２０１７年１０月３１日
イオンリテール株式会社

お客さまが毎日集いたくなる「モノ」「コト」をご提案

１１月２３日（木）「イオンスタイル検見川浜」グランドオープン
「健康」「コミュニティ」をテーマに商品・サービスを展開！
イオンリテールは２０１７年１１月２３日（木）、新店では初となるグランド・ジェネ
け み がわ はま
レーション（以下、Ｇ.Ｇ※）コンセプト店舗として「イオンスタイル検見川浜」をグラン
ドオープンします。

～検見川浜のＧ.Ｇの皆さまのご要望。 キーワードは「健康」「コミュニティ」～
当店は１９７３年以降に団地やマンションが分譲された「海浜ニュータウン」内のＪＲ
検見川浜駅前に立地しています。店舗から５００ｍ圏内にはマンション戸数約６,６００戸
があり、入居時３０代前後だった６０～７０代の方が多くお住まいで、Ｇ.Ｇの皆さま向け
の商品・サービスが求められるエリアです。
こうした中、検見川浜のＧ.Ｇの皆さまに日頃、関心があることや好きなことをお伺いし
たところ、ご自身の健康やお友達とのコミュニケーションについてご意見をいただきまし
た。そこで当店は「健康」「コミュニティ」をキーワードに商品・サービスをご提案する
こととしました。

●減塩商品の展開を充実したほか、野菜ソムリエが旬の野菜でメニュー提案
みそやしょうゆなど調味料２６品目をコーナー展開するほか、減塩しょうゆを使用し
た煮物などの和総菜は６品目、水産売場でも減塩の干物を品ぞろえするなど、「減塩食
生活」をご提案します。
また、旬の野菜や果物の栄養バランスを考えたメニューやおいしい食べ方など、野菜
ソムリエがご提案します。野菜ソムリエおすすめのレシピは、持ち帰れるよう専用コー
ナーを設置します。
●Ｇ.Ｇの皆さまのココロとカラダの「健康」にワンストップで対応します
ステッキや帽子、ショルダーバッグの外出スタイルをまとめて展開。帽子はＳＳサイ
ズも品ぞろえします。レディスパンツはストレッチ素材が９割と快適さも追求します。
また、血管年齢や体組成、血圧を毎日いつでも無料で測定できるコーナーを展開し、
測定結果を薬剤師など専門スタッフがアドバイスします。

●店舗に加え、お客さまのご自宅へも。「交流」のお手伝いから困りごとまでイオンにおまかせ！
例えば傷のついてしまった床や壁の補修、電球の取り換えなど、約７０種類の暮らし
のメンテナンスメニューを専門スタッフがお客さまのご自宅に伺い対応します。「御用
聞き」カウンターも店内に設置するほかお電話でも承ります。地下一階の薬局では、
イオン初となるコミュニティスペースを隣接展開します。薬以外の健康・福祉に関する
情報をご提供するほか給茶機もご用意し、くつろぎ空間としてご利用いただけます。
●焼きたてパンやモーニングメニューをご用意！お友達どうしで楽しい時間の場をご提供！
店内で焼き上げた１００円、１５０円均一のパンやしらすを使用した「モーニング丼」
などをご提供！ ４０席のイートインもご用意しました。
※「グランド・ジェネレーション」（Ｇ.Ｇ）については、６頁をご参照ください。
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～「健康」をテーマにした商品をご提案～
健康でアクティブに活動したいという思いをサポートするべく、食品・ファッション・
くらしの売場で衣食住の全商品分野で、ココロとカラダの「健康」をテーマにした商品・
サービスをご提案します。

■食品では
「食」では、栄養バランスのとれた食事として魚や野菜を摂取すること、減塩にこだ
わるなど毎日の食生活を大事に考えている方が増えていることから、「健康」でおいし
い商品を充実します。
と

