
 

２０２１年１１月１２日 

イオンタウン株式会社 

イ オ ン 東 北 株 式 会 社 

 

 

～ほっとするね 陽だまりの街～ 

「イオンタウン能代」 

１１月２７日（土）ＡＭ９：００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、１１月  

２７日（土）秋田県能代市にショッピングセンター「イオンタウン能代（のしろ）」（以下：当  

ＳＣ）をオープンいたします。 

 当ＳＣが出店する能代市は、人口約５万人を有し、秋田県の北西部に位置する産業物流・観光  

交流の拠点の地です。当計画地は、東能代駅から約２ｋｍ、秋田自動車道能代東ＩＣと国道７号線 

に面した、お車でのアクセスに便利な地域となり、広域からのご来店が期待されます。 

 当ＳＣは、「ほっとするね 陽だまりの街」をコンセプトとし、エリア最大級の１，５００台の 

駐車場を有する地域初の屋内モール型商業施設として、秋田県内初出店９店舗を含む３２の 

専門店とともに、地域の皆さまの生活拠点を目指してまいります。 

 

【ＴＯＰＩＣＳ】 

◆エリア最大級の１，５００台の駐車場を有する県北地域初の屋内モール型商業施設 

・秋田県内初出店９店舗を含む３２の専門店が出店し、天候の影響を受けにくい県北地域初の  

屋内モール型商業施設として地域の皆さまの便利なくらしをサポートします。 

地元プロバスケットボールチームとコラボレーションした体験型アミューズメント施設など  

多世代でトキを楽しめる専門店が集結します。 

 

◆地域の皆さまの生活拠点として地域連携の取り組みを推進 

・能代市との「包括連携協定」を締結し、「めんｃｈｏｃｏのしろＷＡＯＮ」を発行、地産地消の 

推進、防犯、防災、環境保全、市の魅力発信など、協働による活動を推進します。 

 

◆デジタルを活用した新しいサービスの提供 

・イオンタウンアプリを導入するなど、デジタルを活用した新たなお買い物体験をご提供します。 

また、ＡＩ除菌清掃ロボットや警備ロボットを導入し、最新の技術を活用した店舗運営を行い 

ます。 

 

◆核店舗「イオンスタイル能代東」 

・「秋田県北部の衣食住文化の創造・発信店舗へ」をコンセプトに、地元・能代市を中心とした 

県北部の“食”文化の発信と、日々のくらしに必要な“衣・住”を支えるお店を目指します。 
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＜イオンタウン能代 コンセプト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外観イメージ】 
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【イオンタウン能代 専門店の特徴】 

秋田県内初出店９店舗を含む３２の専門店 

◆ワンストップショッピング対応の日々のくらしをサポートする多彩な専門店 

 エリア最大級の１，５００台の駐車場を有し、天候の影響を受けにくい県北地域初の屋内モール 

型商業施設としてワンストップショッピングに対応し、日々のお買い物にご利用いただける専門店 

を集積します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日々の生活や趣味をサポートするデイリーユースの店舗が勢ぞろい 

・サンデー 

 ＤＩＹ用品や園芸、日用品、リフォームなど生活必需品全般を扱うホームセンターのサンデー  

が、市内既存店の移転店舗として店舗面積を約１.６倍に拡大し出店します。店舗内には、季節 

ごとに旬の鉢花を提案する「Ｓｕｎ Ｆｌｅｕｒｓ（サンフルール）」、自転車安全整備士、 

自転車技士の資格を持ったスタッフが駐在する「ＳＵＮＤＡＹ ＢＩＫＥ（サンデーバイク）」 

を導入。また、住まいに関する「困った」に対応する「ＳＵＮ急便」サービスも導入し、くらし 

のトータルサポートを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「ヤマダデンキ」が能代市内で最大級の売場面積の家電量販店として、売場面積を拡大し移転 

