
 

２０２１年５月１９日 

イオンタウン株式会社 

株式会社アクアイグニス 

 

 

毎日のくらしにちょっと特別な時間をプラスオン 

「イオンタウン吉川美南」 

６月１２日（土）ＡＭ１０：００増床オープン！ 
 

 

 イオンタウン株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：加藤久誠）は、６月１２ 

日（土）埼玉県吉川市美南にショッピングセンター「イオンタウン吉川美南（よしかわみなみ）」 

（以下：当ＳＣ）の増床区画（以下：東街区）をオープンいたします。 

当ＳＣは、２０１３年１１月に開店した区画を１期（以下：ＡＮＮＥＸ）、２０１７年９月に  

開店した区画を２期（以下：西街区）として開発を進めており、この度３期として東街区を増床  

オープンいたします。当ＳＣは２０１２年３月にＪＲ武蔵野線の新駅として開業した吉川美南駅の 

駅前に位置しており、東京駅への直通列車も通り、都心部へのアクセスに恵まれたエリアです。 

都心で働く方々のベッドタウンとして、今後ますます人口の増加と街の発展が見込まれています。 

３期では、アクアイグニスの「癒し」と「食」のゾーンや、ウエルネスな生活を楽しくサポート 

する専門店などを中心に、地域の皆さまのくらしをちょっと特別にする、新たなライフスタイルを 

ご提案してまいります。 

 

【ＴＯＰＩＣＳ】 

◆関東初出店！「癒しと食の複合温泉リゾート～アクアイグニス～」 

地下１，５００ｍから湧出する天然温泉にフードコートを併設する温浴施設、有名シェフ監修の 

「食」をご提供するフードゾーンの「アクアイグニス」が関東地区に初出店いたします。 

 

◆地域の皆さまの健康的な生活をサポートするアクティブ・ウエルネスゾーン 

  プール、スタジオ、ジムなどを併設した総合型スポーツクラブが出店。また、屋上には 

フットサルコートを設置し、お子さま向けのサッカースクールを開講するなど、地域の方々の  

アクティブでウエルネスな生活を楽しくサポートいたします。 

 

◆日常のくらしをサポートする多彩な専門店 

埼玉県初出店の飲食店や食のセレクトショップ、ホームファッションストア、ご家族でお楽しみ 

いただけるアミューズメント施設など、多彩な専門店が日々のくらしをサポートいたします。 

 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み 

換気の強化や飛沫感染防止対策、換気状況の見える化など最新の防疫対策を導入し、「安全・  

安心」に取り組みます。 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止を鑑み、開店日が延期となる場合がございます。 



＜イオンタウン吉川美南 東街区 コンセプト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設イメージ（正面から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設イメージ（南側から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の皆さまの日常に寄り添うとともに 

ちょっとした贅沢や特別な体験も 

できるショッピングセンターへ 

※画像はすべてイメージです 



＜関東初出店！アクアイグニスの「癒し」と「食」の空間ゾーン＞ 

・＜関東初出店＞ アクアイグニス吉川美南 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年に三重県にオープンした「癒し」と「食」の複合温泉リゾート「アクアイグニス」。

世界的に著名なシェフ・パティシエのプロデュースによる食の提供、ひと味違った空間づくりが  

話題となり、日本各地から年間１００万人の来場者が訪れる人気リゾート。そのアクアイグニスが 

吉川美南にオープン。 

外観は清潔感がありモダンな空間を演出。「美味しさ」「喜び」「美」「健康」をテーマに、  

春夏秋冬を表現しながらおいしい料理と心あたたまるサービスを通じて、他にはない特別な体験を 

提供する温浴美食施設。アクアイグニス吉川美南の一味違ったショップをぜひご堪能ください。 

 

【スイーツ】＜埼玉県初出店＞「LE CHOCOLAT DE H 吉川美南店」ル ショコラ ドゥ アッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界的パティシエ辻口博啓のショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」が埼玉県初 

出店。ペルーの自社農園で栽培し熟成発酵したオリジナルのオーガニック 

カカオ豆をショコラタブレットにした日本発の FARM to BAR ショコラ 

ブティック。口どけ、香り、歯ざわりなど、一粒のショコラを計算し尽くし、 

素材にこだわり抜いた商品をお楽しみいただけます。 



【パン】＜埼玉県初出店＞「Mariage de Farineイオンタウン吉川美南店」マリアージュドゥファリーヌ 

 

