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２０２３年２月６日 
イオンリテール株式会社 

 

地域のくらしによりそいながら、最新の“快適さ”“楽しさ”を提供 

４月４日「イオンスタイル新豊川」グランドオープン  
 

 

イオンリテールは４月４日（火）、「イオンスタイル新豊川」（以下、「当店」）をグランドオー

プンします。当店は、「イオンモール豊川」（愛知県豊川市）の核店舗です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店は、愛知県の南東部、北には本宮山
ほ ん ぐ う さ ん

、南には三河湾と自然豊かな環境であるほか、豊川稲荷や

御油
ご ゆ

の松並木など歴史的建造物も多く、自然と歴史文化が共存するエリアに立地します。また、   

豊川市は東三河地域において、豊橋市に次ぎ人口が多く、かつ唯一人口が増加している都市です。  

３０代～４０代の人口構成比が高く、３世代でお住いの世帯が多いことから、子育て世帯を応援する

商品・サービスをはじめ、鮮度の高い商品や地場商品の展開、地元企業やＮＰＯ団体と連携した   

取り組みなどを通じて、地域のくらしによりそった店づくりを目指します。 

また、当社が進める最新のデジタル取り組みや売場提案を結集し、これまで以上に“快適さ”   

“楽しさ”を感じる施設・サービスを提供してまいります。 

 

■ＴＯＰＩＣＳ 
 

当店は、「自慢したくなる街 自慢したくなるお店 『新しい自分』きっと見つかる…♪」を   

店舗コンセプトに、「心」「親」「新」の３つの“しん”を提供します。 

 「心（しん）」：地域のくらしによりそった商品やサービスの提供 

・高鮮度の商品、地場商品を取り揃えた“地域最大級”の食品売場 

・暮らしの必需品をトータルコーディネートする「ホームコーディ」 

・カジュアルからビジネス・フォーマルまで様々なシーンを提供するファッション売場 

・美と健康を支える最大級の「ヘルス＆ビューティケア」 

 「親（しん）：子育てを頑張るパパとママを応援 

・地域の子育てママ・パパの声を取り入れ“地域最大級”のベビー用品売場を構える 

「キッズリパブリック」 

 「新（しん）」：デジタルとリアルで繋がる、新しい買物体験の提供 

  ・ＯＭＯ（ネットとリアルの融合）で“注文”“受取り”をシームレスに 

  ・「デジタルサイネージ」を活用し、商品のこだわりを伝える新しいプロモーション 

  ・ＡＩによる勤務計画作成や情報共有ツールで従業員の働き方も「スマート化」 

・地域のお客さまと様々なシーンでつながる、新たなコミュニティの場 
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■地元商品を取り揃えた豊富な食品 

東三河エリアの伝統的な食文化を取り入れた総菜や、地場の生鮮品、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。 

 

 豊川・東三河の食を充実 

豊川市は、いなり寿司発祥の地の一つともされおり、市内で

は多くの寿司屋でいなり寿司が販売されています。当店では、 

いなり寿司を「豊川いなり寿司」として地域のブランドとなる

よう取り組むＮＰＯ法人「みんなで豊川市をもりあげ隊」  

賛助会員に入会し、地域の活動にも参加しています。また  

地域の皆さまの声を生かした、イオンオリジナルのいなり 

寿司を開発して展開するほか、定番のいなり寿司に加えて、

黒糖いなり寿司、わさび稲荷寿司を販売します。 

 

冷凍売場では、田原発祥「かつさとカツ丼の具」をはじめ、

うま屋名物「チャーハン」、山本屋本店「味噌煮込みうどん」、

世界の山ちゃん「幻の手羽先」などご自宅で外食有名店の味

を楽しめる商品のラインナップを充実します。 

ご当地餃子では、豊橋 夏目家「和風あん餃子」「丸もち   

餃子」、浜松の「いえやす餃子」「五味八珍
ご み は っ ち ん

」「石松餃子」

など浜松餃子を取り揃えます。 

いなりずし発祥の地ともいわれる豊川で、京都庵「やわらか

京いなり」「江戸前いなり」「わさびいなり」など冷凍いなり

寿司の品揃えも充実します。 

 

