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２０２２年１０月１４日 
イオンリテール株式会社 

 

都市部の快適な買物とくらしを提案する“体験型ライフスタイル店舗” 

１１月２２日「イオンスタイル東淀川」グランドオープン 
 

イオンリテールは１１月２２日（火）、大阪市東淀川区に「イオンスタイル東淀川」（以下、

当店）をグランドオープンします。 

当店は近隣地域にお住いの３０代～４０代のファミリーや単身世帯を中心に、当社最新の売場

とサービスを通じて“ワンストップで買物できる便利さと楽しさ”を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階フロアは地域の生鮮食品や自社開発の惣菜、豊富な冷凍食品などを扱う食品売場と日用品

や化粧品、医薬品などを扱うドラッグ売場を展開し、２階フロアには仕事着・お出かけ着（オン）

と普段着（オフ）の両方に対応するファッション売場と、都市部での暮らしに便利な収納用品を  

はじめ、寝具や生活雑貨などで快適な居住空間を提案する「ホームコーディ」を展開します。 

このほか、イオンの自転車専門店「イオンバイク」やこだわりのコーヒー豆と世界の食品   

専門店「カフェランテ」、地域発の商品や世界各国から厳選したクラフトビール、ワイン、    

日本酒などを展開する「イオンリカー」、スペシャルティコーヒーを提供するカフェ「タリーズ」

など１０の専門店が出店します。 

さらに、買物しながらスキャンができ、レジ待ち時間を解消する「レジゴー」を展開するほか、  

「ＡＩカメラ」を活用した買物環境の向上、ネットスーパーと３つの即日便など、便利な買物を   

サポートするさまざまなサービスを展開します。 

 

イオンスタイル東淀川の特長 

 豊富な食品と日用品・化粧品・医薬品が揃う「フード＆ウエルネス」 

 「オン」と「オフ」両方に対応するファッション売場と、 

快適な住まいを提案する「ホームコーディ」 

 環境配慮の売場・商品で「サステナブルな買物」の提案 

 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 

 「ＡＩワーク」「ＭａＩボード」を活用し、従業員の働き方もスマート化 
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快適な都市部の買物とくらしを提案する“体験型ライフスタイル店舗” 

 豊富な食品と日用品・化粧品・医薬品が揃う「フード＆ウエルネス」 

１階食品売場では、大阪の岸和田漁港からの鮮魚を中心とした対面売場や地場野菜といった

地域商品に加え、単身層も楽しめる充実の焼肉コーナー、できたてを提供する鉄板焼きなど

も用意します。また、健康志向に対応したオーガニック商品を充実します。さらに、日用品・

化粧品・医薬品が揃うドラッグの売場を展開することで、毎日の買物を“ワンストップ”で

済ませられるフロアを目指します。 

 「オン」と「オフ」両方に対応するファッション売場と、 

快適な住まいを提案する「ホームコーディ」 

２階には、仕事着に使える「ビジネスカジュアル」と、お出かけやアクティビティに対応   

した「ベーシックカジュアル」「スポーツウェア」を取り扱うファッション売場、都市部で

のくらしに対応する収納用品や寝具、生活雑貨などを取り扱い、快適な住まいを提案する 

「ホームコーディ」を展開します。 

 環境配慮の売場・商品で「サステナブルな買物」の提案 

買物から未来を考え、地球環境に与える負荷の少ない選択ができるよう、持続可能（サステ

ナブル）な視点で生まれた商品を取り揃えます。適切に管理された漁業や養殖業で生産された

水産物の国際認証「ＭＳＣ」「ＡＳＣ」商品、循環型プラットフォーム「Ｌｏｏｐ(ループ)」

の商品、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、オーガニックコットンや

リサイクル素材など、環境に配慮した素材を使った衣料品などを展開します。 

 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 

食品売場では、携帯端末で商品をスキャンしながら買物し、専用レジでお支払いする「レジ

ゴー」を展開します。「レジ待ち時間」の多くを解消できるほか、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買物できます。 