 

 

辻口博啓シェフの大人気ベーカリーが埼玉県初出店！ 

「毎日食べても飽きないパン」をコンセプトに、厳選した国産小麦を使用 

し、こだわりのパンがつくり上げられています。イートインスペースを 

ご用意しておりますので、焼き立てのパンをぜひご賞味ください。 

 

 

 

【イタリアン】＜埼玉県初出店＞「PASTA & PIZZA il-che-cciano」パスタ＆ピザ イル・ケェッチァーノ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界の料理人１，０００人にも選ばれたアル・ケッチァーノ奥田政行シェフ 

プロデュースの自然派イタリアン。オープンキッチンの臨場感溢れる演出も 

お楽しみいただけます。こだわりの生産者から直接仕入れる最高の食材や 

奥田シェフのレシピはもちろん、今話題の「ゆで論」で繰り出すパスタ 

など、アル・ケッチァーノ、エノテーカ ピンキオーリなど名店出身の 

シェフが腕をふるいます。 

 



【中華】＜埼玉県初出店＞「麻婆点心館」 

 

 

南青山にある「4000 Chinese Restaurant」のほか、五反田・麻布十番・ 

虎の門の火鍋専門店「ファイヤーホール４０００」、西麻布の新店舗 

「Ji-Cube」オーナーを務める中華の達人菰田欣也シェフプロデュースの 

カジュアルチャイニーズレストラン「麻婆点心館」が埼玉県初出店。菰田 

シェフの下で腕をふるっていた四川料理店出身のシェフが繰り出す、四川・ 

麻婆豆腐をはじめお子さまからご年配の方まで幅広い層の方にお召し上がり 

いただける料理が特長です。 

 

 

【和食】＜埼玉県初出店＞「金沢まいもん寿司 吉川美南」 

 

 

 

回転寿司激戦区と言われる金沢市でトップクラスの「金沢まいもん寿司」が埼玉県初出店。北陸 

日本海をはじめ各地の今食べていただきたい旬のネタを、内装・器や調味料に至るまで味覚と視覚 

でたのしむ本格グルメ回転寿司。白身の王様と称される名物「のど黒」・海の宝石『富山白えび』 

希少な『がすえび』など、関東では珍しいネタや王道の本まぐろやサーモンなど多彩なネタと北陸 

の地酒や一品料理などが充実しています。 

 

 



【温浴施設】＜関東初出店＞ 

「アクアイグニス武蔵野温泉」 

 

 

地下 １，５００ｍから湧出する天然温泉で、泉質は「含よう素‐ナトリウム‐塩化物強塩泉」 

で、冷え症や疲労回復、健康増進に効果があるといわれています。保温効果が高く湯冷めしにくい 

ことから、湯上りの心地良さが長く続きます。男女それぞれ、内湯３種類、露天風呂、寝ころびの 

湯をご用意しております。 

 

➢お土産：「お土産ショップ」 

辻口シェフ監修のスイーツやパン、こだわりの  

調味料など、お土産に嬉しい商品を取り揃えてお

ります。日本の四季を楽しみながら、生活に＋1

の彩を加えられるアイテムもご用意しておりま

す。ぜひお立ちよりください。 

 

 

➢ミネラルミスト浴： 「Le Furo」ルフロ 

 

「石風呂＋ミネラルミスト温浴」と、天然ミネラル濃縮液からつくるミネラルウォーターを 

からだに取り入れることで、自らの代謝力を高めます。「温泉シェール層」という希少な地層から 

特殊技術で抽出した３０種を超える良質な天然ミネラルが豊富に含まれたミストに全身が包まれる 

ことで自らの代謝の力で温め、心地よい発汗につながります。代謝アップにより、疲労回復、 

ダイエットにもつながり、お肌はもっちりと潤います。 

 

➢リラクゼーション： 「laxis」ラクシス 

 

 

 

 

 

 



メニューアイテムはからだをもみほぐすボディケア、足裏の反射区を刺激して体内循環の促進が 

期待されるフットケア、身も心もスッキリするあかすりをご用意。セラピストの高い技術は 

もとより、お客さまの心に寄り添うようなおもてなし「ハートフルリラクゼーション」をご提供  

することで心もからだも元気で健康に過ごしていただけるようサービスを提供いたします。 

 