オープンします。 
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※画像はすべてイメージです。 



・粋をテーマに厳選された手ぬぐいやタオルなど一点物やオリジナル衣料、雑貨などこだわりの 

商品を取りそろえる「萬遊楽座」が秋田県に初出店します。 

 

 

 

 

・地域のお客さまの利便性や専門性を追求するサッカー・テニス・野球などオールスポーツ専門店 

 の「SPORTS EXPRESS NEXAS」、女性向け実用書・児童書などご家族連れの方向けの品揃えある  

書店「未来屋書店」、店内の一部に３００円均一「スリーピー」のコーナーを設けた１００円  

均一の「ダイソー」が出店いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②幅広い世代のファッションを彩る専門店 

・ヤングミセスの流行をさりげなく取り入れたトータルコーディネートをお手頃価格でご提案する 

「T’s collection」が能代市に初出店します。 

 

 

 

・ベーシックからトレンドまで幅広いファッションアイテムをプチプライスで販売する 

「ハニーズ」、メンズ・ウィメンズ・キッズの衣料品等をリーズナブルに多数取り揃える 

「マックハウス」が出店します。 

 

 

 

 

・自社ブランド商品や限定品など流行を取り入れた最新シューズをお届けする「ＡＢＣマート」、 

 顔・骨格・生活スタイルにベストフィットする最高の１本を仕立てる「眼鏡市場」が能代市内に 

初出店します。 
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◆多世代でトキを楽しめる専門店が集結 

 秋田のプロバスケットチームとコラボレーションしたここにしかない体験型アミューズメント  

施設で体を動かしたり、秋田杉を柱やテーブルなどにふんだんに使用した、木のぬくもり溢れる  

フードコートでゆったりとした時間を過ごしたりなど、多世代で集い「トキ」を楽しむことが 

できる空間を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①体験型アミューズメント施設 

・＜新業態＞ソユーゲームフィールド 

 大きなファミリーパークが併設されたゲームセンターの「ソユーゲームフィールド」が出店。 

秋田のプロバスケットボールチーム「秋田ノーザンハピネッツ」とコラボレーションし、 

バスケットボールの体験ブースも設置しています。「秋田ノーザンハピネッツ」ファンの方々は 

もちろん、ご家族や友人とのレジャーで立ち寄られた方も、秋田のバスケット文化を体験 

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②フードコート・食物販 

各地の味が楽しめる！県内初出店のラーメン・そば店がフードコートに勢ぞろい 

・切りたてのチャーシューの美味しさを届けるために一杯一杯丁寧に作った「喜多方ラーメン 

とし食堂」、本格中華をお届けする「横浜担々麺 白竜」、「煮干しのつけ麺 東京 やま川」、 

こだわりのラーメン店３店舗が秋田県に初出店します。 
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※画像はすべてイメージです。 



・北海道美唄、農夫、炭鉱夫の栄養源として幅広い層に愛されてきた秘伝のタレを使用した 

ザンギ、味わい深い道産のそばをお届けする「美唄そば大地」が秋田県に初出店します。 

 

 

 

 

 

・創業１００余年の青森の老舗和菓子屋のお団子や大福もち、青森市や首都圏の物産展で大人気の 

アップルパイを店内厨房からお届けする「赤い林檎・おきな屋」、韓国食材をはじめ、酒類、  

韓国スキンケア、雑貨を扱う韓国スーパー「イルソイルソ」が秋田県に初出店します。 

 

 

 

 

・１，３００種類以上のフレーバーの中から季節に合わせた３１種類を取り揃えるアイスクリーム 

専門店「サーティワンアイスクリーム」が出店します。 

※「サーティワンアイスクリーム」は２０２２年３月オープン予定 

 

 

 

 

 

 

◆日々のくらしの利便性を高めるサービス店舗 

・親切・丁寧な接客で高価買取をお約束。お買い物帰り、帰宅途中などに気軽に立ち寄れる 

おしゃれな清潔感ある内装でご用意する「売るナビ」が秋田県に初出店します。 

 