また、ネットスーパーでの近隣配送に対応するほか、徒歩や自転車で来店されるお客さまに

便利な「即日便」のサービスを展開します。食品・日用品のほか、近畿では初となる「調剤 

おくすり即日便」、寝具・収納用品などの即日便にも対応します。 

 「ＡＩワーク」「ＭａＩボード」を活用し、従業員の働き方もスマート化 

勤務計画の自動作成システム「ＡＩワーク」を活用し、計画業務を減らしサービス向上に  

つなげるほか、従業員は自身のスマートフォンから勤務希望の提出や勤務シフトの確認が 

でき、より快適なワークスタイルとなります。さらに、情報共有ツール「ＭａＩボード」を

使い、リアルタイムの情報に基づいた適切な売場運営を行うとともに、チーム力を高め、  

ムリ・ムダ・ムラを減らしたスマートな働き方につなげます。 

 

【商圏の特徴】 

大阪市東淀川区は、新大阪駅から東側、淀川からは北側に位置し、梅田駅をはじめ大阪中心部

へのアクセスも良く、ベットタウンとして人気のエリアです。当店が立地する場所はＪＲ淡路

駅から徒歩約８分、阪急淡路駅や上新庄駅からも徒歩約１０分圏内で、西側に府道１４号、  

東側に１６号と電車でも車でもアクセスしやすく、隣接地では大型マンションの建設も予定 

されるなど、今後も多くの転入が見込まれています。 

また、淀川の河川敷に近く、ウォーキングやジョギング、サイクリングといったアクティ   

ビティの機会にも恵まれているほか、近場へのお出かけや散歩などに使えるカジュアルウェア

のニーズも見込まれます。 
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□大阪産・大阪発の「食」を充実 
大阪中央市場より仕入れた旬の野菜を毎日提供するほか、 

大阪府内で丹精込めて育てられた「ほうれん草」や「こまつな」

「みずな」、ＪＡ大阪泉州の「水なす」など地場野菜を取り  

揃え、じもの野菜のコーナーを展開します。 

 

鮮魚コーナーでは、岸和田漁港で水揚げし直送した鮮魚や、 

全国各地で水揚げされた鮮魚を対面で販売し、お客さまの 

要望に合わせたおいしい食べ方を提案するとともに、三枚 

おろしやお造りなどの調理サービスも承ります。 

このほか、和歌山・淡路島・京都舞鶴といった近畿の漁港の 

旬の鮮魚も取り揃えます。 

仕入れた鮮魚を使ったボリュームあるネタが特長の魚屋の 

お鮨のほか、刺身や煮魚、焼き魚などの惣菜も用意します。 

 

鉄板焼きコーナーでは、店内にて鉄板を使用し調理した、大阪

のソウルフードである粉もんの「お好み焼き」「焼きそば」  

「いか焼き」をはじめ、だしにこだわったふんわり柔らか食感

の「だし巻き玉子」、鉄板で焼き上げた香ばしく本格的な  

「炒飯」などを提供します。 

 

 東淀川区豊里に本店を構える創業６０年の「菓匠あさだ」の  

名物「天下みかさ」と「金色黒虎」を取り扱います。「天下 

みかさ」は厚みのあるソフトな皮にたっぷりの大納言小豆の

粒あんをあわせたどら焼きです。「金色黒虎」は、風味豊か

な焼き黒糖を使ったしま模様の生地にカスタードクリームを 

あわせた“とら焼き”です。 

 

 

大阪府民におなじみの“ロングセラーなお菓子”コーナーを展開します。 

「ハリスフーセンガム」で一世を風靡したハリスの子会社「コリス」の１９７３

年発売の“音が鳴る画期的なお菓子”「フエラムネ」、面白ガムでお馴染みの   

「そのまんまフーセンガム」や、「楽しくなくてはお菓子じゃない」をモットー

にしているオリオン株式会社の昔懐かしの「ココアシガレット」や「ミニコーラ」

などを集め、コーナー展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊富な食品と日用品・化粧品・医薬品が揃う「フード＆ウエルネス」 
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パン売り場では、店舗近隣の「神戸屋」の協力を  

