２ ０ １ ９年 ３ 月２ ２ 日
イオンリテール株式会社

“集う、くつろぐ、食を楽しむ”

４／１３（土）「イオンスタイル幕張ベイパーク」グランドオープン
首都圏最 大級の街づくり 「幕張ベイパー ク」に登 場
イオンリテール株式会社は４月１３日（土）、食品スーパー「イオンスタイル幕張ベイ
パーク（以下、当店）
」をグランドオープンします。
当店は、２０２９年完成を目途に約４,５００戸、約１万人が暮らす街を開発中の「幕張
ベイパーク」に位置し、食品・飲食と医薬品・調剤などを取り揃える食品スーパー（ビレ
ッジ１）と、飲食や雑貨を中心とした専門店（ビレッジ２・３・４）の４棟で構成される
商業施設です。

当店が立地する「幕張ベイパーク」は、タワーマンションが近接し、教育施設・公園な
どにも恵まれています。ＪＲ京葉線「海浜幕張駅」の南東には都市型住宅地「幕張ベイタ
ウン」が広がり、３０代～５０代ファミリーが多くお住まいのエリアです。出店するにあ
たり、地域のお客さまにご意見を伺ったところ、健康や環境に配慮した「おしゃれで少し
こだわった食」と「家族や友達と一緒に食事をしてくつろげる場所」を求められている方
が多いことがわかりました。
そこで当店は、毎日の食卓シーンにあわせて本格的なおいしさを追求する「食」と、
ゆったりとくつろいでいただける飲食店・カフェを充実することとしました。「幕張ベイパ
ーク」の街づくりが進む中、お買物の楽しさと利便性を追求し、多様化するニーズにお応
えすることで、地域の皆さまにご支持いただける店舗を目指してまいります。
■イオン初の本格的カフェ、できたてのおいしさをその場で楽しむ「ここｄｅデリ」
コーヒー豆と輸入食品専門店「カフェランテ」では、初めて、厳選豆・自家焙煎・
本格抽出にこだわったカフェを展開します。このほか、店内でつくるサンドイッチや、
ご注文を受けてからつくるステーキ・パスタなどをイートインスペースでお召し上がり
いただける「ここｄｅデリ」を展開します。また、地元で人気のカフェやイタリアン、
寿司の飲食店も導入し、お買物の休憩やランチ、ディナーを楽しむ空間をご提供します。
■地元のおいしさを！千葉県内の地獲れ鮮魚や採れたて野菜をご提供
銚子や富津、館山などから仕入れた地獲れ鮮魚や、千葉市内で収穫された野菜など、
鮮度にこだわった商品をご提供します。
■毎日のくらしをサポート！「簡単・便利」
「健康」にこだわった商品・サービスのご提案
魚総菜や国産冷凍野菜、簡単調理ができるミールキットなどの商品を充実させるほか、
気軽にご利用いただける血圧計や血管年齢計、体組成計などの測定機器を設置します。

本格的なおいしさを追求！コーヒー豆と輸入食品専門店「カフェランテ」
◆イオン初！本格的な珈琲を手軽に体験・お買い求めいただけるカフェを展開
こだわりのコーヒー豆と輸入食品専門店「カフェランテ」
では、厳選豆、自家焙煎、本格抽出の３つをコンセプトにし
たカフェを初出店します。厳選したコーヒー生豆を約３０種
類品揃えし、店内で焙煎仕立ての新鮮で香り豊かなコーヒー
豆をご購入いただけます。
併設するカフェでは、ハンドドリップとサイフォンからお好
みの抽出方法をお選びいただき、自家焙煎珈琲をお楽しみい
ただけます。このほか、ソフトクリームやコーヒーゼリー、
ケーキなどデザートも取り揃え、珈琲とともにお客さまが
くつろげるひとときをご提供します。
また、コーヒーや紅茶、お酒に合う燻製ナッツやバニラカシューナッツ、にんにく醤
油カシューナッツなど２１種類のカフェランテオリジナルフレーバーナッツをご用意し
ます。