と さい

■お魚売場のとなりで、できたての海鮮丼を味わう「魚魚彩」！１２席をご用意します。
銚子水揚げのまぐろなど新鮮でおいしい魚介類を使用した、できたての海鮮丼や握り
たてのお寿司をご提供する魚屋さんの海鮮丼ショップ「魚魚彩」を水産売場に展開します。
“美味しそうと思ったとき、注文してすぐに食べることができる”をコンセプトに、
しらすをつかったモーニング丼や、お求めやすい価格で提供するランチ海鮮丼、握り
寿司など、豊富なメニューでご提供します。このほか、お味噌汁・お茶のサービスもご
用意します。
また、そのおいしさをご家庭でもお召し上がりいただけるよう、使用した魚介類は、
隣の水産売場でも販売します。
（一例）

モーニング丼

ランチ海鮮丼

海鮮丼

本体価格 ４９８円（税込５３７円） 本体価格６８０円（税込７３４円） 本体価格９８０円（税込１,０５８円）

※画像は全てイメージです。

●塩分摂取を抑制したいというニーズにお応えし「減塩商品」をご提案
厚生労働省が定めた食事摂取基準値をもとに生活習慣病予防の取り組みは各行政で
促進されていることから、減塩食生活に関心が高まっています。加工品・総菜・水産
売場で減塩商品をご提供します。例えば、みそ・しょう油など調味料２６品目をコー
ナー展開するほか、総菜売場では、減塩しょう油で炊きあげた切り干し大根やひじき煮
などの和総菜を展開します。
●野菜ソムリエが旬の野菜でメニュー提案！千葉県産オ－ガニック野菜を導入
野菜・果物の知識を身につけ、そのおいしさや楽しさを理解し伝えるスペシャリスト
野菜ソムリエが、野菜・果物についてのご相談やおいしい食べ方などをご提案します。
関心が高まっているオーガニック野菜は千葉県産も取りそろえていきます。このほか、
甘くて食べやすい糖度の高いトマトを拡充するなど「新鮮でおいしい野菜を食べたい」
とのニーズにお応えします。
●近年女性やＳＮＳで話題の“飲む酢”フルーツビネガーをご提供
有機ＪＡＳ認定の“有機りんご酢”や女性に人気の“フルーツビネガーざくろの酢”
などを導入します。飲用だけでなく、料理にも使いやすく、毎日お手軽に酢を摂ること
ができます。フルーツビネガーは、牛乳で割ったりヨーグルトにかけたりしてもおいし
くいただけます。飲用酢コーナーでは、約２０品目をご用意します。
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●注目されている甘酒を拡充、食べる甘酒もご提供
健康志向の高まりや美容への関心が深まる中、甘酒をお買
い求めになられる方が増加傾向にあります。老若男女問わず
人気が高まっていることから、常温販売の甘酒のほか、冷蔵
保存の黒ゴマや抹茶の食べる甘酒を関東の「イオン」で初導
入します。
●厳選した千葉の地酒１２０品目を一堂に展開します
お酒の売場では、日本酒の品ぞろえに特化し、全国の有名蔵元の日本酒の品ぞろえ
約１６０品目に加え、季節のお酒や蔵元直送の生酒を展開します。また、厳選した千葉
県の地酒を約１２０品目品ぞろえし、日本酒のおいしさをご提案します。このほか、
ワイン売場ではイオンのワイン専門輸入商社「コルドンヴェール」直輸入ワインを中心
に約６００品目のワインを取りそろえます。
近年話題となっている「自然派ワイン」や「日本ワイン」、千葉県産のフルーツを使用
したフルーツワインをご提供します。ワインや日本酒は定期的に試飲会やセミナーを
開催し、季節ごとの食に合わせたマリアージュもご提案します。

■ファッション・くらしでは
「健康で、楽しく生活したい」という、お客さまに外出スタイルをご提案します。
帽子やパンツ、おしゃれで使いやすいバッグ、軽くて履きやすいウォーキングシューズ
の品ぞろえを拡充します。また、暮らしの売場では、いつまでも健康で美しくありたい
というニーズにお応えし、スキンケア化粧品やネイルやメイクアップ、メンズ化粧品
など多彩に品ぞろえします。ご要望の多いビタミン剤・栄養ドリンク・漢方薬なども
充実します。