得て、神戸屋従業員様おすすめ商品のご提案や、  

工場より出来立ての商品を直送し提供いたします。

また食卓を彩る食事パン「パン・ド・カンパーニュ」

「チーズカンパーニュ」をオープン期間限定商品 

として提供します。 

 

キムチ売場では、鶴橋のキムチを品揃えいたします。白菜や胡瓜などの人気のキムチから、長芋や

山くらげなど、鶴橋ならではキムチを小容量の食べきりサイズにて提供します。 

□手軽でおいしい充実の食スタイル 

量り売りの惣菜を提供する「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、「カプレーゼ～バジルの香り」や「生ハムと 

トマトのイタリアンサラダ」などの冷惣菜、店内で焼き上げた

キッシュや「まんまるハンバーグ」などの温惣菜を取り揃え、

対面で提供します。また、お好みのメイン惣菜１品、サイド 

惣菜２品のおかず３品をお選びいただける「えらべる！   

お弁当」を提供します。（毎日１１時～１８時） 

 

 「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。 

 

□国内外の優良産地から豊富に取り揃えた精肉コーナー 

「トップバリュセレクト匠和牛」は優良な生産者を厳選指定し、安定した高品質のおいしさを

味わっていただくために一頭一頭大切に育てられた国産黒毛和牛です。一頭仕入れにより、  

トモサンカクやイチボなどの希少部位や、はらみ・タンといった内臓肉まで幅広く取り扱います。 

また、安全・安心にこだわり抗生物質や合成抗菌剤などを一切使用せずに育てた「トップ   

バリュ グリーンアイナチュラル」の「タスマニアビーフ」や「ナチュラルポーク」、環境に   

配慮し食品トレー不使用の商品や、薄切り・角切りなどカットした商品も取り揃える「純輝鶏」

に加え、有機ＪＡＳ認証を取得したオーストラリアの広大な指定農場で放牧し、牧草だけで  

のびのびと育てた柔らかな肉質が特長の「オーガニックラム」を用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像は全てイメージです。 
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□オーガニック商品を提供 

オーガニック野菜は、健康志向や環境配慮への関心の   

高まりを受け、この５年で当社では売上高は約２.５倍   

に伸長するなど品揃えの充実が求められています。 

当店ではイオンのオーガニックブランド「トップバリュ 

グリーンアイオーガニック」に加え、「ビオセボン」※

独自調達の加工食品を展開します。 

※：「ビオセボン」は、「オーガニックを日常に」をテーマに   

品揃えした、パリ発のオーガニックライフスタイル・  

スーパーマーケットです。東京・神奈川に２８店舗、オン

ラインストアを展開中。（２０２２年１０月１４日現在） 

 

□冷凍食品の提案型売場の展開 

日常使いから名店メニューまで、冷凍食品への注目が

ますます高まるなか、当社は提案型の冷凍食品売場を

展開します。食材や調理方法にこだわった“本物の味”

をご家庭で楽しめる「ロイヤルデリ」商品をはじめ、

関西の本格韓国料理店「李朝園」から人気の韓国  

メニューを、さらには全国各地で人気の冷凍餃子を 

提案してまいります。また関西名物お好み焼きでは 

奈良県産小麦、京都府産九条ねぎを使用した「ぼっかけ

ねぎ焼き」を期間限定商品として展開します。 

 

□こだわりの食の提案 

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）」は、日本  

を含む世界約６０カ国から、約３,０００種類の食品を集めた“食のセレクトショップ“です。 

オリジナルのブレンドを含め約３０種類のコーヒー豆を取り揃えるほか、近畿エリアのカフェ

ランテショップでは最大級の韓国食材も品揃えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 お酒の専門店「イオンリカー」では、大阪発のクラフトビール「箕面ビール」「國乃長ビール」

をはじめとする世界各国のクラフトビールや厳選されたイオン直輸入ワイン、日本酒も数多く

取り揃えます。 

 

□イオンの花売場「Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｇａｒｄｅｎ（フラワー＆ガーデン）」 

 “季節のお花を飾って日々のおうち時間を豊かに”“大切な方を笑顔にするプレゼントとして”