➢食堂： 「アクアイグニスまいもん食堂」 

 

 

 

 

 

心とからだをリフレッシュしたあとには「うまいもん」をテーマに、乾いたのどを潤す生ビール 

をはじめとした、各種アルコール＆ノンアルコールドリンクや、北陸金沢を拠点とした金沢 

まいもん寿司プロデュースの味と素材にこだわった数々の自慢の「お料理」・「定食」 

「おつまみ」、また隣接する ル ショコラ ドゥ アッシュの「スイーツ」まで、様々なシーンで 

ご利用いただける新しいフードコートです。 

 

  



＜イオンタウン吉川美南 東街区 専門店の特徴＞ 

 

◆地域の皆さまの健康的な生活をサポートするアクティブ・ウエルネスゾーン 

 

・＜埼玉県初出店＞ SOLum コミュニティフィールド 

 屋上に設置したフットサルコートでは「SOLum コミュニティフィールド」 

 がサッカースクールを開講します。「SOLum」は、漫画「キャプテン翼」の 

作者、高橋陽一先生と一緒に面白い“モノ”を創り出そうと立ち上げた 

スポーツブランドです。日本サッカー協会認定コーチが所属しており、 

小学校高学年までのお子さまを対象にサッカースクールでのプレイを 

お楽しみいただけます。また、６月からフットサルコートとしての利用も開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・＜吉川市初出店＞ スポーツクラブルネサンス 

プール、スタジオ、ジムや、快適なスパ＆サウナ、 

バリエーション豊かなスタジオプログラムを備えた広々とした 

ワンフロアの総合型スポーツクラブです。２５ｍ×６コースの 

本格温水プールも備え、スイミングスクールも開講予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

※画像はすべてイメージです 



◆日常のくらしをサポートする多彩な専門店 

 

①フードコート＜２階＞ 

埼玉県初出店の店舗も出店し、幅広い年齢のお客さまにもカジュアルにお楽しみいただける 

４店舗を集積します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・＜埼玉県初出店＞ 桃源 

 おすすめはジューシーなお肉と酸味の効いたタレがマッチする 

油林鶏定食。本場中国の味わいをたっぷりとお召し上がり 

いただける中華料理店が埼玉県に初出店します。 

 

・＜埼玉県初出店＞ ポケ屋 

 ハワイのソウルフード「ポケ」が新たなファストフード 

「ポケ丼」としてオープンします。当店のポケ丼はお客さまの 

お好みで選べる「あなただけのポケ丼」をお楽しみいただけます。 

 

・＜吉川市初出店＞ バーガーキング 

 大人気のハンバーガーショップ「バーガーキング」が吉川市に 

初出店。直火焼きの１００％ビーフパティを使用した、 

ボリュームのある「ワッパー®」をご賞味ください。 

 

・＜埼玉県初出店＞  PANDA 

 クレープやジュースと言ったスイーツに加え、おいしい 

生ポテトをご用意しております。 

 ※７月中旬オープン予定 

 

  

※画像はすべてイメージです 



②日々の生活に彩りを加える専門店 

 

・＜関東初出店＞ ３ｓｔｏｒｅ（サンストア） 

 「ナチュラル」「ローカル」「サスティナブル」がコンセプトのセレクトグロッサリーストア  

「３ｓｔｏｒｅ（サンストア）」が新業態店舗として関東地方に初出店！ワインやクラフト 

ビールなどのアルコール類から、オーガニック商品や地方の逸品、雑貨、ドライフラワーなどを 

取り扱う、食とくらしにちなんだセレクトショップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・＜新業態＞ 「tentan Petite」 

全国に店舗を展開する「カーテン・じゅうたん王国」が、新しいコンセプトのショップを 

オープン！パリのアパルトマンのような空気感を感じる店内には、オリジナルのカーテンを中心 

に、色柄豊富なラグやじゅうたんや小物を展開。電動ブラインドなどの機能をお試しいただける 

「体感コーナー」もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ニトリの中で人気のあるインテリア商品や、デコホームオリジナル商品を取り扱うホーム 