 

 

 

 

・「ドコモショップ能代中央店」が、広さが２倍となり更にご利用いただきやすい店舗となって  

移転オープンします。また、携帯ショップの「ソフトバンク」、親切・丁寧をモットーに地域  

ナンバーワンのファミリーサロンを目指し全国に展開する「クイックカットアクア」が出店 

します。 
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※使用している画像はすべてイメージです。 

“今、ほしいものがいつでも揃う” 

「イオンスタイル能代東」 
秋田県北部の衣食住文化の創造・発信店舗へ 

 

核店舗の「イオンスタイル能代東（以下、当店）」は「秋田県北部の衣食住文化の創造・発信 

店舗へ」をコンセプトに、地元・能代市を中心とした県北部の“食”文化の発信と日々のくらしに 

必要な“衣・住”を支えるお店を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋田県能代市は秋田県北西部に位置し、雄大な日本海、世界自然遺産「白神山地」、出羽丘陵の 

緑豊かな森林地帯に囲まれています。当店が出店する「イオンタウン能代」は、秋田自動車道 

「東能代ＩＣ」のそばに立地しているため、能代市内だけではなく秋田県北部全域からのアクセスも

良く、広範囲からもご来店が見込めます。 

こうしたなか当店では、能代市や山本郡などの秋田県北部に根差した生鮮食品や加工食品、 

総菜、日用品、医薬品など日々の生活に必要な商品やサービスを提供します。また、専門店 

「キッズリパブリック」を展開し、地域の子育ても応援してまいります。 

 

【「イオンスタイル能代東」の特長】 

➣能代市や山本郡など秋田県北部の食文化に根差した“食”をご提供！ 

店舗近郊の生産者さまに直送いただく旬の野菜や果物などの農産物、八森漁港・岩舘漁港で 

水揚げ・直送される「地獲れ鮮魚」、秋田県を代表する銘柄牛「秋田由利牛」をお届けします。 

また、「白神ねぎ」や「比内地鶏」などを使用した総菜など、地域の食文化に根差した“食” 

をご提供します。  

 

➣「イオン薬局」や地域の子育てを応援する専門店「キッズリパブリック」などを展開！ 

日用品や日用雑貨、化粧品、医薬品、全国の医療機関からの処方せんを受付ける「イオン 

薬局」を開設し、食品売場と隣接で展開します。また、知育玩具や人気のおもちゃ、子供服、 

ベビー用品やベビーフードなどを取り揃える専門店「キッズリパブリック」も展開します。 

 

➣デジタルサービスを活用し、より便利なお買物体験をご提案！ 

「イオン東北ネットスーパー」を展開し、ご注文いただいた商品をご自宅へお届けするだけで

はなく、秋田県内では初めて駐車場の専用レーンで車に乗ったまま受け取れる「ドライブピック

アップ！」を実施するほか、能代市内のコインランドリーや能代工業団地交流会館などに設置した

専用ロッカーで受け取れるサービスを実施します。 

また、「どこでもレジ レジゴー」を導入し、“レジに並ばない、レジ待ち時間なし”を

可能とする新しいお買物スタイルをご提案します。 
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能代市や山本郡など秋田県北部の食文化に根差した“食”をご提供！ 

 店舗近郊の産地から直送される農産物や近隣漁港直送の鮮魚、地域の食文化として親しまれて 

いる馬肉や豚軟骨、地域の食材を使用した総菜など、能代市や山本郡などを中心とした県北部の 

“食”を豊富に取り揃えます。 

 

■産地直送売場「秋田たべてけれ」を展開し、“顔が見える”農産物や花、加工食品などを取り揃え 

 産地直送売場「秋田たべてけれ」では、ネギやりんごなど

の旬の野菜や果物、輪菊などの花を能代市や三種町など店舗

近郊の生産者さまに直送いただき、生産者さまの“顔が見える”