●メンズ・レディスが融合した帽子コーナーを展開。ＳＳサイズも充実
外出時にご夫婦で帽子を着用される方が多いことから、メンズとレディスが一体とな
った帽子コーナーを展開します。ぴったりサイズをお求めになられるＧ.Ｇの皆さまの
ニーズにお応えし、ＳＳ・Ｓサイズを拡充します。また、近設したバッグ売場では、
両手を空けられる斜め掛けショルダーやリュックやソフトキャリーバッグなどを豊富に
品ぞろえし、普段使いからトラベルまでトータル提案します。
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●おでかけが楽しくなる、おしゃれなステッキを取りそろえた専門店「ファンタステッキ」
健康補助器具としての役割だけではない、お出かけが
楽しくなるさまざまなファッション性の高いステッキを
展開します。オーダーメイドのステッキも取りそろえ、
ご自身だけの１本をお選びいただけます。このほか、
デザイン性や機能性が高いウォーキングバッグやステッ
キを彩るアクセサリーまで取りそろえます。
●レディスパンツは、パンツコーナーの９割がスレッチパンツを展開
「電車に乗ってお出かけする時やバス旅行などは着やすく、しわになりにくいパンツ
がよい」とのご要望が多いことから、パンツコーナーの９割をストレッチパンツでご提
供します。その中でも「文化服装学院」監修のトップバリュのパンツは、人生を楽しむ
アクティブで若々しい大人の女性に向けて、ミセスの体型にあった着心地がよく美しく
みえる新しいスタイルをご提案します。このほか、穿きやすいストレッチ素材のデニム
パンツも品ぞろえします。
●「健康・快適」をテーマにしたウォーキングシューズを拡充
イオンの靴売場「グリーンボックス」では、「健康・快適」をテーマに履き心地や使
い心地の良さにこだわった商品を展開します。特にウォーキングシューズについては、
履きやすさ・歩きやすさを実感していただけます。また、足型計測器による無料の足型
測定を実施します。測定結果を踏まえたインソールのご提案など、足のお悩みに応じ
サポートします。
●ウォーキングを軸にウエアやスポーツグッズを取りそろえ、地域のお客さまの「健康」をサポート
“健康”をキーワードにしたウォーキングスタイルをご提案するウエルネススポーツ
ショップ「スポージアム」は、普段着でも使用できるウォーキングウエアをお求めやす
い価格でご提供します。このほか、活動量計やウォーキングポール、機能インナー、
ソックスなどの機能のついたウォーキンググッズも品ぞろえします。
●医薬品売場内にオーダー式老眼鏡コ－ナーを展開
「既製品は、細かい度数が設定できない、乱視に対応できない、フレームが選べない」
などのご要望にお応えし、医薬品売場内にオーダー式の老眼鏡コーナーを展開します。
全品本体価格３,９８０円（税込４,２９８円）とお買い求めやすい価格で高品質な
「オーダーメイド老眼鏡」をベーシックからフォーマルまでさまざまなスタイルで自由
にお選びいただけます。
●ペットフード売場では、猫をはじめとする小動物のペットフードを充実させます
ペット需要が高まり、検見川浜地区でも近隣マンションにペット可能物件が増加して
います。飼育しやすいペットとして、猫が人気になっていることから、猫をはじめ、
うさぎや鳥などの小動物のペットフードを拡充します。
●「血管年齢計」や「体組成」など毎日の健康状態をチェックできる「サルーステーション」
漢方薬コーナーに隣接した「サルーステーション」で
は、地域のお客さまの日々の体のメンテナンスサポート
として、
「血管年齢計」
・
「体組成計・
「血圧計」の測定機
器を設置します。体の状態を無料で測定いただけます。
このほか、靴下を履いたまま入れる“濡れない”足湯
「足岩盤浴」を設置します。また、薬剤師や登録販売者
の専門スタッフが測定 結果に基づきアドバイスも
実施し、お客さまの毎日の健康管理をサポートします。
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店舗を起点とする「コミュニティ」をテーマにしたご提案
地域の皆さまが、お買物のついでにお気軽にお立ち寄りいただける交流の場をご提供し
ます。情報発信の場のコミュニィスペース、食品売場で購入したお弁当やお総菜をお召し
上がりいただけるイートインスペース、ラジオ体操などを行うイベントスペースを設置す
るほか、暮らしのお困りごとのご相談をさせていただくカウンターも設置します。
●朝の体操の後は、１階イートインスペースでパンやコーヒーなどの朝食をご提案
１階インストアベーカリーに隣接して、約４０席のイート
インスペースをご用意します。ラジオ体操の後に気のあう
体操仲間とモーニングやティータイムを楽しくお過ごし
いただけます。インストアベーカリーでは、発酵バタークロ
ワッサンや塩パンなど約４０種類を品ぞろえします。
このほか「魚魚彩」では、モーニング丼をご提供します。
●イオン初！“手伝ってほしい”のニーズにお応え。「暮らしのパートナー」サービス開始!
お客さまの「電球の交換を手伝ってほしい」
「壊れた室
内建具を直してほしい」などのご要望にお応えします。
約７０種類のサービスメニューで、暮らしのお役立ちと
お困りごとを解決する「暮らしのパートナー」サービス
を開始します。店内に専用カウンターを設置し、身近な
ご用聞き店舗として、お客さまのご相談にお応えします。
承ったサービスメニューは、専門スタッフがご自宅へお伺いして親切丁寧に対応します。
ケ