お花がある生活を提案します。お客さまがお好みのお花を楽しみながら１本から選べる花売場

です。日本一の生産量を誇る和歌山県御坊市のスターチスなど、季節や時期に合わせた    

さまざまな切花、植物を取り扱います。 

 

 

 

※画像は全てイメージです。 
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□毎日の美と健康をサポートする「グラムビューティーク」 

 

 

 

 

 

 

 

大阪中心部にほど近く、接客業に従事する方の比率も多いことから、スキンケアやアジアンコスメ、

メンズ化粧品を豊富に取り扱います。「オバジ」や「ＮＯＶ」「クリアフル」などのアイテムを取り

入れるほか、「ロムアンド」や「エチュード」「ＶＴコスメティックス」といったアジアンコスメ

も展開します。そのほか、ダウンロード数８５０万の美容クチコミアプリ「ＬＩＰＳ」とコラボ  

した売場をコーナー化し、ＭＺ世代から親世代まで幅広いニーズにお応えします。メンズ化粧品で

は「オルビスＭｒ.」や「バルクオム」など、男性ならではの肌悩みに対応した商品も展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

また、ケア用品においては、上質感あるシャンプーで毎日の体と心を

癒す提案として、「ＹＯＬＵ
ヨ ル

」の「カームナイトリペアシャンプー」や

「ＬＵＸ」の「バイオフュージョン」、「＆ｈｏｎｅｙ」のシャンプー・

リンスなどを取り揃えます。 
 

□土日も営業！全国の医療機関の処方せんを受付ける「イオン薬局」 

 「イオン薬局東淀川店」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付ける年中無休の薬局です。 

近畿初のお薬受取ロッカーを設置し、調剤の受付時にロッカー受取を

選択いただくと、営業時間内は好きな時間に受け取りができます。  

同じく近畿初の取り組みとして、医師が処方したお薬をご自宅まで 

お届けする「調剤おくすり即日便」も展開します。 

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、

お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」も展開

します。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。 

このほか、薬剤師などの専門家による健康イベントとして、血糖値測定

会やお薬相談会などを開催し、お客さまの健康づくりをサポート  

します。 

左上から「オバジ」「ロムアンド」「エチュード」「オルビスＭｒ.」 

左下から「ＮＯＶ」「ＶＴコスメティックス」「クリアフル」「バルクオム」 

※画像は全てイメージです。 
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２階の暮らしの品と衣料品のフロアでは、都市部の生活における「オン」（仕事着・おでかけ着）

と「オフ」（普段着・運動着）に対応する衣料と、快適な住まいを提案する「ホームコーディ」を    

展開します。 

ファッション売場では、仕事着に使える「ビジネスカジュアル」と、お出かけやアクティ    

ビティに対応した「ベーシックカジュアル」「スポーツウェア」を取り扱い、「ホームコーディ」

では都市部でのくらしにフィットする、壁面収納や重ねて使える収納用品、寝具、生活雑貨などを

提案します。 

 

□都市部のくらしのオンとオフ両方に対応するファッション売場 

「ＥＳＳＥＭＥ」（エシーム）は、フェミニンテイストとトレンド

感が特長のレディスブランドです。季節やトレンド感を取り入れ

ながら、素材・シルエットにこだわった商品を展開します。 

  

「自然のままの優しい暮らし」を提案するイオンのエシ

カルファッションブランド「ＳＥＬＦ(セルフ)＋ＳＥＲ 

ＶＩＣＥ (サービス)」は、サステナブル（持続可能）な  

社会を実現するため、おしゃれを楽しみながらエシカル

なコトに参加できるブランドです。オーガニックコット

ンやリサイクル素材など環境に配慮した素材を使ったレ

ディス＆キッズファッションや雑貨の販売、衣料品リサ

イクル回収などの取り組みを行っています。 

インナー売場では着心地にこだわった価値あるアイテムを展開します。機能性インナー   

「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ」シリーズやリカバリーウェア「セリアント」などのトップバリュ商品をは

