
 

 

 

２０２２年５月２６日 

イオンリテール株式会社 

 

産官学連携“サステナブルなまちづくり”の一環を担う地域密着店 

５月２８日「イオンスタイル南栗橋」グランドオープン 
 

イオンリテールは５月２８日（土）、「イオンスタイル南栗橋」（埼玉県久喜市／以下、当店）

をオープンします。当店は、産官学５者の連携による新しいライフスタイルに対応した街づくり

“ＢＲＩＤＧＥ ＬＩＦＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ構想”に基づき、地域に密着した「食」と    

「くらし」の商品や近隣にお住いの方の利便性を高めるサービスのほか、自動お掃除ロボット

やドッグランなどを展開し、ワクワクを体感できるコミュニティの場を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のコミュニティをつなぐ、毎日の欲しいが揃う店 
 

産官学５者連携によるサステナブルなまちづくり 

東武日光線「南栗橋駅」から徒歩５分に位置する当店は、イオンリテール株式会社、久喜市、

東武鉄道株式会社、トヨタホーム株式会社、早稲田大学 大学院 環境・エネルギー研究科    

小野田研究室の５者による産官学連携の街づくりプロジェクト「ＢＲＩＤＧＥ ＬＩＦＥ   

Ｐｌａｔｆｏｒｍ（ブリッジライフプラットフォーム）構想」に基づいて、同駅前エリアの   

新しいライフスタイルを創出していきます。 

感染症拡大下、郊外型住宅の価値が見直され需要が高まるなか南栗橋は、都心方面へはすべて

始発・直通約１時間でアクセスでき、隣県も含め自然豊かな場所にもほど近く、今後より   

いっそうの発展が期待されているエリアです。当店は家族との時間を増やせる街、子どもと  

暮らしやすい街を実現するため各者と連携して、その役割を果たしてまいります。 

 

地域に密着した“食品”と、日々の生活シーンごとに展開する“日用品” 

当店は、フードマーケット館（以下、本館）とヘルス＆ウエルネス館（以下、日用品館）の

２棟構成で、日々の生活に必要な商品を取り揃えます。本館では、野菜や近隣の工場でつくら

れている「地物（じもの）」商品を拡充するほか、鮮度にこだわった商品や地域最大級の    

品揃えの冷凍食品、健康や環境に配慮した商品を展開します。    

また日用品館では、従来の生活用品・消耗品といった売場構成を見直し、「食事」「整える」    

「家で過ごす」「美」「健康」などの生活シーンをキーワードに編集することで、短時間で    

快適に買物ができるお店を目指します。 
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 じもの商品で地域の魅力を発信 

地域の生産者から直接取り寄せる地場野菜コーナーを展開するほか、久喜市内にある   

イオン直営農場から届く鮮度の良いトマトを提供します。また、こんにゃくやうどんなど    

古くから地域で愛される商品を展開するほか、近隣に工場がある食品メーカーともコラボし、

人気の商品を取り揃えます。 

 毎日の簡便需要や健康志向、そして環境志向にもお応え 

イエナカ需要で注目が高まっている便利な冷凍食品を地域最大級の品揃えで展開します。

また近年、健康志向や環境保全の観点から注目されている植物由来の食品やオーガニック 

食品、ペット用の自然派フードなどを品揃えします。 

 時代の変化にも対応した、便利な買物スタイル 

日々のお買物をサポートするネットスーパーでは、ネットから注文した商品をまとめて受け  

取れる「ドライブピックアップ」や「カウンターピックアップ」も展開します。また、レジ待ち

時間なしを可能とする「レジゴー」を展開するほか、店内を自動で清掃・除菌を行う清掃    

ロボットを配置し、店内を清潔に保つと同時にワクワク感を提供します。 

 イオンリテール初のドッグランを設置、地域の憩いの場を提供 

 当社直営では初となるドッグランを併設します。イエナカ時間が増え、ペットとの時間をより  

大切に過ごす機会が増加するなか、快適に楽しめる場を提供します。 

また、店内に設置するデジタルサイネージ「わが街ＮＡＶＩ」では、地域の暮らしに便利な    

情報を配信します。 

 
 