ファッションストア「デコホーム」、振袖の『成人式サロンＫｉＲＡＲＡ』・着付教室の『雪花 

きもの学院』を併設した着物の「いつ和」、幅広いアイテムの販売や買取を行っている総合 

リユースショップ「セカンドストリート」、古着やアウトレット日用品などを格安でご用意する 

「ナチュラル＆エコロジー」などが出店いたします。 

（※「デコホーム」は８月６日オープン予定） 

 

 

 

 

 

 

  

※画像はすべてイメージです 



③日々のくらしの利便性を高めるサービス店舗 

 

・＜吉川市初出店＞ glace liberty オンパミード 

月額１，０００円（税込）～遊び放題！乳幼児から小学生までのお子さまが安心して遊べる 

ジャングルジムやおままごとなどを備えた、活発に体を動かして楽しめる室内遊具施設 

「glace liberty オンパミード」が吉川市内に初出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

・＜埼玉県初出店＞ ジムオルソ 

 体操を通じて、運動の苦手意識改善や社会性の育成、 

あいさつや礼儀、集団行動などを学ぶことができる、 

２歳から通える体操教室「ジムオルソ」が埼玉県に 

初出店します。 

 

・＜吉川市初出店＞ アピナ 

 おしゃれで広々とした店内には、楽しいゲーム機がいっぱい。 

店内の景品ラインナップはなんと２００種類以上！ 

最新フィギュアからレアモノまで、たくさんの景品を 

ご用意いたします。ご家族でお楽しみいただける 

ゲーム機も豊富に取り揃えます。 

 

・トヨタ自動車のディーラー「埼玉トヨペット」、めんどうみ合格主義で５６年の学習塾 

「市進学院」などが出店いたします。 

 

 

 

 

 

  



【新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み】 

 

イオンは地域のお客さまとともに「イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル（２０２０年６月 

発行、２０２０年１１月・２０２１年４月改定）」を一時的な取り組みでなく継続的に実行して  

まいります。防疫が生活の一部となる社会を実現し、お客さま及び従業員の健康と生活を守り、  

お客さまとともに地域社会の「安全・安心」な生活を守ってまいります。 

 

■施設内での飛沫感染、接触感染防止対策 取り組みの具体例 

①施設内換気 

・当社の換気システムは、機械的に強制換気を行い常に新鮮な外気導入により館内の空気環境を 

維持しています。また２階フードコートには電動開閉サッシを設置。換気の強化を図ります。 

 

②換気状況の見える化 

・フードコートには、換気状況を知らせる「ＣＯ２モニター」を設置いたします。このモニター  

は、イオンディライト株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長兼社長執行役員グループ 

ＣＥＯ：濵田和成）がメーカーと共同開発し、４月上旬より導入した「ネットワーク型ＣＯ２  

濃度モニターシステム」によるものです。ＣＯ２センサーで測定したＣＯ２濃度データをクラウド 

サーバーを通じて連携し、フードコートなどに設置する大型モニターに表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ウイルス抑制対策 

・光触媒方式除菌機をフードコートや授乳室などへ計３１台設置します。光触媒方式除菌機は、 

カルテック株式会社（本社：大阪府大阪市中央区博労町３丁目３－７ビル博丈１０階）が開発 

した除菌デバイスで、光触媒により新型コロナウイルスの感染力抑制を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです。 



・エアコンへウイルス吸着フィルターの設置 

ダイキン工業株式会社（本社：大阪市北区中崎西２－４－１２ 

梅田センタービル）が開発した、ウイルスを吸着するチタン 

アパタイトフィルターをＳＣ共用部のエアコンへ設置。 

菌やウイルスを吸着し、抑制します。 

 

・当ＳＣ一部に抗ウイルス建材を採用し、ドアノブや壁面にはウイルスの繁殖を抑制する空気触媒 

コーティングを実施。また、エスカレーター手すりベルトに屋内は抗菌コーティング、屋外は  

抗菌ラッピングを実施します。 

 

④館内過密の防止 

・館内混雑を避けるため、来館カウントシステムにより常時お客さまの在館人数を確認し、状況に 

より入場制限を実施します。また、イオンタウンアプリにて混雑状況をご確認いただけます。 

 

