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２０２２年８月２５日 
イオンリテール株式会社 

 

東濃エリア初出店、トキめく体験・感動に出会えるお店 

１０月７日「イオンスタイル土岐」グランドオープン  
 

イオンリテールは１０月７日（金）、「イオンスタイル土岐」（以下、「当店」）をグランド      

オープンします。 

 当店は、「イオンモール土岐」（岐阜県土岐市）の核店舗です。また同時に、イオンのベビー・ 

キッズの専門店「キッズリパブリック」をモールゾーン２階に出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店が立地する岐阜東濃エリアは、東西にＪＲ中央本線・中央自動車道・国道１９号線・国道   

３６３号線が、南北には東海環状自動車道が整備されたアクセス性に優れた地域です。また、山や川

に囲まれた自然豊かな土地から生まれた、地域色豊かな食文化があります。 

こうしたなか当社は、東濃エリア初出店として、「初めましてイオンです！３世代揃ってトキめく

体験・感動に出会える店」をコンセプトに、地域の食材や商品はもちろん、イオンだからできる   

品揃えやサービスを提供する店舗を目指します。 

 

■ＴＯＰＩＣＳ 
 

～東濃の暮らしにもっと「いい時間（トキ）」が流れるお店～ 

 “東濃・イオンの美味しさ”と“豊かな食卓”を提案する食品ゾーン 

  東濃エリアの伝統的な食文化を取り入れた総菜や、地場農畜産物、地酒など地域産にこだ  

わった商品をはじめ、愛知・三重県内の漁港から届く産直鮮魚や全国各地の旬の鮮魚、   

オーガニックや健康にこだわった商品を豊富に展開します。 

 毎日の美と健康づくりをサポートするヘルス＆ビューティ 

化粧品や健康食品、医薬品など、地域のお客さまのライフスタイルを美しく健康的に、楽しく

彩る商品をはじめ、ＭＺ世代をターゲットにしたアジアンコスメを豊富に取り揃えます。  

また土日祝日も全国の医療機関の処方箋を受け付ける「イオン薬局」を展開します。 

 ３世代が楽しく集うイオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」 

モールゾーン２階に出店する「キッズリパブリック」では、出産前から小学校卒業までの  

子育てをサポートする商品やサービスを展開します。ベビーカーなどの出産準備品やランド

セルをはじめとした学校用品、知育玩具などお子さまの成長を応援する商品を展開するほか、

共働き世帯に対応した「ネットスーパー」でのおむつ・ベビー用品の宅配、０～３歳児向けの

遊び場「のびっこ」併設の「モーリーファンタジー」など、平日子育てでのご利用はもちろん、

共働き世帯の週末利用の際も便利にお使いいただける環境を整えています。 

 

※画像は全てイメージです。 
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◆地域で親しまれている味を提供 

 美濃焼として有名な土岐市は全国でも有数の「どんぶり」の産地であり、

また岐阜の各地には様々なご当地丼ぶりがあります。そこで当店では、 

トマトや赤ワインで仕上げたデミグラスソースが特徴の「てりカツ丼」

や、鶏肉とキャベツなど野菜を味噌や醤油をベースにしたタレで一緒に  

焼いた「鶏ちゃん焼き丼」を提供します。 

 

◆旬の地場野菜や銘柄牛など展開 

 地場野菜コーナーでは、多治見、土岐、瑞浪市を中心とした近郊の農産物「いりゃーせイオン

スタイル土岐」や、恵那山の麓で育った農産物「恵那山麓野菜」をはじめ、「飛騨・美濃伝    

野菜」の菊ごぼうや西方いもなど地元で生産される旬の農産物を豊富に品揃えします。また、

近郊で栽培された「今朝採れ」野菜や産地から２４時間以内に届く「シャキ直」野菜など新鮮

な農産物を展開します。（「今朝採れ」「地場野菜」は季節や天候、収穫状況により取り扱いのない場合が

ございます。「菊ごぼう」「西方いも」は１１月中下旬からの販売となります。） 

 また、天ぷらコーナー「旬香亭」では、岐阜県産きのこ（椎茸、なめたけ）を使った盛り合わせ

を提供します。 

 

 

 

 

精肉売場では「飛騨牛」をはじめ、飛騨高山発祥のブランド豚「飛騨旨豚」や、全飼育期間に 

おいて飼料に抗生物質や抗菌製剤を使用せず平飼いで飼育され「むね肉」が機能性表示食品（※

届出番号：Ｆ５９７）として認定されたた「奥美濃古地鶏」など地元ブランド肉を展開します。 

※日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があるイミダゾールジペプチドをむね肉 40g 中に 400mg 含有 