ミ

カ

フ

ェ

●イオン初！気軽にご利用いただける地域コミュニティスペース「Ｋｅｍｉ Ｃａｆｅ」を展開
「サルーステーション」や漢方薬コーナー・足湯に隣接した「Ｋｅｍｉ Ｃａｆｅ」は、
給茶機をご用意しており、自由にくつろいでいただけるスペースとしてご提供します。
定期的に市や区の行政団体による健康や福祉に関する情報発信やセミナー、講座を開催
します。例えば、美浜区役所による口腔ケア講座や地域包括支援センターによる認知症
サポーター養成講座などを開催します。
地域の皆さまの交流の場、ご相談に応じる場として展開します。
●千葉市のシニアリーダー、３ＦＩＴトレーナーによるラジオ体操を毎日開催
朝から活動的なＧ.Ｇの皆さまに朝体操の場をご
提供します。千葉市のシニアリーダー講座を修了し、
介護予防体操の知識を学んだボランティア「シニア
リーダー」と「イオンウエルネスラウンジ ３ＦＩＴ」
による、ラジオ体操を毎朝８時１５分から行います。
火・木・土は、ラジオ体操の後、シニアリーダーに
よる骨盤体操や筋力トレーニングなどの健康体操を
行います。
また、イベントスペースは、地域の皆さまのカルチャースクールの発表会や学校・
幼稚園の行事発表、手づくり講座などにもご利用いただけます。
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●検見川浜の３００名もの従業員が「認知症サポーター」の資格を取得
ご高齢や認知症のお客さまをサポートします。
イオンは、従業員が認知症への理解を深め的確な対応を行う
ことで、ひとりでも多くのお客さまが、店舗で快適にお過ごしい
ただけるよう、２００７年より厚生労働省とＮＰＯ法人「地域ケ
ア政策ネットワーク」が協働で推進している認知症サポートの取
り組みに、グループを挙げて参画しています。
イオンスタイル検見川浜では、
「千葉市保健福祉局地域包括ケ
ア推進課」のご協力のもと、約３００名の従業員が「認知症サポ
ーター養成講座」を受講しました。ご高齢や認知症のお客さま、
お付き添いのご家族をサポートします。
このほか、各フロアを巡回しながらお客さまのお買物のお手伝いをするコンシェルジ
ュを配置します。
●たくさん買っても帰りは手ぶらで。「イオンの即日便」は、足元エリアの１時間配送を展開
「イオンの即日便」は、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。例えば、健康のためにウォー
キングでお店に来て、お買物をし、手ぶらウォーキングして帰宅
できるスタイルをご提案します。特に足元エリアには、Ｇ.Ｇの皆
さまが多いことから、受付後１時間配送を行います。このほか、
１日１０便体制で、午前１２時まで１時間単位で６便、午後は４
便の配送体制で運営します。
●地域のお客さまに便利にご利用いただく「お買いものバス」を運行
「お買いものバス」は、磯辺・打瀬、検見川町の２ルー
トで運行します。イオンカード・ＷＡＯＮカードのご提示
で無料でご利用いただけます。乗り降りがしやすいワンス
テップの小型バスで、混雑時でも立席が可能で３５名の
お客さまがご利用いただけます。