形態で販売します。また、店舗近郊の高校で生徒の皆さんが

授業の一環で育てたシクラメンも取り扱います。 

 そのほか、「株式会社安藤醸造」の「寒こうじ」をはじめとした

味噌や醤油などの調味料、秋田の名産品である「いぶりがっこ」

など県内で親しまれている加工食品も取り揃えます。 

 

■漁港直送の「地獲れ鮮魚」や鮮魚を使った総菜を販売 

 秋田県山本郡にある八森漁港と岩舘漁港から直送される

「地獲れ鮮魚」を販売します。「地獲れ鮮魚」は定期的に、

岩舘漁港の漁師の皆さまによる接客販売を行います。はたはた

など地域の魚介類について、漁師ならではのおすすめの食べ方

をご紹介していただきます。 

また、「地獲れ鮮魚」はお造りやお刺身、握り鮨、焼き魚

などでもご提供します。 

 

さらに、持続可能性に配慮し、水産資源を枯渇させることなく守り続けるための取り組みとして、 

ＭＳＣ認証※１やＡＳＣ認証※２を取得した「トップバリュ」の水産物を取り扱います。 

 

※１：持続可能な漁業を推進する団体「ＭＳＣ（海洋管理協議会）」が管理している国際認証です。水産資源と環境に配慮し適切に 

管理された、持続可能な漁業で獲られた天然の水産物には、証として「海のエコラベル」がつきます。 

※２：責任ある養殖業によって生産された証で、「ＡＳＣ（水産養殖管理協議会）」の審査のもとで与えられる認証です。 

 

■県産黒毛和牛「秋田由利牛」のほか、「馬肉」や「豚軟骨」を品揃え地域の食文化も発信 

 適度に引き締まった肉質と赤肉の中に、きめ細やかな脂肪

を持ち、サシ（脂）までおいしいのが特徴の「秋田由利牛」

を品揃えます。 

また、県北地域の食文化である「豚軟骨」を生肉だけでなく

冷凍や加工品も品揃えます。「馬肉」は、馬刺しのほか地域

で食べられている、煮込み用の馬肉も取り揃えます。「比内

地鶏」や「桃豚」など秋田県産の肉も各種取り揃えます。 
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■秋田の“食”を手軽に楽しめる！県産の食材を使用した総菜やパンを約２４種類開発し品揃え！ 

 「白神ねぎ」、「白神にんにく」、「比内地鶏」など秋田県

産品を使用した和洋様々な総菜やパンなど約２４種類を開発し

販売します。「白神にんにく」を使用した塩にんにく唐揚げ

をはじめ、「味どうらくの里」で味付けした唐揚げや「白神ねぎ」

を乗せた唐揚げなど様々な味付けの唐揚げを取り揃えた

「唐揚げコーナー」を展開します。また、能代名物として 

親しまれている「豚軟骨」や「馬肉」が味わえる煮込み、

「比内地鶏」や秋田県産紅ずわい蟹を使用した巻き寿司、

県産米を使用した「みそきりたんぽ」など秋田県ならではの

総菜を取り揃えます。 

 

 焼き立てパンコーナーでは、白神山水を使用した生食パンや

秋田県五城目町で栽培されたラズベリーを使用したデザート

ピッツァ、「白神にんにく」を使用したマリナーラピッツァ

など、店内で焼き上げた手伸ばしピッツァを多数品揃えします。 

 

 

 

■同一の目印ラベル「少しがいいね」を使用し、“ちょこっと食べたい”を叶えます 

 野菜や果物、鮮魚、精肉、総菜などの生鮮品において、

小容量サイズの商品を豊富に取り揃えます。目印ラベル

「少しがいいね」を食品各売場共通で使用し、「夕飯のおかず

にもう一品、少しだけ総菜やお刺身がほしい」「１パックでは

お肉や野菜を使い切れない」といったニーズにお応えします。 

 

 

 

 

 

 