 

 

 

 

 

◆地域で愛されている名店の味を取り扱い 

 明治１８年の創業よりこんにゃく芋の味の濃さにこだわった商品を造り続ける

「牧田蒟蒻店」（多治見）の商品や、昔ながらの製法を活かした「大竹醤油   

醸造所」（土岐）の味噌や漬物など地元ならではの味を展開します。 

また、「鶴屋製菓」（土岐市）の竹皮羊羹、松浦軒本店（瑞浪）のカステーラ、

多治見名物「たじみあられ」、八百津町地域の郷土菓子「八百津せんべい」 

などの銘菓も取り揃えます。秋の栗きんとんの季節には、発祥の地と呼ば  

れる中津川市内の人気和菓子店の中津川栗きんとんを取り揃えます。 

（栗きんとんは、季節や期間を限定しての販売となります。） 

 

◆東濃エリアの７酒蔵が勢揃い、オープン記念ラベル商品も販売 

 東濃エリアにある、三千盛
みちさかり

（多治見）、千古乃岩
ち ご の い わ

酒造（土岐）、中島醸造（瑞浪）、若葉      

（瑞浪）、岩村醸造（恵那）、大橋酒造（中津川）、御代桜
みよざくら

酒造（美濃加茂）７酒蔵の地酒を 

展開します。また、当店のオープンを記念したオリジナルラベルの「蓬莱
ほうらい

」（渡辺酒造店／   

飛騨市）を数量限定で販売します。 

“東濃・イオンの美味しさ”と“豊かな食卓”を提案する食品ゾーン 

菊ごぼう 西方いも 
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また、「カマドブリュワリー」（瑞浪）や、「地ビール飛騨」（飛騨）、「飛騨高山麦酒」       

（飛騨）など岐阜を中心に、「ワイマーケット」（愛知）、「伊勢角谷麦酒」（三重）など東海 

エリアのクラフトビールも展開します。 

 

◆簡単・便利を叶える商品の充実 

 長期保存ができ使いたい時に使いたい分だけ解凍してすぐに調理いただける冷凍食品をはじめ、

下ごしらえ済みの野菜など、毎日の食に“簡単・便利”を提案する商品を豊富に品揃えします。 

 店舗にて真空包装する「フローズンフィッシュ」では、塩銀鮭やめかじき、 

からすかれいなどの切り身をご用意します。また、豚肉やミンチの大容量 

パックや焼鳥串をはじめ、ジンギスカンや牛たん、鮮馬刺しなど全国の  

グルメを楽しめる冷凍味付肉を展開します。 

  冷凍食品売場では、飛騨牛をつかったコロッケやハンバーグをはじめ、 

有名店の料理を自宅で味わえる「俺のイタリアン・フレンチ」を新たに  

展開します。また、おうちで“焼き立て感”を楽しめる「冷凍パン」や、   

解凍時間によっていろいろな食感を楽しめる「冷凍スイーツ」を提供します。 

  そのほか、調理のひと手間を省く下ごしらえ済みのカット野菜や、味付

肉など調理を簡単・便利にする簡便商品を品揃えします。 

 

◆イオンスタイル土岐こだわりの食の提案 

 水産では、愛知・三重・石川・富山・福井などの漁港で水揚げされた鮮魚を

対面販売し、注文に応じた切り身、三枚おろしなどへの加工や、おいしい  

食べ方の提案も行います。週末には、全国各地から季節ごとに選定される、

漁師が 選んだ本当においしい魚「プライドフィッシュ」を展開します。 

 グランドオープン期間中、愛知県の一色、幡豆、形原漁港等から届く朝獲れ

鮮魚を販売します。（天候や漁獲状況により、取り扱いのない場合もあります。） 

 また、水産の店内加工場にカメラを設置し、まぐろの解体ショーなどライブ

感ある映像を流すことで、楽しい買物環境を提供します。 

（ライブ配信は不定期で実施。） 

 

 「ピッツァソリデラ」コーナーでは、一枚ずつ丁寧に伸ばしたもちもち食感の生地を高温   

短時間で焼き上げることで小麦の風味にこだわったピッツァを提供します。看板商品のマルゲ 

リータは、こだわりの生地に調和するトマトソース、北海道産モッツァレラチーズ、イタリア

産パルミジャーノを使用した本格ピッツァです。 

 