じめ、トレンドを押さえたランジェリー、ソックスも取り揃えます。 

メンズ売場では、トラッドテイスト「ＰＯＬＯ(ポロ)」をトータルコーディネートブランドとして 

 展開します。長く着られる飽きのこない商品をオン・オフでも着用できるファッションとして提案

します。 

 

 スポーツウェアやフィットネスグッズを扱う  

「スポージアム」では、「ナイキ」や「アディダス」

などスポーツブランド商品を展開するほか、   

アウトドアブランドの「モンベル」「ロゴスパーク」

などの防寒ウェアを取り扱います。また、地元  

企業である「ミズノ」の商品をコーナー化し、   

ジョギングやウォーキングでの利用シーンを  

展示などで提案します。 

 さらに、ヨガウェア「ソフトタッチブラトップ」

「レギンス」を展開するほか、自宅で気軽に取り 

入れられる軽トレーニングやマッサージのグッズも用意します。 

 

 

 

「オン」「オフ」両方に対応するファッションと、快適な住まいを提案する「ホームコーディ」 

※画像は全てイメージです。 
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□充実した寝具、テーブルウェア、収納用品で快適な都市部のくらしを提案 

“快適な眠り”を提供する寝具売場では、マットレスやまくら

など、あらゆる寝具をお試しいただけます。お値打ちな  

イオンの「ホームコーディ」商品を中心に、人気のブランド

寝具まで取り揃えます。また、機能の説明や使い方のアドバ

イスができる接客スタッフを配置し、ストレスなく買物でき

る寝具売場を展開します。 

テーブルウェアの売場では、ランチョンマットやカトラリー、

花瓶など食卓にアクセントをつけるアイテムを充実します。 

また、白磁と透明感のある藍色が特長の「波佐見焼」を展開し、

こだわり消費のニーズにもお応えします。また、食卓シーンを

想像しながら買物いただけるよう、色調やテイスト、季節ごと

のコーディネート提案をします。 

収納用品・整理整頓小物では、マンションやワンルームなど、

限られたスペースを最大限活用できるよう、壁面収納・重ねて

使える収納用品（モジュール収納）の取り扱いを強化します。 

 友人を招いた際にもすっきりとした印象を残す“見せる収納”

に役立つアイテムを取り揃えます。 

 

 

 

□「未来が変わる選び方」環境に配慮した商品を提案 

買物から未来を考え、地球環境に与える負荷の少ない選択

ができるよう、持続可能（サステナブル）な視点で生ま  

れた商品を取り揃えます。 

使用済み容器を回収して“くり返し使う”循環型プラット

フォーム「Ｌｏｏｐ(ループ)」を展開するほか、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。 

また、適切に管理された漁業の国際認証である「ＭＳＣ  

認証」と養殖業の「ＡＳＣ認証」の商品のほか、地球にも、 

健康にも優しい“植物由来”のトップバリュ「Ｖｅｇｅ  

ｔｉｖｅ(ベジティブ)」シリーズを展開します。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

環境配慮の売場・商品で「サステナブルな買物」の提案 

ＡＳＣ認証取得のトップバリュ商品の一例として、ノルウェー北部の大自然のなか無投薬で  

育て、一度も凍らせずに空輸した“ごちそう”として堪能できるサーモンを展開します。 

生育管理はもちろん、身の発色や脂乗り、凍らせないなめらかな食感にこだわったサーモンの 

おいしさをお届けします。 

 

 

※画像は全てイメージです。 
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□新たな買物体験と、買物時間を短縮する「レジゴー」 

 食品売場では、お客さま自身が携帯端末で買物しながらスキャンし、 

専用レジでお支払いをする「レジゴー」を展開します。精算機の前で商品

をスキャンする必要がないため、レジ待ち時間の多くが解消されるほか、 

買物かごの中の合計金額や商品リストを確認しながら買物できるため、

買い忘れ防止にも繋がります。 

 さらに、マイバッグをかごに取り付ければ、精算後に買物袋に詰め   

替えることなく、お買上商品を持ち帰ることができます。 

 