⑤出入口の安全対策 

・館内への入り口には検温センサー、アルコール消毒液を設置。お客さま出入りの支障とならない 

ように床面の矢印サインにより、お客さま同士の接触防止を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥接客・レジカウンターの飛沫防止パーテーション 

・専門店レジなど対面での接客においては、飛散防止シート、アクリル板を設置し、飛沫感染防止 

を図ります。 

 

⑦エレベーター、エスカレーターのキープディスタンスサイン 

・エレベーターおよびエスカレーター内のキープディスタンスに取り組むため、足形サインと 

ＰＯＰを用いて、ご案内します。 

 

 

 

 

 

 

⑧フードコート・イートインコーナーの取り組み 

・キープディスタンスに取り組むため、各テーブル間の距離を確保するとともに、アクリル板を  

設置して飛沫感染を防止します。 

 

 



【新しい生活様式に合わせた新たなお買い物方法をご提供】 

  

イオンタウンでは、コロナ禍における生活様式に合わせ、リアルとデジタルを融合した新しい 

サービスのご提供により、お買い物の利便性を高める取り組みを積極的に推進しています。 

 

＜イオンタウンアプリをさらにバージョンアップ＞ 

 当ＳＣでは、イオンタウンとして３店舗目となるアプリのリリースを予定しています。ご来店 

前にＳＣ内の混雑状況をご確認いただける機能や、デジタルチラシ、クーポン、イベント案内 

など、お客さまが必要とされる情報をリアルタイムでご提供いたします。 

また、アプリ内で専門店の商品を事前に注文・購入できる「モバイルオーダー機能」は、現在  

飲食専門店を中心にご提供しておりますが、今後衣料品や雑貨の専門店などでもご利用いただける 

ようになります。更に、７月上旬には美容室や保険などサービス専門店にて、ご来店前に事前予約 

が可能となる「来店予約システム」をリリースいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安全・安心への取り組み】 

 

近年多様化・甚大化するさまざまなリスクに対し、地域の皆さまのインフラ拠点として生活を  

便利にするだけでなく、災害に強い施設づくりで安全・安心をご提供するとともに、万一被災 

した際には、地域の早期復興を促すための防災拠点となるよう施設の整備に取り組んでいます。 

 

■当ＳＣでの取り組みの具体例 

１．施設における「安全・安心」対策の強化 

➢施設の安全性向上 

・ 各種法令を遵守した堅牢な建物とするのはもちろん、年々進化する最新技術や建材などを 

積極的に活用することにより、地域の皆さまに安心してお過ごしいただける施設づくりを 

行います。 

【アプリアイコン】 【アプリ画面イメージ】 

▲混雑状況確認画面 ▲モバイルオーダー画面 ▲来店予約システム画面 

※画像はすべてイメージです。 



・防煙垂壁は、透明不燃シートを採用しています。また、天井内の重量配管やダクト、ケーブル  

ラックの脱落防止対策をするほか、耐衝撃型スプリンクラーヘッドを採用するなど大規模地震に 

おける脱落破損による二次被害を抑制しています。 

 

➢ＡＥＤ(自動体外式除細動器) 

・館内２箇所にＡＥＤを設置。専門店従業員に対してＡＥＤの使用方法について講習会を実施し、 

従業員の誰もが緊急時にサポートできる体制づくりを行います。 

 

➢ハートビルインターフォン 

・介助が必要なお客さまのために、インターフォンを１階駅側入口横付近に設置しています。 

 

➢ハートゲートの設置 

・お身体が不自由な方専用の駐車場で、専用リモコンで駐車区画を開閉する「ハートゲート 

（リモコンゲート）」を２台設置しております。 

 

２．被災時の復興拠点としての機能確保 

➢吉川市と防災協定を締結（６月１２日締結予定） 

・イオンの店舗は、災害などが発生したときも地域の一員として行動することを基本として 

います。万が一の際に地域の皆さまのお役に立てるよう、地方自治体と協力支援を約束する、  

防災協力協定の締結を全国で進めています。 

・吉川市と「災害援助物資及び一時避難場所の提供に関する協定」（以下、「本協定」）の締結を 

行います。本協定は、災害発生時において、地域の方々の安全のための一時的避難場所の確保  

と、災害援助物資の供給を円滑に行うことを目的としております。 

 