 こだわりのコーヒー豆と世界の食品専門店「ｃａｆéｒｒａｎｔ（カフェランテ）」では、   

オリジナルブレンドや各国のコーヒー豆を約３０種類取り揃えます。このほか、世界各国から  

直輸入した菓子やジャム、パスタ、オリーブオイルなど幅広く展開し、お客さまの普段の   

食生活に“プラスワン”の彩りと豊かさをお届けします。 

 

※画像は全てイメージです。 
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◆お客さまのくらしに寄り添うイオンのプライベートブランド「トップバリュ」 

 イオンのプライベートブランド「トップバリュ」では、お客さまのライフスタイルやその日の

気分にあった商品をご提案します。 

 

 

 

 

 

 イオンの新価値創造ブランド「トップバリュ」では、植物性の素材に  

置き換えた「トップバリュ ベジティブ」シリーズや、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、新しい価値のある   

商品を展開します。 

 オーガニック＆ナチュラルブランド「トップバリュグリーンアイ」  

シリーズでは、オーガニックの野菜や豆乳、ジャムなどを展開する   

「グリーンアイオーガニック」や、資源や環境に配慮した水産物や飼料 

などにこだわった畜産物を展開する「グリーンアイナチュラル」、   

添加物や原材料、成分の使用に配慮した「グリーンアイフリーフロム」

シリーズなど自然と体にやさしい商品を提案します。 

 満足品質ブランド「トップバリュベストプライス」では、日頃よく購入

される食品や日用品を、より良い品質と手頃な価格で提供します。 

    

 

 

 

 食品売場横に、日用品やヘルス＆ビューティ用品を展開することで、ワンストップショッピ  

ングの利便性を提案します。ＭＺ世代のニーズにお応えする商品や、近年増加するペット用品を  

充実させます。 

 

◆今話題のアジアンコスメを展開 

 韓国や中国、タイなどの人気アジアンコスメを２３ブランド※展開します。「ミシャ」     

「ＣＬＩＯ（クリオ）」に加え、リップやアイシャドウが人気の「ｒｏｍ＆ｎｄ（ロムアンド）」、

ラメマスカラで人気の「ＺＥＥＳＥＡ（ズーシー）」、Ｚ世代に人気の“マスクにつきにくい   

クッションファンデーション”の「ＴＩＲＴＩＲ」を展開します。スキンケア化粧品では、   

「ＶＴコスメティックス」や「ドクタージャルト」、「サミュ」など、話題のアジアンコスメを 

幅広く取り揃えます。※ブランド数は予定となります。 

 また、フランス北西部・ブルターニュ地方で誕生した植物の力にこだわるボタニカルビュー  

ティケアブランド「ＹＶＥＳ ＲＯＣＨＥＲ（イヴ・ロシェ）」を提案します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像は全てイメージです。 

毎日の美と健康づくりをサポートするヘルス＆ビューティ 
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◆土日も営業！全国の医療機関の処方せんを受け付けする「イオン薬局」 

 イオン薬局では、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。また、  

処方せんの写真をスマートフォンで送るだけで調剤 

予約ができ、薬の出来上がりを連絡するサービス  

「ポケットファーマシー」を導入します。「ポケット  

ファーマシー」をご利用いただくことで、調剤を待つ間

に買物や食事を楽しむなど、時間を有効にお使い  

いただけます。定期的に血糖値測定会や介護相談会 

などを開催し、お客さまの健康づくりのサポートを 

していきます。 

 

 

◆ペット用品を充実！“自然派フード”“機能性フード”も展開 

 近年のペットフードやペット用品の市場が拡大しているなか、「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するため、無添加・穀物フリーや機能性に     

こだわったペットフードを豊富に展開します。 

 

 

 

 

 イオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」をモールゾーン２階に出店します。  

“みらいをつくるひとを、つくりたい”というコンセプトのもと、マタニティ、ベビー用品から

小学校卒業までに特化した品揃えとサービスで、子育てをサポートします。東濃エリアは３世代

や共働き家族が多いことから、働くママやパパを応援する商品、３世代が楽しい時間を過ごせる

サービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ベビーカーやチャイルドシートを豊富に品揃えし、楽しいお出かけをサポート 

 土岐市は、土岐川や三国山をはじめとする豊かな自然環境や古くからの街並みなど、散歩や  

お出かけに適した場所が多いことから、小さなお子さまを連れてのお出かけに欠かせない  

ベビーカーやチャイルドシートを、国内から海外ブランドまで幅広く品揃えいたします。 

ベビーカーでは、岐阜県のイオン初導入となる、海外ブランド“ｃｙｂｅｘ（サイベックス）”