手づくり、ライブ感、できたてのおいしさをその場で楽しむ「ここｄｅデリ」
家族や友達と一緒に食事をしてくつろげる場所、イオンならではの新スタイル
「ここｄｅデリ」を展開します。ご注文を受けてから 1 食ずつ調理するおいしくてリーゾ
ナブルなお食事をご提供します。約１００席のスペースでは、本格ステーキやパスタ、
抹茶カフェのほか、手づくりサンドイッチや店内でお買い上げいただいたお弁当や
デザート、飲料などもお召し上がりいただけます。

◆注文から会計、提供まで１カ所で、ステーキやパスタ、抹茶ラテなどを取り揃えます
注文に応じて、お客さまの目の前で１食ずつ調理するステーキやパスタ、ピッツアの
ほか、カレーや有機茶葉を使用した抹茶ラテなどを幅広く取り揃えご提供します。
「ガブリングステーキ」では、イオンの自社牧場で肥育された「トップバリュ グリーン
アイナチュラル タスマニアビーフ」など選び抜かれた牛肉を焼き上げ、アツアツのまま
鉄板にのせてご提供します。
生パスタの店「ペルグラーノ」は、モチっとした食感の生パスタや焼きたてのピッツ
アをお手頃価格にてご提供します。
「北海道産モッツァレラとバジルのトマトソース」や、
「陸奥湾産帆立としめじの明太バター醤油」など、本格的なパスタのほか、マルゲリー
タなどのピッツアもお楽しみいただけます。

※画像はすべてイメージです
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◆できたて！たっぷり野菜の彩りサンド。サンドイッチショップ「Ｄｅｌｉ Ｓａｎｄ」
野菜は１品につき３種以上を使用し、ひとつずつ店内でつくった、たっぷり野菜の彩り
サンドをご提供します。スイーツ感覚で食べられるフルーツサンドも取り揃え、約２０
種類のサンドイッチをご用意し、
“選ぶ楽しさ”もご提案します。

◆「ママ友会」にもうれしい！ちょっと贅沢なメニューで食卓を彩る「リワードキッチン」
共働き世帯や単身世帯の増加などを背景に、総菜の需要が高まっています。
「リワードキッチン」では、
“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、毎日の食卓を彩るローストビーフやサラダなどの総菜を
対面方式にて展開します。“ふだん”の食卓がちょっと豪華に、また特別な日を楽しむ
メニューとして、和洋中約３０種類を取り揃えます。ランチ限定で彩り豊かな総菜を
お客さまのお好みの組み合わせでお選びいただけるお弁当をご提供します。

◆モーニングやランチにおすすめ！店内で焼き上げ、できたてをご提供
サンドイッチショップに併設して、焼きたてパンのコーナーを展開します。
「拘りのクロワッサン」や「塩パン」など、約３０種類を取り揃えます。モーニングや
ランチ、お買物の合間のひと休みに、気軽にお選びいただけます。

“おいしい”
“楽しい”おしゃれな「食」
・
「雑貨」の専門店が登場！
専門店区画のビレッジ２は、「すし銚子丸 雅」やイタリアンレストランの「アンジェリ
カ」
、カフェの「＆ＣＯＦＦＥＥ ＭＡＩＳＯＮ ＫＡＹＳＥＲ」を展開します。
ビレッジ３は、１００円ショップの「ダイソー」
、ビレッジ４は、カフェ併設の大型雑貨店
「マライカバザール」を展開します。
◆イオン初出店！「すし銚子丸 雅」
千葉をはじめ、東京・神奈川・埼玉で展開している、人気の銚子丸がイオンに初出店
します。お寿司をご注文いただいてからつくり、回転レーンでご提供するスタイルで、
つくりたてのおいしさを味わえるお店です。