 

 

♦旬の地場野菜を専用コーナーで展開 

地域の野菜を直接取り寄せる地場野菜コーナーでは、約２０名の 

生産者が参加し、丹精込めてつくられたきゅうりや茄子など旬の  

野菜を展開します。また、毎月第１日曜日には店頭駐車場にて、地場

商品も含め、新鮮・旬の地場野菜・果物・お花などを豊富に取り揃え、

お買得価格で提供する「店頭朝市」を開催します。 

 

♦イオンアグリ久喜農場とのコラボ 

久喜市内にあるイオンアグリ創造 埼玉久喜農場でつくられた“見た目も中身も二重まる”な 

大玉トマト「まるまる赤トマト」を、市場を通さず、鮮度抜群で入荷する地場商品として紹介  

するほか、総菜売場では、このトマトを使用し、モッツァレラチーズとバジルソースで楽しむ

「カプレーゼ～バジルの香り～」を提供します。 

 

 

 

 

 

 

じもの商品で地域の魅力を発信 
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♦古くから愛されている地域の名店商品の取り扱い 

久喜市本町『折原コンニャク店』の地域に根ざした商品をご用意します。

水にこだわり、ねばりと弾力のある食感の「久喜こんにゃく」は、彩の国  

優良ブランド品として地域の学校給食にも使用されています。独自の技で

お造りのように薄くスライスされた「さしみこんにゃく」と、弾力とコシ

があり１ミリ角の極細突きの「絹突きところてん」は、久喜市商工会推奨  

特産品マークに認定されている商品です。 

 

大正元年、小麦粉の製粉工場として創業した久喜市栗橋中央『つむぎや』

の、県産小麦にこだわったうどん・そばのセットや焼き菓子などを展開  

します。小麦そのものの風味と味わいを生かした商品は、創業以来変わらぬ

おいしさで、地元の帰省手土産としてもご利用いただけます。 

 

久喜市北青柳『高砂製菓』の揚げせんべい「薪あげ」や、海苔巻き揚げ餅

「高砂巻」を展開します。お米のおいしさと揚げのうまさを追求し、   

一つひとつ丁寧に造りあげられた地元で愛される逸品です。 

 

久喜市鷲宮にある創業大正１０年の『矢納製菓』の「田舎揚げ餅」を提供します。素材の味

を引き出す、むかし造りの製法でつくったこだわりの商品です。 

 

♦地域のお酒をラインナップ。トレンドやこだわりのお酒もお届け 

 埼玉県加須市の蔵元『釜屋』とコラボした日本酒「静の郷」をはじめとして地域の

お酒をラインナップします。また、世界各地から厳選したイオン直輸入のワインや 

ウィスキー、ビールなど豊富に品揃えし、お酒を中心とした食卓に、トレンドや   

こだわりを取り入れたおいしさと楽しさをお届けします。 

 

♦近隣工場でつくられた商品を展開 

南栗橋地域に隣接する茨城県五霞町は、多数の食品メーカー工場

があります。当店では、地域に根ざしたメーカーとコラボし、地域

で製造されている商品を中心に人気商品を揃えます。 

 

キユーピー五霞工場で生産された商品として、玉ねぎの風味と 

ハーブの香りが味わい深い「キユーピー テイスティドレッシング 

オニオンクリーミィ」や、深く煎ったすりたてごまの風味にゆずの

香りをきかせた「キユーピー 深煎りごまゆずテイストドレッシン

グ」などを展開します。また総菜売場では、キユーピー＆旬菜デリ

五霞事業所とのタイアップとして、五霞工場でつくられた「キユー

ピー ペイザンヌサラダドレッシング」を使用した「玉子とベーコン

のペイザンヌサラダ」を展開します。フランスで親しまれるカジュアルなサラダで、卵と      

ハーブが織りなす新たな味わいをお楽しみいただけます。 

 