の「リベル」、チャイルドシートでは“ＲＥＣＡＲＯ（レカロ）”を展開します。 

 

※画像は全てイメージです。 

３世代が楽しく集うイオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」 
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◆インテリアにマッチした室内用品の品揃え、親子団欒の場を提供 

また、おうちで過ごす時間が増加していることから室内・寝具用品も充実させます。 

イオンの東海地区で初となる“ｃｙｂｅｘ(サイベックス)”「ＬＥＭＯ ＣＨＡＩＲ(レモ    

チェア)」を導入するほか、寝具では、赤ちゃんの睡眠を科学的にサポートする「西川」の寝具

を展開します。 

地球環境に配慮した商品として、オーガニックコットンを使った綿１００％のベビー肌着・  

幼児ウェアも展開します。 

◆３世代で楽しめるドキドキ・ワクワクなおもちゃコーナー 

 おもちゃコーナーでは、小学校のプログラミング科目導入で人気の「キッズ用パソコン」や  

お子さまの考える力や豊かな創造性を育む「ＬＥＧＯ®」などの知育玩具を幅広く取り揃える 

ほか、「トミカ・プラレール」のコーナーを展開します。実際に商品をさわって試せる「タッチ

＆トライコーナー」も設置し、親子でお楽しみいただけます。 

◆小学校で必要なアイテムがそろう学童用品や幼児服のコーナー 

 “かるがる背負えてすっぽり入る”イオンの「かるすぽランドセル」や機能性インナー    

「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ」（ピースフィット）の素材を使用したキッズ肌着など、イオンのオリジナル

商品を東濃エリアで初めて展開します。このほか、レイングッズや校内履き、体操服などの  

学童用品を充実した品揃えで年間を通して展開し、入園・入学準備や運動会、プールなど社会

行事で必要な商品についてもシーズンにあわせて展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども服コーナーでは、アクティブなお子さまに最適な人気のスポーツブランドのほか、   

イオンのブランド「ＬＯＶＥＲＡＢＢＹ」や「ＢＬＩＮＧ ＧＩＲＬＳ」を展開します。 

 

◆デジタルを活用した接客や子育て応援アプリ「キッズリパブリックアプリ」 

 店内に設置した「ＡＩカメラ」を活用し、ベビーカーやランドセル

など接客を必要とする商品について、購入を検討して売場に滞在 

されているお客さまを判断し、従業員へ通知することで、近くに  

いない場合でもお待たせすることなく接客できるようにします。 

 

※画像は全てイメージです。 
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 イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリックアプリ」では、妊娠中  

から子育てまでのお役立ち情報や、お買得商品のクーポンなどを配信  

します。さらにアプリ会員は、妊娠中のご自身に関する悩みやお腹の  

赤ちゃん、お子さまの体調などについて、スマホで産婦人科医や小児科医

へ１０分間無料相談できるサービスもご利用いただけます。産前産後を 

通してきれ目のないケアの提供により、ママや子育てファミリー、お子 

さまの健やかな成長をサポートしてまいります。 

 

 当店では、岐阜県初となる０～３歳児向けプレイグラウンド「のびっこ」を併設するアミューズ

メント施設「モーリーファンタジー」も展開し、家族でお買物を楽しみながら快適に安心して  

遊べる“地域の子育ての場”を提案します。 

 毎週土曜日には、キッズリパブリックアプリの提示で、モーリーファンタジーで使用できる 

「よくばりパス１０分お試し券」の配布などの特典やイベントを用意します。 

 

 

 

 

 

 

◆レジに並ばない、レジ待ち時間なしのお支払い「レジゴー」 

 食品売場では、お客さま自身が貸出用スマートフォン、もしくはレジ  

ゴーアプリをダウンロードしたお客さまの端末でお買物しながらスキャン

し、専用レジでお支払いをする「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、買物かごの中の合計金額や  

商品リスト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

繋がります。 

 

◆デジタルサイネージで商品やお買得情報などを発信 

 食品売場内に１１個（予定）のデジタルサイネージを設置しおすすめ商品の紹介やメニュー  

提案、お買い得情報などを発信します。 

 

◆食品から日用品までお届けする「イオンネットスーパー」（１０月１７日承り開始予定） 

 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、生鮮食品や冷凍食品、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。また、ネットスーパーで注文した商品を店頭にて受け取れる「ピックアップ！」