 

□「キャッシュレス専用セルフレジ」を近畿初導入 

キャッシュレスでの決済が広がっているなか、キャッシュレス専用のレジを  

設けることで、より快適に、スピーディに会計できる環境をつくります。 

クレジットカードやＷＡＯＮなど、キャッシュレスのお支払いに対応した 

「キャッシュレス専用セルフレジ」を４台導入します。※ 

 従来のセルフレジに比べ、画面を縦長にすることで表示を大きくし、見やすい  

仕様にしています。 

 ※一部、お使いいただけないキャッシュレス決済もございます。 

 

□店内カメラをＡＩが分析し、お待たせしない接客につなげる「ＡＩカメラ」  

 店内に設置した「ＡＩカメラ」（固有名称：Ａｉｔｔｅｎｄ
ア イ テ ン ド

）を活用し、より良いお買物環境の

提供を目指します。一例として、接客を必要としているお客さまをＡＩが検知し、従業員に  

知らせることでスムーズなお声かけが実施できるようにします。また、レジでの年齢認証への

活用や在館人数の把握のほか、動線分析による快適な買物環境の構築につなげます。 

 

□商品・売場の魅力を最大化「デジタルサイネージ」 

 食品売場に設置した１８台のデジタルサイネージにて、旬の商品やサービスの情報や自社開発の 

総菜などの情報発信に加え、地域に根差した情報を発信します。 

 

□食品から日用品までお届けする「イオンネットスーパー」  

 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！」、店舗に設置されているロッカーで受け取れる「ロッカーピック  

アップ！」を導入します。このほか、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。 

 

 

 

 

 

 

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 

※画像は全てイメージです。 
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□“ネットでも、リアルでも”自在に注文・受け取りできる“シームレスな買物体験” 

通信端末の普及やライフスタイルの変化に伴い、買物の仕方も多様化しています。当社は、ＯＭＯ 

（オンラインとオフラインを融合する取り組み）を推進するため、ネットと実店舗の垣根を感じる   

ことなく注文・受取りができる仕組みの展開を目指します。 

当店では、店内のピックアップカウンターが総合窓口となり、ネットスーパー注文品のほか、ＥＣ

サイト「イオンスタイルオンライン」の注文品、そのほか予約商品の受け取りと、即日便の受付に  

対応します。 

また、ＥＣサイト「イオンスタイルオンライン」の注文品等もロッカーで受け取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□西日本初、３つの「即日便」を実施 

徒歩や自転車でご来店のお客さまや高齢の方が便利に 

使える、店頭でのお買い上げ品の配送サービス「イオン

の即日便」を実施します。徒歩や自転車の利用が高いと見

込まれる当店では、通常の食品・日用品のお届けのほか、  

処方したお薬の宅配をする「調剤おくすり即日便」、寝具

や収納用品などくらしの品を宅配する「くらしの即日便」

と、３種類の即日便を承ります。 

 おくすり即日便では、オンライン服薬指導と組み合わせる

ことで、店頭に行かずにご自宅で薬を受け取ることが  

できます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店は、勤務計画の自動作成システム「ＡＩワーク」を活用し、計画業務を減らしサービス向上に

つなげるほか、従業員は自身のスマートフォンから勤務希望の提出や勤務シフトの確認ができ、より

快適なワークスタイルとなります。 

さらに、情報共有ツール「ＭａＩボード」を使い、リアルタイムの情報に基づいた適切な売場運営

を行うとともに、チーム力を高め、ムリ・ムダ・ムラを減らしたスマートな働き方につなげます。 

 

 

「ＡＩワーク」「ＭａＩボード」を活用、従業員の働き方もスマート化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※画像は全てイメージです。 
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１階には、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」が出店します。世界各国より厳