「健康」「エシカル」などの意識の高まりにより、「アーモンドミルク」や「オーツミルク」

など植物性ミルクが注目されています。当店では、植物性ミルクの商品を充実させるほか、近隣の

キッコーマンソイフーズ茨城工場で製造された「低糖質調整豆乳」や「低糖質麦芽コーヒー」

「豆乳飲料オーツ」を取り揃えます。 

キユーピー五霞工場 
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♦簡単便利な冷凍食品・時短食品の充実 

イエナカ時間が増えるなか、長期保存ができ、簡単に食べられる冷凍  

食品の需要が高まっています。当店の冷凍食品売場は、地域最大級となる

約６００種類を用意します。すぐに食べられる冷凍のおかずや総菜を充実

させるのはもちろん、ご当地餃子や気軽に外食の味が楽しめる商品も提供

します。また冷凍庫にストックでき、解凍時間を調整することで、アイスの

ようなくちどけ感とケーキのふんわりとした食感を楽しめる新感覚スイーツ 

“トップバリュ セミフレッドケーキ”など近年人気が高まっている冷凍 

スイーツも展開します。そのほか下ごしらえが必要なく、使いたい分だけ使えることで食品  

ロス削減にもつながる冷凍の調理素材を水産・畜産売場でも取り揃えます。 

畜産売場では、簡単調理ができる味付け肉をトンテキ味やにんにく黒こしょう味など、   

バリエーション豊富に展開します。またファミリー層に人気の豚肉・ミンチの大容量パックや

国産やきとり串などストックできる冷凍素材も豊富に取り揃えます。 

水産売場では、旬の魚をつかった刺身や、お子さまや年配の方におすすめな骨取り切身の  

銀鮭・めかじきなどを展開します。また生食用の真空冷凍刺身を少量タイプからご用意する  

ほか、一切れから厚切り・小口切身まで品揃えする冷凍真空包装の「フローズンフィッシュ」

などを提供します。 

 

♦「健康のために、地球のために」を叶える植物由来食品 

健康や環境に配慮し、手軽においしく取り入れられる植物由来食品

を展開します。主に肉や乳製品、白米、小麦などを植物性の素材に  

置き換えた商品を品揃えします。肉の代わりに大豆を使用した「大豆

ハンバーグ」や、牛乳の代わりに豆乳からつくった「プリン」    

「ヨーグルト」などを取り揃えます。 

 

◆家族の一員、ペットにも健康を。自然素材を使った商品を展開 

 テレワークの増加や外出自粛により在宅時間が増えるなか、ペット用品の市場規模は拡大して 

います。当店では、ペット用品売場を通常よりも拡大し「家族の一員として、食べるものにも

気を使いたい」というニーズに応え“自然派フード”のコーナーを展開します。 

 

 

 

 

 

 

♦普段使いできるオーガニック商品 

化学合成農薬や化学肥料などに頼らず、自然の力を生かして生産 

された農産物や有機由来の飼料で飼育された家畜、それらを原料に 

使用した加工食品であるオーガニック食品を取り扱います。「トップ

バリュ グリーンアイ」のオーガニック野菜、日常に使いやすい冷凍 

野菜やナッツ、調味料のほか、オーガニックでありフェアトレード  

商品でもあるコーヒー・紅茶など、お手頃な価格で毎日使えるオーガ

ニック商品を提案します。 

毎日の簡便需要・健康志向、そして環境志向にもお応え 
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♦生活シーンごとに商品を展開、ワンストップでお買物 

 日用品館では、購入頻度・利用頻度の高い商品を厳選し、「食事」「整理整頓」「肌着・靴下」

「美」「健康」など生活シーンごとに商品を展開します。消耗品と生活用品で分けて陳列するの

ではなく、同時に使う生活シーンごとに展開することで、お客さまにとってわかりやすく、  

ワンストップで買物ができる便利な売場を目指します。 

 また、当店が立地するエリアには、今後新たに子育て世帯が多く住まわれることを想定して

います。「育児」「ご自宅でのデスクワーク」といった地域の需要に合わせた商品も取揃えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦土日、祝日も営業、全国の医療機関の処方せんを受け付ける「イオン薬局」 