では、車に乗ったまま受け取りができる「ドライブピックアップ！」、店内のサービスカウン 

ターで受け取りができる「カウンターピックアップ！」を導入します。そのほか、実家や離れた 

場所にお住まいの家族など、ご自宅以外の住所へのお届けを選択できる「お届け先変更便」    

サービスも実施します。 

 

 

 

 

 

 

※画像は全てイメージです。 

快適さ・楽しさ・便利さを感じていただける買物体験を提案 
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 イオンの地域貢献型電子マネー「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、地域経済の活性化や環境保全、観光振興にお役立ていただいています。

岐阜県内では３種類の「ご当地ＷＡＯＮ」を発行しています。 

※「ご当地ＷＡＯＮ」のほか、「サッカー大好きＷＡＯＮ」として「大好きＦＣ岐阜 ＷＡＯＮ」も発行しています。 

 

〈岐阜県内で発行している「ご当地ＷＡＯＮ」〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈地域貢献のしくみ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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作られたものを用意します。

日々のお買物のなかで、お客さまとともに持続可能な資源利用を  

すすめ、新しいライフスタイルの定着に向けて取り組んでまいります。 

 

◆シニアのお客さまが安心してお買物を楽しめる店舗を目指して 

 イオンスタイル土岐従業員は開店に向け、厚生労働省が推進する  

「認知症サポーター※養成講座」を受講します。障がいをお持ちのお客 

さまや高齢のお客さまに適切な応対ができる従業員を育成し、誰もが 

安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。 

※「認知症サポーター」とは、認知症について理解し、認知症の人やその家族を温かく 

見守り、できる範囲での手助けをするもので、所定の講座を受講することで認定されます。 

 

◆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、毎月１１日のお買物精算時にお客さまに  

お渡しした黄色いレシートを、店内に設置している投函箱に入れていただくことで、そのレシート

に記載されたお買上げ金額の１％相当の品物を地域に根差したボランティア団体に寄贈する 

取り組みです。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。 

 

※画像は全てイメージです。 

環境・地域社会貢献活動の取り組み 

毎日のお買物で地域を元気に【ご当地ＷＡＯＮ】 

【飛騨高山ＷＡＯＮ】 

飛騨高山のまちづくり

に活用されています。 

【ひだ白川郷ＷＡＯＮ】 

白川郷合掌造り集落の保全等

の活動に活用されています。 

【ぎふすまいるＷＡＯＮ】 

岐阜県の福祉向上に活用

されています。 
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◆環境保全活動を通じて子どもたちの健全な育成を目指す「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、 

環境学習や体験の場を提供する「イオン チアーズクラブ」を各店に   

結成しています。店舗の近隣にお住まいのお子さまたちが集まり、   

イオンの従業員がサポートしながら「環境」に関する様々な活動  

に取り組んでいます。当店でも参加するメンバーを募集し「土岐  

イオン チアーズクラブ」を結成する予定です。 

 

※画像はイメージです。 

 

 

【「イオンスタイル土岐」 店舗概要】 

 

名 称 ： イオンスタイル土岐 

所 在 地 ： 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１３７２番地１（イオンモール土岐内） 

責 任 者 ： 店長 菅原 哲也（すがはら てつや） 

オープン日 ： ２０２２年１０月７日（金） 

売場面積 ： イオンスタイル土岐（食品・Ｈ＆ＢＣ）   約３,４１０㎡  

      キッズリパブリック（モールゾーン２階）  約１,９６０㎡ 

駐車台数 ： 約３,６００台 （イオンモール土岐 共有） 

営業時間 ： 食品         ８:００～２２:００ 

      ヘルス＆ビューティ  ９:００～２１:００ 

      カフェランテ     ９:００～２１:００ 

      イオン薬局      ９:００～１９:００ 

営業時間 ： キッズリパブリック １０:００～２１:００  

営業時間 ：   ※一部売場により異なる場合がございます。 

休 業 日 ： 年中無休 
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【「イオンスタイル土岐」フロアマップ】 

 

１Ｆ スーパーマーケット＆ドラッグ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２Ｆ（モールゾーン）キッズリパブリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※本リリースの掲載画像は全てイメージです。 

【キッズリパブリック】（モーリーファンタジー併設） 

      １０:００～２１:００ 

 食品        ８:００～２２:００ 

 カフェランテ    ９:００～２１:００ 

 ヘルス＆ビューティ ９:００～２１:００ 

 イオン薬局 土岐店  ９:００～１９:００ 

 