◆イオン初出店！イタリアンレストラン「アンジェリカ」
千葉市中央区の青葉の森公園前で約１０年間営業していたイタリアンレストランが、
この度幕張ベイパークに移転し、リニューアルオープンします。お手ごろのランチから、
本格的なディナーまで幅広くそれぞれのシーンを彩るイタリア料理をご提供します。
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◆イオン初出店！コーヒーが主役「 ＆ ＣＯＦＦＥＥ ＭＡＩＳＯＮ ＫＡＹＳＥＲ
フランスパン専門店「メゾンカイザー」のカフェ業態です。
看板メニューであるクロワッサンやサンド、デニッシュトー
ストと一緒にオリジナル焙煎コーヒーがお楽しみいただけ
ます。

◆イオン初出店！ＭＡＬＡＩＫＡ ＢＡＺＡＡＲ（マライカバザール）
「マライカバザール」は、カフェも併設した、グリーンに囲
まれた大型雑貨店です。
珍しくて楽しい雑貨やアクセサリー、店内を彩る植物を多数
取り揃えています。

千葉の「じもの（地物）
」で地元の魅力を楽しむ
鮮度にこだわり地元のおいしさを求めるニーズにお応えし、千葉で親しまれている新鮮
野菜や旬の鮮魚、地元で醸造するクラフトビールなどを品揃えします。家族や友人ととも
に「食」を楽しみ、家族の健康を大切にする、３０～５０代のファミリー世代に地域の魅
力を発信します。
◆千葉市内で栽培された野菜を地場野菜コーナーにてご提供
千葉市内や千葉県産で栽培されたトマト、ミニトマト、小松菜、かぶなど常設コー
ナーで展開します。
◆銚子・富津・館山などで水揚げされた鮮魚をお造りでご提供
千葉県内の漁港より仕入れた地獲れ鮮魚を３点盛りや４点盛りでご提供するほか、
まぐろの中トロ入り６点盛りも常時品揃えします。また、にぎり寿司や焼き魚・煮魚・
フライなどの魚総菜にて、地域の味をご提供します。
◆５月取り扱い開始予定！ビアレストラン「幕張ブルワリー」のクラフトビール
幕張ベイパーク内でビール醸造所＆ビアパブを展開する
「幕張ブルワリー」は、５月にクラフトビールのボトル商品
の発売を予定しています。
発売にあわせてリカーコーナーで品揃えします。
「幕張ブルワリー」は米国ポートランドから、ビール醸造技
術と醸造設備を導入し、米国西海岸スタイルのＩＰＡ（イン
ディア・ ペールエール）を中心としたオリジナルビールを提
供しています。

毎日のくらしをサポート！「簡単・便利」
「健康」をご提案
店舗周辺には、仕事や子育てで忙しい方も多く、
「時間を有効に使いたい」とのニーズに
お応えし、総菜や弁当のほか、簡単に調理ができる商品、レンジで温めるだけでおかずに
なる商品を取り揃えます。また、調剤を取り扱う「イオン薬局」や気軽に健康状態を確認
していただける「サルーステーション」を導入し、地域の方々の健康をサポートします。
◆レンジで温めるだけで出来上がる、フォーガーや、パッタイなどのエスニック料理
レンジで温めるだけで、フォーガーやパッタイ、酸辣湯麺などのエスニック料理をお
楽しみいただけます。このほか、スパイシーな味わいのブラジル風ローストチキンボウ
ルや鶏もも肉の赤ワイン煮ボウルなど、ランチにもおすすめのメニューをご提供します。
◆冷蔵庫の中にあると便利な冷凍野菜は千葉県産もご用意
千葉県産ほうれん草やブロッコリー、小松菜などの冷凍野菜を取り揃え、国産冷凍野
菜コーナーを展開します。