➢停電対策 

・防災型リチウムソーラー外灯を設置し、停電時でも照明を提供し、ポールに内蔵のコンセント  

（ＡＣ１００Ｖ）で、最大２５０ＶＡ（約１７０Ｗ）までの電気機器を最大８時間使用 

できます。（携帯電話やスマートフォンは、最大２０台まで１度に充電可能） 

 

 

 

【環境・地域、社会貢献活動への取り組み】 

 

当社では、“人と環境に配慮したショッピングセンター”の実現に取り組んでいます。「イオン 

脱炭素ビジョン２０５０」達成のため、サインや照明へのＬＥＤ採用によるＣＯ２の削減や空調  

熱源の弾力運転を行うことで、熱源負荷の効率化を実現します。また、グループ各社が加盟する  

「（公財）イオンワンパーセントクラブ」を通じ、「環境保全」「国際的な文化・人材交流・人材 

育成」「地域の文化・社会の振興」を柱にさまざまな活動に取り組みます。 

 

  



■取り組みの具体例 

➢「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

・イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献 

活動の一環として、施設の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」 

植樹祭を開催しています。当ＳＣでは、２０２１年５月２９日（土）に、当ＳＣ専門店 

従業員を中心に、感染防止対策を徹底し、地域の樹木を中心に 

４０種約９００本（専門業者による植樹を含めた総植樹本数は 

６，０００本）を植樹する予定です。 

 

➢「認知症サポーター」がお客さまや高齢の方々をサポート（７月上旬実施予定） 

・イオンは、従業員が認知症への理解を深め的確な対応を行うことで、一人でも 

多くのお客さまが店舗で快適にお過ごしいただけるよう、２００７年より厚生 

労働省とＮＰＯ法人「地域ケア政策ネットワーク」が協働で推進している認知症 

サポートの取り組みに、グループを挙げて参画しています。当ＳＣではグランド 

オープンにあたり、約５０名の従業員が「認知症サポーター養成講座」を受講します。（※２） 

ＳＣ全体で、認知症のお客さまやその付き添いの方々をサポートいたします。 

（※２）イオングループ全体では、約７５，０００名が受講しています。 

 

➢空調・照明における省エネルギー 

・高効率機器空調機を導入するとともに、全館共用部照明のＬＥＤ化、バックルームの自動店消灯

により電力消費量の抑制を図ります。 

 

➢フードコートでの埼玉県産材の活用 

・埼玉県産の木材をフードコートの一部テーブルに取り入れ、地元の木のやさしさに触れる空間を 

ご提供します。 

 

➢吉川市とのイベント連携 

・行政とコラボし、地域の魅力再発掘をテーマに出店者さまを募りマルシェを開催するなど、 

 年間を通してイベントの共同開催を計画しています。 

 

➢ＳＤＧｓへの貢献について 

・イオンは、さまざまな活動を通して地域の皆さまとともに「より豊かな未来を創造し続ける」 

活動を行う、ＳＤＧｓの取り組みを推進しています。 

※なお、本リリースの取り組みは、ＳＤＧｓにおける６の目標に貢献しています。 

 

目標３  すべての人に健康と福祉を 

目標５  ジェンダー平等を実現しよう 

目標８  働きがいも経済成長も 

目標９  産業と技術革新の基盤をつくろう 

目標１１ 住み続けられるまちづくりを 

目標１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

※画像はイメージです。 



【イオンタウン吉川美南施設概要】 

 

