同士でホームパーティーを開催する頻度が多い
ということも多数のお客さまよりお伺いしました。その際の手土産として「碑文谷」ロゴを配した
ワインやコーヒー、パンの当店限定商品がご好評をいただいています。
今回、碑文谷独自商品の一つで期間限定販売していた人気商品「コロンバンの碑文谷ロールケーキ」
を復活し、継続販売することとしました。今後、こうした碑文谷限定商品を充実させてまいります。

くらしの品は、さらに快適なお買いもの環境と「ふだん使い」の品揃えを充実！
・くらしの品では売場通路とレジを見直しました！
くらしの品は、
「食品などと一緒に買えるから便利」
「身近なところにあって良かった」などの声を
お寄せいただいています。このように多くのお客さまにご利用をいただいている結果、レジでお待た
せしたり、お買い回りしにくかったりするなど、ご不便をおかけする面も散見されていました。そこ
で今回のグランドオープンでは、お客さまが買い回りやすい環境にするため、レジを増設するほか、
清掃用品やバス用品などの売場では、陳列什器間の通路を直線に配置しお客さまが入りやすくしまし
た。

・もっとふだんの生活に沿った品揃えを！サンダルやバス用品を拡充！
ソフトオープン期間中、特にお客さまの期待が大きかったくらしの品では、更なる品揃えのご要望
をいただいていました。中でも庭やベランダで使用するサンダルの品揃えを多数お寄せいただいてい
たことから、このたびのグランドオープンで新規に品揃えするほか、室内用のスリッパも拡充します。
このほか、お風呂のふたやおけなども品揃えを増やし、より一層碑文谷のお客さまのふだんの生活
のお役に立てる品揃えとしました。

レディスファッションでは「お受験スーツ」を品揃 え
有名幼稚園や小学校の「お受験」の際にママが着用する「お受験スーツ」を新たに展開します。
ドレスコードの厳しい幼稚園や小学校の基準も満たすデザインのスーツをご用意します。紺色の襟付
きのジャケットにワンピースのアンサンブルの基本をおさえた、清楚な印象のスーツを２品目展開し
ます。また、「なかなか袖を通すことがなくても突然必要となるのでブラックフォーマルなども取り
扱って欲しい」との声にお応えし、ブラックフォーマルやカラーフォーマルのほか、フォーマルバッ
グなども取り揃えました。

雨の日のお車でのお買い物を少しでも快適に！
「雨天時の傘貸出サービス」を開始します
当店の駐車場のほとんどを占める平面駐車場は、駐車は容易な反面、天候に影響されやすく悪天候
時のご来店にご不便をおかけしています。少しでも雨の日に快適なお買いものをしていただきたいと
の思いから、店舗から駐車場までの往復にお使いいただける傘をご用意します。