近隣のクリニック・病院をはじめ、全国の医療機関の処方せんを受け付けます。毎日の   

買物と一緒に、土日祝日でも薬を受け取れるため、急な体調変化や生活スタイルに合わせて、

いつでも安心してご利用いただけます。また、処方せんの写真をスマホから送るだけで調剤の

予約ができ、薬のでき上がりをお知らせするサービス「ポケットファーマシー®」を導入します。

薬局での待ち時間を減らし、スムーズな薬の受け取りが可能です。 

 

 

 

 

♦当社初 清掃ロボットが店内を自動でお掃除 

店内を自動で清掃・除菌ができる清掃ロボット「Ｗｈｉｚ ｉ（ウィズ アイ）アイリス    

エディション」を導入します。清掃業務の自動化だけでなく、空間に浮遊する菌量の削減や   

ウイルス・細菌の除菌を行います。本機は、設定したルートをアナウンスしながら自動走行し、

センサーが障害物や動作を検知して、回避・一時停止します。自動で動く様子など見た目でも

楽しんでいただきながら、より安全・安心な買物環境を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代の変化に対応した、便利な買物スタイル 
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♦食品から日用品までお届け「おうちでイオン イオンネットスーパー」 

スマホやパソコンから注文した商品を店舗から自宅にお届けする「おうちでイオン イオン 

ネットスーパー」では、生鮮品から冷凍品、総菜などの食品からトイレットペーパーなどの  

日用品まで品揃えします。２４時間いつでも注文ができ、育児や仕事で外出ができないとき、

重いものを買うときに便利に利用いただけます。 

 

♦ネットスーパーから注文した商品をお客さまの都合に合わせて受け取 

れる「ピックアップ」も展開 

ネットから注文した商品を来店時に、車に乗ったまま受け取れる  

「ドライブピックアップ」、店内で受け取れる「カウンターピックアップ」

を展開します。手数料もかからず、店内で商品を探す手間やレジに並ぶ時間

も節約できるため、忙しい毎日をサポートできる便利なサービスです。 

 

♦レジに並ばない、レジ待ち時間なしのお支払い「レジゴー」 

 本館では、店舗の貸出用スマホ、もしくはレジゴーアプリを入れた 

お客さまの端末で、自身がお買物しながらスキャンし、専用レジで  

支払いする「どこでもレジ レジゴー」を展開します。「レジ待ち時間  

なし」を可能とするほか、買物かごの中の商品リストや合計金額を画面

で確認しながらお買物ができるため、買い忘れ防止につながります。  

マイバスケットとあわせて利用いただくと、お買い上げ商品を詰め替え

る手間も省け、お買物の時間をさらに短縮できます。 

 

 

 

♦当社直営初のドッグラン！のびのび走れる約７００㎡の広さ 

 当店の周辺には新築を含め、戸建て住宅が多く、ペットを飼わ

れている方が多くお住まいです。当店ではこうした地域の需要に

もお応えし、お買物のついでに楽しめる地域のコミュニティの場

として、天然芝生のドッグランを設置します。小型犬スペースと

中・大型犬スペースを合わせて約７００㎡の、存分に走り回れる

広さです。 

 

♦デジタルサイネージインフォメーション「わが街ＮＡＶＩ」 

 久喜市の市政情報や観光情報など、地域の暮らしに便利な情報を発信

するデジタルサイネージ「わが街ＮＡＶＩ」を導入します。 

 

 

 

♦埼玉県キャラクター「コバトン」ともコラボしたマイバスケットの先行販売 

６月１日より埼玉県の「イオン」「イオンスタイル」２５店舗で限定

販売する埼玉県限定「コバトンデザイン」のマイバスケットを、当店

では先駆けて５月２８日より販売します。お買物の際にご持参いた 

だき、レジでの買物袋への詰め替えが不要なマイバスケットを繰り 

返し使用いただくことで、プラスチックごみの削減につながります。 

イオンリテール初ドッグランを設置、地域のコミュニティの場を提供 

環境・地域社会貢献活動の取り組み 
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♦毎日のお買物で地域を元気に！「くきＷＡＯＮ」の発行 