イオン最大級で展開する鮮魚対面コーナーでは、地元愛知の

漁港（一色、幡豆、形原漁港）で販売当日に水揚げされた鮮魚

を「朝獲れ鮮魚」として販売します。注文に応じた切り身や

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。また新たな取り組みとして、富山県魚津市から届く  

「日本海の朝どれ鮮魚」を定期的に販売します。早朝に競り 

にかけられた鮮魚を、その日の午後（１３時頃）に店頭に並べ販売します。このほかにも、

当日仕入れの鮮魚をネタにした鮨やお魚惣菜を拡充します。また、「イチビキ」のたれを   

使用した漬魚や「とよかわ鮎」を販売します。 

 

農産売場では、「とよかわブランド」認定の大葉、ハーブ、

ミニトマト、トマト、いちごを販売します。豊川市や東三河

エリアで生産された農産物を取り扱う「ＪＡひまわり」や 

「株式会社ベジライフ」の農産物を展開します。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。） 

【心】地域のくらしによりそった商品やサービスの提供 
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畜産では、愛知県で育てられた「みかわ牛」を常設で販売します。   

「みかわ牛」は認定農場で一年以上肥育され、肉質等級４等級以上、  

県内３食肉市場（名古屋、半田、東三河）より出荷される高品質な肉質

が特徴です。ステーキ用や焼肉用など“ちょっと贅沢”を楽しんで  

いただける食材を展開します。豚肉では、知多半島にある農場で肥育 

された「都築ぽーく」を取り揃えます。 

 

「とみかわや」の和菓子や「ボンとらや」（豊橋市）の和洋菓子、

「寺部食品」（豊川市）の愛知県産有機大豆を使用した豆腐(数量

限定)、西尾抹茶を使用したカップ飲料「薫る抹茶あずき」(数量  

限定)、「ヤマサのちくわ」（豊橋市）など、東三河エリアにある 

企業の商品を豊富に展開します。 

 

世界各国からの直輸入ワインや洋酒、国内有数の日本酒などを取り揃える、お酒

の専門店「イオンリカー」では、三河エリアにある「福井酒造」（豊橋市）、    

「関谷醸造」（設楽町）の日本酒を展開します。またオープンを記念し、福井   

酒造「四海王」の限定醸造酒を数量限定にて販売します。 

また、小さな醸造所で手塩をかけて作られた個性的な  

クラフトビールを拡充し、一例として、豊橋市にある  

「ＴＯＹＳ ＢＲＥＷＥＲＹ」や「ＦＩＶＥ ＶＩＳＩＯＮ 

ＢＲＥＷＥＲＹ」など地元ブリュワリーの商品をはじめ 

約２００品目のクラフトビールを展開します。 

 

 こだわりの総菜や食を展開 

対面方式で量り売りの総菜を提供する「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、「とよかわブランド」と

して認定された“ＪＡひまわりのトマト”を使用した、「カプレーゼ～バジルの香り」や、

「生ハムとトマトの華やかなイタリアンサラダ」などの冷総菜に加え、店内で焼き上げた  

キッシュや、「まんまるハンバーグ」などの温総菜を取り揃えます。また、お好みのメイン

惣菜１品、サイド惣菜２品のおかずを選んでいただく「えらべる！お弁当」を提供します。 

「とり惣亭」では国産鶏を使用し、店内の炭火で丁寧に焼き上げた焼き鳥串を１本から   

利用いただけます。 

 

「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を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
とり惣亭 炭火焼き鳥串 カプレーゼ～バジルの香り ピッツァソリデラ マルゲリータ 
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焼き立てパン専門店「カンテボーレ」では、「毎日手作り」「毎日焼き立て」のおいしさを 

提供します。２０２２年モンドセレクション金賞受賞「バゲットカンテボーレ」は低温   

長時間熟成させることで、小麦本来の味を楽しめ、噛み応えのあるフランスパンに仕上げて

います。「塩バターぱん」は、塩味がまろやかなロレーヌ岩塩を使用し、カリっと、もちっと

した食感が特徴です。その他、地元愛知県の味である味噌を使用した「八丁味噌使用の   

みそカツサンド」に加え、当店から導入する新商品として「みそぱん」も提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷凍パンでは、焼きたてパン専門店「カンテボーレ」より東海エリア限定の新商品を発売  

するほか、冷凍野菜では、「トップバリュグリーンアイ」から新たに国産有機野菜（ほう   

れんそう・ブロッコリー・小松菜）を品揃えしオーガニック商品の充実を図ります。 

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。また、世界各国の食品

を扱う“食のセレクトショップ”として、お客さまに“おいしい”“たのしい”を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンの花専門店「ルポゼ・フルール」を展開します。 