５Ｆ ＳＴＵＤＹ＆ＤＡＤ ＳＴＹＬＥ ～書籍を軸にしたカルチャーライフスタイルとオトナの男性 のスタイルを提案～
５階は、カジュアルからビジネスまで展開するメンズファッション、オトナの文具や休日を楽しむ
アウトドア用品、カフェ併設の書店「未来屋書店」などを展開し、書籍を軸にしたオトナの男性の好
きな「コト」をご提案します。
●「スーツ」・「シャツ」に加え、「ネクタイ」までオーダー！ スタイリッシュな着こなしをご提案
お客さまの体型やお好みに合った自分だけの１着を作る
ことができる「スタイルオーダースーツ」や１００種類以上
の生地・１５種類の襟型などお好みのデザインをお選びいた
だけるオーダーシャツの「ベラカミーチャ」と「オーダーネ
クタイ」を一堂に取り揃えた総合オーダーコーナーを展開し
ます。このほか、タイトなシルエットのイタリアンファッシ
ョンを求めるお客さまにお応えし、インポート素材を使用し
たスーツ「ドレスヴァーグ」とイタリアンテイストのジャケットが揃う「ワイズサンズ」、イタリア
製雑貨や人気ブランドが揃う服飾雑貨「マルシェブラン」をミックスさせた売場を展開します。
また、ダイエー碑文谷店でご支持をいただいていた、豊富なサイズやデザインからお選びいただけ
る「パンツショップ」を展開します。
●こだわり文具「大人の書斎」で、木の雑貨を拡充
メガネや携帯電話など机上で収納できるケースなど自然のぬくもりを感
じられる「木」の雑貨を取り揃えるほか、机周りのちょっとアクセントにな
る電車や車などのミニチュアや模型、昔懐かしいレトロなステーショナリー
を展開します。また、「ダ・ヴィンチ」、
「デルフォニクス」など新たなブラ
ンドを導入し、デザイン性・機能性に優れた手帳やノートなどを豊富にご用
意します。
●デジタルコーナーでは話題のイオンモバイルなどのモバイル機器や、テレビ、レコーダーなどの
ＡＶ機器を展開します
幅広い世代に支持されている Apple 製品コーナーを展開し、MacBook シリーズやタブレット人気
No.1 の iPad、Apple TV など話題の商品に加え、Apple 純正アクセサリーもご用意します。
ＡＶ機器のコーナーではテレビ、レコーダーなどに加え人気の音響メーカー「BOSE」の製品を展開、
ヘッドホンやスピーカーの音質を体験頂けます。
２９種類のプランで家計に優しいイオンモバイルでは貸し出しサービスを行います。
スマートフォンの中の想い出を写真プリントするデジタルプリントコーナーもご用意しています。
●豊かな自然を楽しむ休日の過ごし方をご提案。アウトドア用品の「スノーピーク」を展開
近年、一年を通してキャンプやバーベキュー、登山などアウトドアで休日を楽しむ方が増えていま
す。そこで、以前ダイエー碑文谷店でも多くのお客さまにご支持をいただいていたアウトドア関連商
品を展開します。今回新たに「スノーピーク」や「コールマン」を常時コーナー展開し、テントや調
理器具などを取り揃えます。
●書籍を展開する「未来屋書店」では、５６席のカフェをご用意します
碑文谷店はサンドイッチやコーヒーなどを提供する直営カフェ「MIRAIYA Bookmark Lounge Café」
を融合したブック＆カフェタイプの「未来屋書店」を展開します。心地よい空間で“人との出会い”
“本との出会い”をお手伝いします。コーヒーを飲みながらじっくり選書できるほか、購入した書籍
や雑誌をカフェでお楽しみいただけます。「学び」をテーマに、オトナ向けのビジネス書や趣味・暮
らしの本から、
「知育・めばえ」のキッズ向けの本まで豊富に取り揃えます。
お客さまご自身のスタイルにあった“本と共にある暮らし”をご提案します。

６Ｆ Ｍａｍａ’ｓ Ｐａｒａｄａｉｓ～子どもが笑うとママは嬉しい。ママが喜ぶと子どもは安心～
６階は、フードコートやカフェのほか、ベビー・子どもファッションや雑貨、おもちゃ、文具、写
真スタジオ、英会話教室などを展開します。ベビー・子ども・おもちゃを合せた売場面積は、ダイエ
ー時代の約１．８倍と増床しています。
●ベビーやママ友とひとときを過ごせる中目黒の人気カフェ「Ｈｅｌｉａｎｔｈｕｓ（ヘリアンタス）」
が登場！
赤ちゃんと気軽に入れることで中目黒のママに絶大なる人気のカフェ「ヘリアンタス」を展開しま
す。２２席をご用意し、パスタやカレーのほか、ベビーフードやベビースナックなど赤ちゃんのメニ
ューもご提供します。赤ちゃんとママ友と手軽にご利用いただける空間を演出しました。
ニューヨークでデザインされた肌に優しい素材や縫製にこだわった、着せやすく赤ちゃんが動きや
すいベビー服やバッグも取り揃えます。