環境保全への取り組みについて 
 

■店頭回収されたトレーから作られた「エコトレー」を積極的に使用 

 店頭回収を通じて集められたトレーやペットボトルを原料

に作られたリサイクルトレー「エコトレー」を使用しています。

「エコトレー」は、新しい原料から作られた「バージントレー」

と比べ、製造工程におけるＣＯ２排出量を約３０％削減できます。 

当店では、鮮魚売場・精肉売場・総菜売場で使用するトレー

で積極的に「エコトレー」を使用し、各売場でリサイクルトレー

のコーナーを設けます。 
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日常使いの商品をまとめて展開、より便利なお買物の場を提案 

「グラムビューティーク」では、医薬品や化粧品などを提供するとともに、日用消耗品、くらし

の品から文房具や肌着まで、日々の生活に必要な商品をまとめて展開します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■毎日の美と健康づくりをトータルでサポートする「ビューティ＆ヘルスケア」 

ビューティコーナーでは、スキンケアからメイクまで、さまざまなブランドを取り揃え、幅広い

世代のお客さまに提供します。人気の「アジアンコスメ」や「プチプラコスメ」、ナチュラル、

敏感肌商品、エイジングケア商品などを展開します。また、「資生堂」や「カネボウ」「ソフィーナ」

などの化粧品を取り揃え、イオンの社内認定資格を取得した「ビューティースタイリスト」が

専用お試しコーナーにて使用提案を行います。 

 

イオンのこだわり商品として、肌の悩みに合わせて選べるスキンケアシリーズ「トップバリュ

セレクト ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ
グ ラ マ テ ィ カ ル

」を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

また、新感覚のヘアトリートメント「リンシングビネガー」で話題のフランスで６０年の歴史を

持つボタニカルビューティケアブランド「YVES
イ ヴ

 ROCHER
ロ シ ェ

」を品揃えします。世界で約９０カ国、

約６,０００カ所で販売しており、日本の店舗ではイオングループのみ販売しています。植物の 

持つ力を生かし、天然由来成分を高配合したヘアケアやボディケア、スキンケア、フレグランス 

などを取り揃えます。 

 

ヘルスケアコーナーでは、健康維持や体力増進をサポートする医薬品や健康食品、サプリメント

などを取り揃え、気軽に薬や健康のことを相談できる場所として、お客さまの毎日の健康づくりを

お手伝いします。 

 

介護用品コーナーでは、大人用紙おむつの用途別サンプルをご用意し、商品をご確認の上、

購入していただけるように展開します。さらに、くらしに便利な介護用品も取り揃え、専門の

相談員がお買物をサポートします。 
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■土日、祝日も営業！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」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付します。また、処方せんの写真

をスマホで送るだけで調剤予約ができ、薬の出来上がりを連絡

するサービスも行います。調剤を待つ間にお買物やお食事

をするなど、時間を有効にお使いいただけます。 

 お薬の情報を一元化し、薬の重複や、よくない飲み合わせを

防ぐ、アプリで活用できる電子版お薬手帳もご提供します。 

 

 

ベビーから学童キッズまでお客さまをサポート 

■地域の子育てを応援する専門店「キッズリパブリック」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「キッズリパブリック」では“みらいをつくる人を、つくりたい”をコンセプトに、小学生卒業

までの子育てをサポートする商品やサービスを取り揃えます。 

 

イオンの社内認定資格を取得した「ベビーアドバイザー」を 

配置し、豊富な商品知識と接客を通して、ご要望やご相談に 

応じた出産準備、育児に関する適切な商品提案と買物の 

お手伝いをします。 

 

・ベビー用品売場では、「アップリカ」、「コンビ」などの人気のベビーカーやチャイルドシートの

育児用品、乳幼児アパレルやオーガニックコットンを使用したベビー肌着、簡単便利なベビー

フードや健康に配慮したおやつなど、幅広く取り揃えます。 

 