近年、テレワークなどの増加により自宅に花や  

グリーンを飾りたいという方が増えています。  

そこで“季節のお花を飾って日々のおうち時間を 

豊かに”をテーマに、花がある生活を提案します。 

全国屈指のバラの産地である豊川の特性を活かし、

豊川ブランドにも認定されている「豊川ばら」を  

取り揃えるほか、鉢花を自家需要からギフト対応 

まで幅広く提案します。 

 

 

 

 

塩バターぱん 八丁味噌使用のみそカツサンド みそぱん 
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■くらしの必需品をトータルコーディネートする「ホームコーディ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 くらしを快適にするホームファッション売場 

“快適な眠り”を提供する寝具コーナーでは、お値打ちなイオンのブランド「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。全てのマットレス・まくらを    

セルフで気軽にお試しいただけるほか、機能の説明や使い方のアドバイスができる専門知識

を持った接客スタッフを配置し、お客さま一人ひとりに最適な商品を提案します。  

また、毎日の食事を楽しく彩るテーブルデコレーションをはじめ、壁面収納やインナーケース

などの収納用品、アロマやデザイン雑貨など毎日のくらしにちょっとした変化を提供する  

インテリアを充実し、気分のリフレッシュや暮らしやすさの向上をお手伝いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ウェアラブル端末やＩＯＴ家電などを体験できる「スマートライフコーナー」 

デジタルネイティブ世代を中心に支持される、スマートフォン、タブレットなどのモバイル

端末や、スマートウォッチなどのウェアラブル端末、遠隔での操作や呼びかけで操作が可能

なＩＯＴ家電など、最新のデジタル端末や家電を取り揃えた、生活の進化を提案する複合型

売場「スマートライフコーナー」を展開します。 

機器の実演やお試しができる売場となっており、機能や特徴を“体感”いただけます。 

また、仕事や子育てを頑張っている主婦や、その家族を応援する家事の時短家電を提案します。 

調理の時短におすすめの電気圧力鍋や自動調理器、炊事・洗濯の時短におすすめの食器洗い

乾燥機や洗濯乾燥機、掃除の時短に最適なロボット掃除機やスティッククリーナーなど、  

毎日の家事や炊事に役立つ家電を充実させ、仕事や育児に頑張るママとパパを応援します。 
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■カジュアルからビジネス・フォーマルまで様々なシーンを提供するファッション売場 

２階フロアでは、デイリーカジュアルからお出かけ・ハレの日まで毎日のおしゃれを提案する

ファッション・スポーツの売場を展開します。ナチュラルな色調を意識した空間と売場配置に

よる一体感を演出します。 

 「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＋ＳＥＲＶＩＣＥ（セルフ

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ファッションや雑貨、

子供服の販売、衣料品回収などの取り組みを行っています。 

 「ＥＳＳＥＭＥ」はいつまでも「かわいい！すてき！」   

という気持ちを忘れず、自分らしく着こなせるスタイルを 

提案する、フェミニンテイストとトレンド感が特徴のレディス

アパレルブランドです。程よいトレンド感と女性らしさを 

大切にし、素材やシルエットにこだわった着心地の良い服を

提案します。 

 レディスカジュアル売場では、初夏から夏にかけての気温・  

不快指数が高い時期に「ヒンヤリ、サラッとしたソフトな   

肌ざわりが心地いい」快適に過ごせる素材を提案します。   

２０２３年春夏の新商品「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ ＣＯＯＬ」  

シリーズは、夏に最適な素材を使った機能性アパレルです。 

ニットやＴシャツ、ブラウス、パンツを展開します。 

 

 メンズカジュアル売場では、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。 

 またメンズビジネス売場では、オーダースーツの「スタイル

オーダー」を構え、生地・シルエット・ボタンの種類など  

すみずみまでこだわったオリジナルの１着を仕立てます。 

 イオンリテールのスポーツ衣料ブランド「スポージアム」と、

グループで靴販売を担う㈱ジーフットが展開する「ＡＳＢＥＥ 

（アスビー）」のスポーツ・アウトドアシューズが隣接した  

売場を展開し、地域のお客さまの健康促進をお手伝いします。 

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」などのウェアを取り扱います。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。ＡＳＢＥＥでは、ニューバランスの   

スニーカーをはじめ、ランニング・ウォーキングシューズを地域最大級で展開します。 
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■美と健康を支える最大級の「ヘルス＆ビューティケア」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幅広い年代から支持されている韓国発のコスメブランド「ロムアンド」「ＥＴＵＤＥ    