●キッズフロアに６６席の「フードコート」を展開。子どもと一緒に過ごせるくつろぎの空間をご提供
「ファミリーやおばあちゃん、おじいちゃんと気兼ねなく楽しめるスペースが欲しい」とのお客さ
まのご意見から、６６席のフードコートをご用意します。お城をイメージした内装の「サーティワン
アイスクリーム」と長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」を展開します。ランチやママのお買い
物につき合う子どものおやつタイムのほか、ママ友やご家族のコミュニケーションの場として気軽に
ご利用いただけます。
●世界中で人気のノルウェー生まれのベビー用品ブランド「Ｓｔｏｋｋｅ（ストッケ）」を導入
カラフルな色使いやデザインが人気のベビー用品ブランド「Ｓｔｏｋｋｅ」のベッド、ハイチェア、
キャリーなどを「イオン」で初めて展開します。ハイチェアの人気商品「トリップトラップ」は、
成長に合わせて座板と足のせ板を調整でき、子どもが大きくなっても使い続けられる逸品です。
●ママが安心する素材や肌ざわりにこだわった「ナチュラル＆オーガニック」コーナーの展開
「ナチュラル＆オーガニック」コーナーでは、乳幼児スキンケア用品、オーガニックコットン肌着、
グッズ、フードなどを取り揃えます。新生児・ベビーインナーでは、トップバリュ オーガニックコ
ットンの肌着約２５品目をご用意するほか、日本製・綿１００％の商品を充実させます。
また、専門知識をもった販売員「ベビーアドバイザー」がお買い物のお手伝いをします。
●地域のお客さまに数多く寄せられた学童用品やセレクトショップ「ｃｍ（センチメーターズ）」を展開
子ども用品では、地域のお客さまに一番多くご意見をいただいた学童用品を展開します。学校生活
に必要な赤白帽や体操服、上履きからランドセルまで取り揃えます。
また、
“親の感性をそのまま反映できる子どもブランドがほしい”という声にお応えし、国内外の
ブランドを取り揃えたセレクトショップ「ｃｍ（センチメーターズ）
」を展開します。
スウェーデン発信のユーモラスなプリントと品質の良さに定評がある「ミニ ロディーニ」やシン
プルだけどカラフルな配色やイラストレーションが特徴の「ボボ ショセス」などをご提案します。
●子どもが楽しみながら学ぶことができる知育玩具を集めた「ラーニングキッズ」コーナー
近年、子どもの健やかな成長を願い、興味や好奇心を伸ばしてあげたいという思いから、知育玩具
への関心が高まっています。「ラーニングキッズ」では、遊びながら知能の発達を促進する玩具、
「レゴ」や「ピープル」
、
「くもん」、さらに木製の知育玩具を取り揃えます。子どもと一緒に触って、
試して、楽しみながらお選びいただけます。

７Ｆ Ｈｉｍｏｎｙａ Ｓａｌｏｎ～地域の人たちの日常的な交流の他、文化的な活動や家族の集う場～
７階は、友人やご家族が集いゆっくり過ごせる場、地域の皆さまの交流の場をご提案します。
和食・韓国料理・イタリアンのレストランを展開するほか、
“健康”と“美”をキーワードにした
イオンのウエルネススポーツ専門店の「スポージアム」の中に空中ヨガスタジオも導入します。
また、
「ＪＴＢ」とキャリーケースコーナーを併設展開するほかクリニック（皮膚科・歯科）
、銀行、
証券、画廊などをご用意します。日常の「コト」が「ワンストップ」でご利用いただけます。
●豊岡トランク職人のハンドメイドキャリーも！
日帰り旅行から海外旅行まで、準備も楽しいキャリーケースを豊富にご用意します
近年は出張や海外旅行に限らず、ちょっとした日帰り旅行にも
キャリーケースを使用される方が増えています。海外でも知られ
る、品質が高い、兵庫県豊岡トランク職人のハンドメイドキャリ
ーや世界に一つだけのトランクを提案するパタンオーダーキャリ
―を展開します。
このほか、英国の歴史あるラゲッジブランド「アントラー」の
イオン専売商品やヨーロッパで幅広く支持されているドイツの
有名ブランド「ＴＩＴＡＮ」のキャリーをご提供します。
●「スポージアム」では、ダイエー碑文谷店時代のテニスのガット貼り替えサービスを継承！
新たに人気のブランド「ザ・ノース・フェイス」や「アンダーアーマー」も展開
碑文谷はスポーツや健康志向への関心が高いお客さまが多く、ダイエー碑文谷店時代も近隣にプー
ルやテニスコート、フィットネスジムなどがあることから、スポーツ用品は、大変ご支持をいただい
ていました。テニス・スイムコーナーを展開するほか、ガット張り替えサービスも行います。
また、人気のスポーツブランド「ザ・ノース・フェイス」や「アンダーアーマー」も展開し、機能
性やファッション性の高いウエアや小物雑貨をあわせてご提案します。
●マタニティ空中ヨガもスタート！空中ヨガスタジオ「ａｖｉｔｙ碑文谷スタジオ」を展開
シェイプＵＰガールズの中島史恵さんがプロデュ―スする「ａｖｉｔｙ碑文谷スタジオ」は、空中
ヨガを中心に、体幹トレーニングやダンスなどの多彩なプログラムで構成されています。ジュニアか
らシニア、男性の方までどなたでも楽しめるプログラムをご用意しています。碑文谷スタジオでは、
子育て世代の働くママの“健康と美”をサポートする一環として、産前のママ向けにマタニティ空中
ヨガもご提案します。
●カジュアルイタリアンレストラン「トラットリア アルポルト」
日本でのイタリア料理ブームの火付け役として知られる人気
シェフ片岡護氏が監修するカジュアルイタリアンレストランで
す。旬の野菜を使ったヘルシーなメニューから、本格的パスタ
メニューなどを落ち着いた空間でご提供します。４６席をご用
意しています。
●本格派韓国料理レストラン「韓国ごはん ＳＡＩＫＡＢＯ」を展開
碑文谷では、韓国のおばんざい・家庭料理などお手頃に楽しんで
いただくカジュアルなメニューをご提供します。６４席をご用意し
ます。
●静岡県御前崎の魚を使用した海鮮和食「お箸どころ 日乃」
静岡産の新鮮な海の幸・山の幸を使った贅沢なランチ御膳から、コース料理までお手軽な価格でご
提供します。６４席をご用意します。