◆早い・おいしい・ 無駄がない、イオンのまるごと献立キット
料理に時間や手間をかけずに作れる簡単便利なイオンのミールキット「トップバリュ
まるごと献立キット Ｃｏｏｋｉｔ（クッキット）
」を取り揃えます。下ごしらえ済みの
野菜やお肉、調味料などが２人分入っているので、食材を無駄にせず本格的な主菜が簡
単に作れるミールキットです。
◆「血管年齢計」や「体組成計」など健康づくりをサポートする「サルーステーション」
調剤を取り扱う「イオン薬局」に隣接した「サルーステーション」では、
「血管年齢計」
・
「体組成計」・
「血圧計」の測定機器を設置。無料でお客さまご自身で気軽に健康状態を
確認していただくことができます。また、専門スタッフによるカウンセリングを通じて、
お客さまの健康づくりをサポートします。
◆行政サービス開始！買物ついでに各種行政証明書の交付もできる「マルチメディアステーション」
マイナンバーカード（個人番号カード）を利用し、住民票の写しや印鑑登録証明など
の各種行政証明書の交付ができる「マルチメディアステーション」を１階サービスカウ
ンターに設置します。居住する市区町村の区域を越えて「どこでも」ワンストップ で
証明書等を受け取ることが可能になります。
◆公共料金、各種料金のお支払いを承ります
サービスカウンターにて、電気・ガス・水道料金や税金などの公共料金、通信料金・
通販・クレジット代金などの各種料金をお支払いただけます。
◆デジタル写真プリントサービス、イートイン横に設置
デジタルカメラでもスマートフォンでも撮影した写真をすぐにプリントできます。
◆来店ポイントとして「ちばシティポイント」を付与
「ちばシティポイント」は、社会貢献活動や健康維持・増進
活動などで「ちば風太ＷＡＯＮカード」にたまったポイントを
オリジナル特典品に交換したり、認定ＮＰＯ法人などに寄附で
きるのみでなく、
「ＷＡＯＮポイント」にも交換できる地域ポイ
ントです。来店時に、店内に設置された専用端末「ちばシティ
ポイントステーション」に「ちば風太ＷＡＯＮカード」をタッ
チすることでポイントがたまります。
◆新聞・段ボールなどの古紙やペットボトルを回収するリサイクルステーションを設置
新聞・チラシなどの古紙や、段ボール、ペットボトルを回収する「リサイクルステー
ション」を設置します。資源回収にご協力いただくと、お持ちいただいた数量に応じて
電子マネー「ＷＡＯＮ」としてご利用いただける「ＷＡＯＮポイント」が付与されます。

【イオンスタイル幕張ベイパーク

店舗概要】

名
称：
所 在 地：
責 任 者：
オープン日：
敷地面積：
売場面積：
駐車台数：
駐輪台数：
営業時間：

イオンスタイル幕張ベイパーク
千葉市美浜区若葉３丁目２－１６
店長 竹原 秀治（たけはら しゅうじ）
グランドオープン ２０１９年４月１３日 ９時
約１５,３００㎡
（直営）約２,４００㎡
（専門店）約２,０２５㎡
１８６台
３８６台
ビレッジ１ 直営
午前 ９時～午後２２時
ビレッジ２ ＆ＣＯＦＦＥＥ ＭＡＩＳＯＮ ＫＡＹＳＥＲ
午前１０時～午後２０時
アンジェリカ、すし銚子丸 雅 午前１１時～午後２２時
ビレッジ３ ダイソー
午前１０時～午後２１時
ビレッジ４ マライカバザール
午前１０時～午後２０時
休 業 日： 年中無休
交通アクセス： ＪＲ京葉線「海浜幕張」駅より、徒歩約１２分

【イオンスタイル幕張ベイパーク
棟

専門店 店舗リスト】

店名

業種

備考

ポニークリーニング

クリーニング

イオン銀行

ＡＴＭ

京葉銀行

ＡＴＭ

千葉銀行

ＡＴＭ

千葉興業銀行

ＡＴＭ

すし銚子丸 雅

寿司

イオン初

アンジェリカ

イタリア料理

イオン初

＆ＣＯＦＦＥＥ ＭＡＩＳＯＮ ＫＡＹＳＥＲ
（アンド コーヒー メゾンカイザー）

ベーカリーカフェ

イオン初

ビレッジ３

ダイソー

バラエティ雑貨

ビレッジ４

マライカバザール

ビレッジ１

ビレッジ２

エスニックライフスタイル
＆カフェ

イオン初