（エチュード）」「ＶＴコスメティックス」をはじめとする話題のアジアンコスメを豊富に

展開します。また、気軽にトレンドメイクが叶う「キャンメイク」「Ｋｉｒｅｉ＆Ｃｏ    

（キレコ）」等のメイクブランド、ネイル、香りのアイテムなど幅広く取り揃え、若い世代

のお客さまも毎日通いたくなる売場を目指します。 

そのほか、ダウンロード数８５０万の美容クチコミアプリ「ＬＩＰＳ」とコラボレーション

した売場を毎月様々なテーマで展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、ヘアケアにおいて、上質感・トレンド感のある

シャンプーで毎日のバスタイムを楽しむ提案として、 

話題の「＆Ｐｒｉｚｍ（＆プリズム）」「ウルリス  

Ｋｉｒａｍｅｋｉ（キラメキ）」「ＹＯＬＵ（ヨル）」

などのシャンプー・リンスを取り揃えます。 

 

 土日も営業！全国の医療機関の処方せんを受付する「イオン薬局」 

イオン薬局新豊川店は、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け付ける年中無休の薬局です。 

東海エリア初のお薬受取ロッカーを設置し、処方せんの受付時に 

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。また、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。 

さらに、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、

お薬のできあ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。ご利用いただくことで、調剤を待つ間にお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のサポートをして

いきます。 

 

※左から「ロムアンド」「ETUDE（エチュード）」「VTコスメティックス」「キャンメイク」「Kirei＆Co（キレコ）」 

「＆Prizm（＆プリズム）」「ウルリス Ｋｉｒａｍｅｋｉ（キラメキ）」 
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■地域の子育てママ・パパの声を取り入れた「キッズリパブリック」 

イオンのベビー・キッズ専門店「キッズリパブリック」では、“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。地域のお客さまよりいただいたご要望の声をもとに、

地域最大級でベビー用品の品揃えを実現しました。 

 

 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 

  豊川市は、「東三河ふるさと公園」や「日本列島公園」など親子で楽しめる自然豊かな遊び

場や広場など、小さなお子さまを連れての散歩や車でのお出かけに適した場所が多いこと 

から、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します。 

  一例として、イオンリテールでは初導入となるＣｙｂｅｘチャイルドシート･ジュニアシート

を用意し､人気海外ブランドの品揃えを充実させます。 

  また､抱っこひもでは､赤ちゃんの体と心を育むＳｔｏｋｋｅ® Ｌｉｍａｓ™ （ストッケ    

リマス）をイオンリテールの東海地区で初めて品揃えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ママ･パパの声をカタチに」 

 ベビー日用品コーナーはオーガニック･無添加など､素材にこだわったベビーフードを揃え､                     

倒れてもこぼれないカップや電動鼻水吸引器など､地域のママ･パパの意見を取り入れた商品

を展開し､子育てをサポートします 

 マタニティコーナーの充実 

体型や体調の変化が大きいマタニティママに向けたサポートケア商品を強化､優しい着装感

と着脱しやすいオーガニックコットンインナーや赤ちゃんのお座りアイテムでも活躍する 

授乳クッションなど幅広く展開､また､帝王切開出産のママに向けた入院準備用品･産後ケア

商品を品揃えし､マタニティ期の負の解消と育児に奮闘するママをサポートする商品を展開

します。 

 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」のコーナーでは、地域最大級の品揃えで、イオンスタイル    

新豊川にしかないオリジナルのプラレールジオラマを設置し、お子さまがワクワクするよう

なコーナーを展開します。また、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。 

 

【親】子育てを頑張るパパとママを応援 

左：Ｃｙｂｅｘ「リベル」    右：Ｃｙｂｅｘ「メリオ」 

いずれもトラベルシステム対応商品。画像はイメージ。 
ストッケ「リマス」（抱っこひも） 
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 お子さまの足の成長に合わせて最適な子供靴を提案するアスビーキッズ 

アスビーキッズでは、お子さまとのお出かけに最適なベビー・チャイルドシューズを地域  

最大級で展開します。地域のお客さまからご要望のあった、ニューバランスやイフミーなど

のファーストシューズにも最適なブランドを取り揃えます。また、売場には足形測定器を  

設置し、お子さまの足に合った靴選びをお手伝いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 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通年で  

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、小学生に人気のスポーツブランドのほか、通学着おしゃれを手軽に

楽しめるイオン専売のブランド「ＢＬＩＮＧ ＧＩＲＬＳ」を展開します。 

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

をサポートします。 

 