選した豆を使用、最高の品質を追求し、一杯一杯手作りで提供する本格的なエスプレッソを気軽にお

楽しみいただけるほか、スイーツやホットミールなど、コーヒーによく合うフードメニューも充実し

ています。 

 また、イオンの自転車専門店「イオンバイク」では、「日常生活のお手伝い」をコンセプトに、    

普段使いに活躍するシティサイクル、電動アシスト自転車をはじめ健康ニーズや通勤・通学の手段と

して注目されているスポーツサイクルも取り揃えます。スポーツサイクルでは、日本人向けに開発 

したイオンバイクオリジナルブランド「ＫＡＧＲＡ（カグラ）」を展開するなど、厳選した品揃えで   

「お客さまにぴったりの１台」を提案します。さらに、他店で購入された自転車の修理も承ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２階には、「素材の良さ」「鮮度」を追求したイタリア料理チェーン「サイゼリヤ」や高品質・    

高機能の日本製を中心に取り揃える眼鏡の「パリミキ」のほか、美容室やクリニック、保険相談の  

「ほけんの窓口」や洋服お直しの「ママのリフォーム」と多様なサービス専門店が出店します。 

 

 「美容室 ＮＹＮＹ イオンスタイル東淀川店」では、【ｍｅｅｔ ｎｅｗ ｍｅ.】（新しい自分に  

出会えるサロン）をコンセプトに、お客さまにフィットする今までにないヘアデザインを提案します。 

 整体・整骨院「ＷＡＬＫ」では、人生１００年時代にいつまでも健康で美しく歩き続けるカラダを

サポートし、整体・靴・ドイツ式フットケアで悩みの総合的な解決を目指します。 

 歯科医院「東淀川ひかり歯科クリニック」では、ＣＴやマイクロスコープ等の最新設備を完備し、

専門的な治療にも対応します。また、仕事帰りにも通院しやすいよう、平日は夜２０時まで、土日は

１９時までの診療時間を設けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

生活をもっと便利に。ワンストップでニーズにお応えする専門店 

※画像は全てイメージです。 

サイゼリヤ 美容室 ＮＹＮＹ 整体・整骨院 ＷＡＬＫ 

ほけんの窓口 東淀川ひかり歯科クリニック ママのリフォーム パリミキ 

タリーズコーヒー イオンバイク 



12 

 

 
 
 
 

□イオンの電子マネー「ご当地ＷＡＯＮ」で地域貢献 

２００９年より、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。大阪府内では１０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「大好きガンバ大阪 ＷＡＯＮ」「大好き       

セレッソ大阪 ＷＡＯＮ」も発行しています。 

＜大阪府内で発行している代表的な「ご当地ＷＡＯＮ」＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□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「イオンチアーズクラブ」を結成します。 

 

□イオンの環境保全・社会貢献活動「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

 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「ふるさとの木」の苗木を

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１０月８日

(土)、地域のお客さまなど約３００人により、東淀川区の花「コブシ」をはじめ「アラカシ」   

「イロハモミジ」「カンツバキ」など、約５０種類の樹木の苗木を約２,４００本       

植樹しました。 

 

【大阪ミュージアムＷＡＯＮ】 
大阪府の「大阪ミュージアム基金」に寄付され、  

大阪のまちの魅力づくりを応援します。 

累計寄付金額 約７,１５０万円（２１年４月時点) 

累計発行枚数 約１８０,０００枚（２２年８月末時点） 

 

 

 

※画像は全てイメージです。 

地域のみなさまとともに、環境社会貢献活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ービスの提案 

【大阪ＷＡＯＮ】 
大阪市を元気にする市民活動の推進に活用されます。 

累計寄付金額 約１,２７０万円（２１年４月時点） 

累計発行枚数 約３６,０００枚（２２年８月末時点） 
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□イオン・デーの取り組み 

 イオンでは「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という   

基本理念のもと、かねてより“企業市民”として地域のお客さまとともに様々な環境保全活動

に取り組んでまいりました。 

 ２００１年８月にジャスコ株式会社からイオン株式会社へと社名変更したことを機に、毎月 

１１日を「イオン・デー」と制定、企業理念の道しるべである“日々のいのちとくらしを「夢の 

ある未来へ」”という「イオン宣言」を地域社会に具現化すべく「エコロジー（環境）」と     

「ローカル（地域還元）」をテーマに、全従業員が地域への貢献活動を行なう日としています。 

 