【イオンスタイル検見川浜」のエリア特性】
～近隣「イオン」とともにお客さまの多様なニーズにお応えします～
イオンリテールは、店舗形態やそれぞれの地域ニーズにあわせた、品ぞろえやサービス
のより一層の充実に向けて取り組んでいます。
「イオンスタイル検見川浜」は、美浜区の中央部に位置し、同店を中心とした半径
約３ｋｍ圏内には、４店舗が営業しています。主に日常使いのニーズにお応えしてい る
「イオン稲毛店」、「イオン幕張店」、「イオンマリンピア店」と、広域型ショッピング
センターの「イオンスタイル幕張新都心」など、「イオン」の店舗で地域の多様なお買物
の選択肢をご提案します。

【Ｇ.Ｇとは】
※：「グランド・ジェネレーション」(Ｇ.Ｇ)とは、イオンが提唱するシニアに代わる世代
の考え方です。この言葉で使われる“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ももちながら、人生をさ
まざまスタイルで楽しまれている時代の年長者を、敬意をもって表しています。
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【イオンスタイル検見川浜

店舗概要】

名
称：
所 在 地：
店
長：
開 店 日：
専門店数：
敷地面積：
ＳＣ面積：
駐車台数：
駐輪台数：
営業時間：

イオンスタイル検見川浜
千葉県千葉市美浜区真砂四丁目２番６
津久間 利治（つくま としはる）
２０１７年１１月２３日 午前９時 グランドオープン
２９店舗
約 ６,２５０㎡
約１４,６８０㎡（直営：約９,６５０㎡、専門店：約５,０３０㎡）
１２７台
２４２台
地下 1 階
日用品、医薬品、化粧品
９：００～２２：００
１階
食品、銘店、リカー
７：００～２３：００
２階
衣料、服飾
９：００～２２：００
３階
ホームコーディ
９：００～２２：００
４階
スポーツ用品、フィットネス ９：００～２２：００
※一部の売場・専門店、イベントスペースは営業時間が異なります。
休 業 日： 年中無休

【イオンスタイル検見川浜
Ｎｏ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９

フロア

地下１階

１階

２階

３階

４階

専門店 店舗リスト】
店名

業種

晴晴飯店
新日本住販
みつばちほけん
ポニークリーニング
Ｓｅｒｉａ
ささや
宝くじチャンスセンター
Ｓｈｕ＆Ｓｈｏｅ
千葉興業銀行
千葉興業銀行
イオン銀行
みずほ銀行
イケダヤ
フェリア歯科
ビーセレクト
マジックミシン
ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ Ｂａｎａｎａ
ＨＡＹＡＳＥ
Ｃｕｔ ＆ Ｃｏｌｏｒ ＡＹ
勉強堂
ＢＡＮＫＡＮ
セイハ英会話教室・８８くん
ノジマ
美浜カルチャーセンター
わくわくパソコン教室
ＫＥＹ’Ｓ ＣＡＦＥ
宮脇書店
Ｒｕａｎｇ
ふじた耳鼻咽喉科
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中華料理
不動産
保険
クリーニング
１００円均一
和菓子
宝くじ
リペア
銀行
ＡＴＭ
ＡＴＭ
ＡＴＭ
婦人衣料
歯科
婦人衣料
リフォーム
ネイルサロン
理容
美容
眼鏡
和雑貨・着物
英会話・そろばん
総合家電
カルチャー教室
パソコン教室
カフェ
書籍
リラクゼーション・エステ

耳鼻科