Ｓ Ｃ 名 称 イオンタウン吉川美南（いおんたうんよしかわみなみ） 

所 在 地 埼玉県吉川市美南３丁目２５－１他 

連 絡 先 ０４８－９８４－１０２０ 

責 任 者 
イオンタウン吉川美南 モールマネジャー 

阿部 拓男（あべ たくお） 

 
１期 

ＡＮＮＥＸ 

２期 

西街区 

３期 

東街区 
合計 

敷 地 面 積 １１，６４０㎡ １４，８７０㎡ ２１，０６０㎡ ４７，５７０㎡ 

延 床 面 積 ４，９６０㎡ １４，５５０㎡ ３８，６７０㎡ ５８，１８０㎡ 

総 賃 貸 面 積 ４，８２０㎡ ９，０６０㎡ １８，６５０㎡ ３２，５３０㎡ 

駐 車 台 数 ２００台 ２８０台 ６０５台 １，０８５台 

店 舗 数 ８店舗 ２８店舗 ３６店舗 ７２店舗 

構 造 鉄骨造平屋建 鉄骨造地上２階建 鉄骨造地上３階建  

開 店 ２０１３年１１月 ２０１７年９月 ２０２１年６月  

営 業 時 間 

専門店 １０時～２１時（店舗により一部異なる） 

イオン吉川美南店 ８時～２３時 

飲食店 １１時～２１時（店舗により一部異なる） 

従 業 員 数 約１，１００人（内アクアイグニス：約４００人） 

基 本 商 圏 車１０分圏、世帯数 約８万世帯、人口約１８万５千人 

 

  



＜イオンタウン吉川美南 東街区 専門店一覧＞ 

埼玉県初出店：１３店舗、吉川市内初出店：３１店舗、 

地元企業（埼玉県内に本社のある企業）：５店舗 

※店名、業種及び本資料については、５月１９日現在のものとなります。 

 

 店名 業種 
埼玉県 

初 

吉川市 

初 

地元 

企業 
新業態 

アクアイグニス吉川美南 

１ LE CHOCOLAT DE H 吉川美南店 スイーツ ○ ○   

２ 
Mariage de Farine 

イオンタウン吉川美南店 
ベーカリー ○ ○   

３ PASTA & PIZZA il che-cciano イタリアン ○ ○   

４ 麻婆点心館 中華 ○ ○   

５ 金沢まいもん寿司 吉川美南 和食 ○ ○   

６ アクアイグニス武蔵野温泉 温浴施設 ○ ○   

１階 

物販 

７ ナチュラル＆エコロジー 雑貨  ○   

８ バザール 婦人服・雑貨     

９ tentan Petite インテリア雑貨 ○ ○  ○ 

１０ セカンドストリート リサイクル販売・買取  ○   

１１ ラッシュ 鞄・雑貨  ○   

１２ ＮＡＢＯ 婦人靴  ○ ○  

１３ ＣＵＴＥ 鞄     

１４ ＡＭＩＲＩ 婦人服  ○   

１５ いつ和 着物・振袖・写真スタジオ  ○   

１６ シューラルー 婦人服  ○   

サービス 

１７ ドコモショップ 携帯ショップ     

１８ くらサポセンター 家事代行サービス  ○ ○  

１９ 市進学院 学習塾  ○   

２０ 
カットコムズ 
※６月中旬オープン予定 

理容室  ○   

２１ ａｕショップ 携帯ショップ     

２２ glace liberty オンパミード 室内遊具施設  ○   

２３ 埼玉トヨペット カーデイラー  ○ ○  

 

 

 



 店名 業種 
埼玉県 

初 

吉川市 

初 

地元 

企業 
新業態 

２階・３階 

食物販 

２４ ３ｓｔｏｒｅ（サンストア） 
グロッサリー 

セレクトショップ 
○ ○  ○ 

物販 

２５ マックハウス カジュアル衣料  ○   

２６ 
デコホーム 
※８月６日オープン予定 

インテリア雑貨  ○   

サービス 

２７ ジムオルソ 体操教室 ○ ○   

２８ 保険クリニック 保険  ○   

２９ コインスペース コワーキングスペース  ○   

３０ アピナ アミューズメント  ○   

３１ SOLumコミュニティフィールド フットサルコート ○ ○ ○  

３２ ルネサンス スポーツクラブ  ○   

フードコート 

３３ バーガーキング ファストフード  ○   

３４ 桃源 中華 ○ ○   

３５ ポケ屋 ハワイアン ○ ○ ○  

３６ 
PANDA 
※７月中旬オープン予定 

クレープ ○ ○   

 

 

  



＜イオンタウン吉川美南 東街区 フロアガイド＞ 

 

 

  

１階 

２階 

３階 

（2021 年 8 月オープン予定） 

 
フードコート 



＜アクセスマップ＞ 

    周辺図 

 

 

  近隣図 

 

 

【お問い合わせ先】 

イオンタウン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 ℡：０４３－２１２－６３０７ 

株式会社アクアイグニス 広報部 ℡：０５９－３９４－７７３３ 