～もっと便利に！新たなサービスをご提案～
●ウェブ上で会員登録する「碑文谷ワインクラブ」は、ネット注文が可能になります
碑文谷はワインに造詣が深いお客さまが多いことから、さらに便利にご利用いただくためにウェブ
上で会員登録する「碑文谷ワインクラブ」は、ネット注文※を開始します。
お買い得クーポンやおすすめワイン情報、試飲会などのイベントのご案内に加え、「碑文谷ワイン
クラブ」に登録されている約６００品目の中からお好みのワインをご注文いただき、イオンスタイル
碑文谷からご自宅へお届けするサービスです。ご進物用にラッピングも承ります。
※東京２３区内にお住いの会員さまに限ります。

詳細につきましてはＨＰ（ http://www.aeonwine.com/index.html）をご覧ください。

●お買い物の間に車をきれいに！「カーウォッシュサービス」４月中旬以降本格展開！
毎日お忙しいお客さまへお買い物をしている間にお車の洗浄を行う「カーウォッシュサービス」を
ご提案します。駐車場運営のタイムズが、３月３０日～４月２日までの４日間、イベントを開催し、
４月中旬以降に本格展開します。
また、パソコンや携帯で予約した時間にすぐに車がご利用いただける「カーシェア」を 導入しま
す。普段のちょっとした利用からドライブや旅行など新しい移動手段としてご利用いただけます。
このほか、電気自動車を保有されるお客さまが年々増えていることから、
「電気自動車用充電スタ
ンド」も設置します。１時間充電すると一般的なＥＶ車両で２０～２５ｋｍ走行分の充電となります。

【イオンスタイル碑文谷

店舗概要】

名
称： イオンスタイル碑文谷
所 在 地： 東京都目黒区碑文谷４－１－１
店
長： 町野 弘幸
オープン日： ２０１７年３月３０日 午前９時
敷地面積： 約 ５,２５０㎡
延床面積： 約２６,６００㎡
売場面積： 約１５,６６０㎡
駐車台数： ６０８台
駐輪台数： ２８６台
営業時間： 全館 ９時～２２時
※一部、営業時間が異なる売場がございます。
休 業 日： 年中無休
【専門店一覧】
店
１階

２階

３階

５階

６階

７階

名

業

種

パンアンドコーヒーサンチノ

ベーカリー

イオン銀行

ＡＴＭ

三菱東京ＵＦＪ銀行

ＡＴＭ

スターバックスコーヒー

カフェ

Feminine Café（ﾌｪﾐﾆﾝｶﾌｪ）

レディスシューズ

イオンクレジット

受付

ディアローグ

美容室

未来屋書店

ブック＆カフェ

ＩＮＶＩＴＯ（インビト）

メンズシューズ

マジックミシン

洋服のお直し

スタジオアリスベビー

写真スタジオ

小学館の幼児教室「ドラキッズ」

教育

子供英語教室「セイハ英語学院」

教育

サーティワンアイスクリーム

飲食

長崎ちゃんぽん リンガーハット

飲食

あいおいクリニック

皮膚科・歯科

アートスタイル碑文谷

画廊

ＱＢ ＨＯＵＳＥ

カットハウス

ＪＴＢ

旅行代理店

イオン銀行

銀行

イオン保険サービス

保険サービス

岡三証券

証券

トラットリア アルポルト

飲食（イタリアン）

「韓国ごはん ＳＡＩＫＡＢＯ」

飲食（韓国）

「お箸どころ 日乃」

飲食（和食）