「ご当地ＷＡＯＮ」は、お客さまのご利用金額の一部をイオンが自治

体などに寄付し、経済の活性化や環境保全、観光振興などにお役立て 

いただく仕組みです。２００９年より開始し、１００を超える券種を 

発行しています。当店のオープンにあたり、久喜市のご当地ＷＡＯＮ 

「くきＷＡＯＮ」の発行を開始します。「子育てや子どもたちの支援  

などを通じて地域貢献につながる事業」にお役立ていただく予定です。券面には、毎年７月に  

行われる「久喜提燈祭り」のイメージを採用しています。 

 

♦無料配布のスプーンやフォークを紙や木などの環境配慮型素材に 

お弁当やお総菜をお買い上げのお客さまに無料でお渡ししているスプーン

やフォークについて、紙や木などの環境配慮型素材でつくられたものをご用意 

します。お客さまとともに持続可能な資源利用に取り組み、新しいライフ  

スタイルの定着を進めてまいります。 

 

♦環境に配慮した商品を提案 

 「未来が変わる選び方」の提案として、使い捨てプラスチックの削減

につながるラベルレス飲料、包装フィルムの一部にバイオマス素材を 

使用したもの、森林保全に配慮してつくられたＦＳＣ認証商品など、

日々の生活に気軽に取り入れられる、環境に配慮した商品を展開します。 

毎日の美と健康づくりをサポートする化粧品売場では、今年３月に

発売した当社の新コスメブランド「ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ（コペルニカ）」を展開します。    

“毎日違うあなたに、いつだってよりそう。”をコンセプトに、年齢や性別にとらわれない

シンプルケアを提案する「ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ」は、成分・容器・包装は資源や環境に配慮

した素材を積極的に使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦お買物を通じて地域社会を応援する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」 

 「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」は、地域に根差したボランティア団体さまを

お客さまとともに支えていく活動です。 

毎月１１日にお客さまにお渡しする「黄色いレシート」を団体名や 

活動内容が書かれた専用ＢＯＸに投函いただくことで、レシート合計金額

の１％相当の品物を、イオンから各団体さまに寄贈します。当店でも、こ

のキャンペーンを通して、地域の団体さまを応援します。 

 

 

 ※画像はすべてイメージです。 
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♦環境・社会をテーマに、考え、学ぶ「イオンチアーズクラブ」 

イオンでは、小学１年生から中学３年生までの子どもたちを対象に、  

集団行動を通じて社会のルールやマナーを学びながら、環境や農業などへの

興味・関心や考える力を育む場所として、全国の各店にて「イオンチアーズ 

クラブ」を結成しています。イオンの従業員がサポートしながら、「環境・

社会」に関する様々なテーマに沿って活動に取り組み、地域の特性に即した

活動を目指します。当店でも、参加するメンバーを新たに募集し「南栗橋  

イオンチアーズクラブ」を結成する予定です。 

 

♦「イオンふるさとの森づくり」 

 イオンでは、施設のオープンにあたり敷地内に、その地域に自生する  

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」を   

行っています。当店では、オープンに先立ち４月２４日に、「シラガシ」

「モチノキ」「シャリンバイ」など約６０種類の樹木の苗木、     

約１０,０００本の植樹を、近隣にお住いのお客さまと行いました。 

 

【イオンスタイル南栗橋 店舗概要】 
 

名 称：イオンスタイル南栗橋 

所 在 地：埼玉県久喜市南栗橋８丁目２－１ 

責 任 者：店長 大久保 勝徳 （オオクボ マサノリ） 

オープン日：２０２２年５月２８日（土） 

売 場 面 積：直営計：３,０１３㎡ （本館：１,６３８㎡、日用品館：１,３７５㎡） 

駐 車 台 数：２４４台 

駐 輪 台 数：１２０台 

営 業 時 間：本館     ８：００～２２：００ 

      日用品館   ９：００～２２：００ 

（調剤   ９：００～２０：００、日祝９：００～１８：００） 

       専門店    ９：００～１９：００ 

休 業 日：年中無休 

【店舗周辺地図】 
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【フロアマップ】 
 
 
フードマーケット館（本館） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
ヘルス＆ウエルネス館（日用品館） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