 ［イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン］ 

毎月１１日の「イオン・デー」に、お客さまが受け取られた黄色いレシートを、地域の    

ボランティア団体名の書かれたボックスに投函いただくことで、レシート合計金額の１％ 

相当の品物を各団体に寄付します。 

 

 

 

 

 

 

 

［クリーン＆グリーン活動］ 

１９９１年４月２９日の「緑の日」から、イオンは「クリーン＆グリーン」キャンペーンを

展開しました。このキャンペーンは、グループ企業の社会貢献活動を社員のボランティア  

活動に発展させたものです。 

クリーン活動とは、単なる清掃活動ではなく「心のクリーン」すなわち自ら進んで行う社会

奉仕活動と意義づけています。また、グリーン活動は植樹活動を含め、自然環境の保全とい

った幅広いとらえ方をしております。 

１０月８日(金)に開催したイオンスタイル東淀川における「イオン ふるさとの森づくり」 

植樹祭を契機として、北大阪エリアの「イオンモール」「イオンスタイル」「イオン」を    

中心に、行政・地元自治会・ＮＰＯ団体等と連携し、さらに活動を拡大してまいります。 

 

 

□デジタルサイネージインフォメーション 「わが街ＮＡＶＩ」で地域情報を発信 

地域の皆さまと連携した取り組みを実施し、お客さまへの情報発信 

を行う手段の一つとして、行政情報や地域情報など、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。東淀川区からのお知らせや自治体などの地域情報を閲覧   

いただけます。 

 

 

 

 
※画像は全てイメージです。 
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【イオンスタイル東淀川 施設概要】 

 

店 舗 名 称 ： イオンスタイル東淀川 

所 在 地 ： 大阪府 大阪市 東淀川区 豊新 ２丁目 １２－３ 

責 任 者 ： イオンスタイル東淀川 店長 西嶋
にしじま

 賢一
けんいち

 

開 店 日 ： ２０２２年１１月２２日（火） 

売 場 面 積 ： 約９,７４６㎡（直営売場：約８,８１３㎡、専門店：約９３３㎡） 

建 物 構 造 ： 鉄骨造 地上３階建（３階・屋上駐車場） 

駐 車 台 数 ： 約 ３８０ 台（１階平面 約３０台・３階 約１５０台・屋上 約２００台） 

駐 輪 台 数 ： 約 ７００ 台 

専 門 店 数 ：    １０ 店舗 

営 業 時 間 ： イオンスタイル東淀川 １Ｆ 食品・日用品（薬局除く） ８:００～２３:００ 

               イオン薬局（調剤薬局）  ９:００～２１:００ 

                  ２Ｆ 衣料・暮らしの品    ９:００～２２:００ 

専門店                   １０:００～２１:００ 

※専門店の営業時間は店舗により異なります。店舗ＨＰをご参照ください。              

休 業 日 ： 年中無休 

商 圏 ： ２ｋｍ圏 約８.６万世帯 約１５万人 

 

【イオンスタイル東淀川 専門店一覧】 

１Ｆ 

ＮＯ 店名 業種 

１ タリーズコーヒー カフェ 

２ イオンバイク 自転車 

３ カフェランテ／イオンリカー※ 食品／酒類 

２Ｆ 

４ サイゼリヤ レストラン・カフェ 

５ パリミキ 眼鏡 

６ ＮＹＮＹ 美容室 

７ ほけんの窓口 保険相談 

８ 東淀川ひかり歯科クリニック 歯科医院 

９ ＷＡＬＫ 整体・整骨院 

１０ ママのリフォーム リフォーム（お直し） 

 

※：「カフェランテ」「イオンリカー」は複合型ショップの形態となり、１店舗とカウントしています。 
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【イオンスタイル東淀川 店舗周辺図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イオンスタイル東淀川 フロアマップ】 

 

※フロアマップは１０月１４日時点の情報となります。今後変更となる場合がございます。 

 

イオンスタイル東淀川 