 “ゆったり”“あんしん”して使える最新型の「赤ちゃん休憩室」 

授乳やおむつ替えなどに使える「赤ちゃん休憩室」を最新の仕様で展開します。休憩室を  

利用される皆さまに“ゆったり”“あんしん”してお使いいただけるよう、授乳個室として

用意する５部屋はいずれもベビーカーが入るスペースを設け、３部屋は男性も利用可にして

います（うち１部屋が家族で利用できるファミリー授乳室）。また、授乳個室は鍵付きにし、

入口や「キッズリパブリックアプリ」上で空き状況を確認いただけます。 

おむつ交換台の隣には、ベビーカー置き場や荷物台を用意しているほか、オムツ替えシート、  

自動密閉・密封式のおむつボックスも設置するなど、授乳・おむつ替えに必要な設備を揃え

ます。また、離乳食やミルクをあげる簡単な休憩のためのベンチスペースも用意しています。 

 

 

 

 

 

 

おむつ交換台横にベビーカーを停めるスペースを用意。  授乳個室はいずれも鍵付きで、アプリ上で空き状況の確認ができる。 
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■ＯＭＯでシームレスな買物体験を提供 

 “ネットでもリアルでも”自在に注文・受け取りができる“シームレスな買物体験”を提供 

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）を推進するべく、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、「イオンスタイルオンライン」の注文品等もロッカーにて     

受け取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調剤医薬品も宅配する「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、調剤したお薬を宅配する

「調剤おくすり即日便」を承ります。調剤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。 

 

 「おうちでイオン イオンネットスーパー」を展開（４月１１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」を展開します。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、指定時間であればお客さまの都合のよい時間に店頭で受け取れる「ピックアップ！」を

提供します。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。 

 

 

 

 

 

 

 

【新】デジタルとリアルで繋がる、新しい買物体験の提供 
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 用途に合わせて選べるレジ 

携帯端末を使ってお客さま自身が購入商品をスキャンしながら買い回り、精算機ではお支払い

だけで済ませられる「レジゴー」のほか、快適・スピーディに会計できる「キャッシュレス    

セルフレジ」、現金にも対応する「セルフレジ」など、用途やスタイルにあわせて使い分け    

できるレジを用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「デジタルサイネージ」を活用し、商品のこだわりを伝える新しいプロモーション 

 店頭に約６０台のデジタルサイネージを展開し、「旬の

情報」を発信します。また当店では、地域の方の声を  

反映させて開発した創作いなり寿司や、水産売場にて 

名古屋にある鮮魚卸「株式会社寿商店」の２代目    

森朝奈さんによる地元の鮮魚を使った簡単・お手軽  

レシピなど、当店こだわりの情報を発信します。 

 

■ＡＩによる勤務計画作成や情報共有ツールで従業員の働き方も「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域のお客さまと様々なシーンでつながる、新たなコミュニティの場 

 「認知症サポーター※」認定従業員がお客さまを介添え 

イオンスタイル新豊川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。 

精算機ごとに案内表示を設置 レジゴー利用イメージ キャッシュレスセルフレジ 
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 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。 

 

 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

「新豊川イオン チアーズクラブ」を結成する予定です。 

 

 豊川市との「地方創生に関する連携協定書」の締結 

イオンモール株式会社及びイオンリテール株式会社は、豊川市と双方の資源を有効に活用

し、地方創生の深化を図り、役割分担を踏まえながら緊密に連携し、協力して取り組むこと

を目的に「地域貢献連携協定」締結を予定しています。 

 

 

 

【「イオンスタイル新豊川」 店舗概要】 

 

名 称 ： イオンスタイル新豊川 

所 在 地 ： 〒４４２－０８４８ 

愛知県豊川市白鳥町兎足１－１６（イオンモール豊川内） 

責 任 者 ： イオンスタイル新豊川 店長 松谷 誠吾（まつたに せいご） 

オープン日 ： ２０２３年４月４日（火）グランドオープン 

売場面積 ： 約１１,３００㎡ 

駐車台数 ： 約３,０００台 （イオンモール豊川 共有） 

営業時間 ：１Ｆ  食品売場         ８:００～２２:００ 

          イオン薬局      ９:００～２０:００ 

          その他        ９:００～２２:００ 

      ２Ｆ ファッション    １０:００～２１:００ 

      ３Ｆ ホームコーディ   １０:００～２１:００ 

         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 

   

※本リリースの掲載画像は全てイメージです。 

 