・子供服売場では、キッズファッションはもちろん、ランドセルや文具などの学童用品まで取り揃え、

充実したスクールライフを応援します。 

 

・ホビー売場では、「ＬＥＧＯ」をはじめとした知育玩具から、「プラレール」など人気のおもちゃを

展開します。３世代で楽しみながら学べる玩具の提案もいたします。 

 

さらに、「キッズリパブリックアプリ」では、 

子育て支援情報やお買得商品情報を発信し、 

リアルでもデジタルでも地域の方々の子育てを 

サポートします。 
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「ドライブピックアップ！」 

「ロッカーピックアップ！」 

 

デジタルサービスを活用し、より便利なお買物体験をご提案！ 

 

■「レジゴー」で“レジ待ち”がない楽しいお買物体験をご提供！ 

「どこでもレジ レジゴー」を導入し楽しいお買物体験と

利便性をご提供します。「レジゴー」は、貸出用の専用スマホ、

もしくはお客さまの端末にダウンロードした「レジゴー」

アプリで、お客さまご自身が商品のバーコードをスキャン

しながらお買物し、専用レジでお支払いする新しいお買物

スタイルです。“レジに並ばない、レジ待ち時間なし”を

可能とするほか、非対面でお支払いいただけます。 

 

■秋田初！ 注文商品をドライブスルーで受け取れるサービスを展開！ 

「イオン東北ネットスーパー」は、スマホやパソコンから

注文した生鮮品や日用品などの商品をお住まいの担当店舗

からご自宅にお届けするサービスです。早朝や深夜でも

ご注文いただけるため、育児や介護、お仕事などで店舗に

立ち寄る時間がないときや、重いものを買うとき、天気が

悪いときなどに便利です。 

当店では、専用レーンやインターフォンを設置し、「イオン

東北ネットスーパー」で注文した商品を車に乗ったまま受け

取れる「ドライブピックアップ！」を秋田県内で初めて展開

します。 

また、公共施設に設置した専用ロッカーで、ネットスーパー

でご注文いただいた商品を完全非対面・非接触で受け取りが

可能な「ロッカーピックアップ！」も実施します。会社帰り

や用事のある日など、家で受け取れないときに便利なサービス

です。 

 

■ＷＥＢで注文、店舗での受け取りで配送料不要「店舗受取りサービス」 

 ファッションやベビー・キッズ、化粧品、寝具や家電・インテリアなど、イオンのオンライン

ショップ「イオンスタイルオンライン」で注文・決済した商品を店舗の各売場で受け取れる

「店舗受取りサービス」を実施します。当店に品揃えがない商品も購入でき、仕事帰りやお買物

のついでにお客さまのお好きなタイミングで受け取りが可能です。 

 

■ニューノーマルに対応！「デジタルサイネージ」で独自商品をご提案 

お客さまに商品の良さを伝えたいという思いから、当店

では野菜売場や鮮魚売場、総菜売場などに「デジタルサイネージ」

を１０台設置し、モニターを通じておすすめ商品やこだわり

商品のご提案、お買い得情報などをご紹介します。 

そのほか、鮮度感を感じていただくため、店舗近郊の

生産者さまが地場野菜を収穫する風景や、漁港での水揚げ

の様子なども配信します。 
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【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。 

 

②換気状況の見える化 

・ＳＣ風除室やフードコートには、換気状況を知らせる「ＣＯ２モニター」を計４台設置します。 

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、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２８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。 

 

・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。 

 

・授乳室やトイレ、フードコートへウイルスの繁殖を抑制する光触媒コーティングを実施します。 

※画像はすべてイメージです。 
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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。 

 

⑧＜イオンスタイル能代東＞「紫外線除菌装置」による買物カゴの除菌を実施 

・「紫外線除菌装置」は、除菌効果がある紫外線「ＵＶーＣ」を約３０秒間照射 

することで、一度に５０個の買物かごの除菌が可能です。従来は一つひとつ 

手作業で拭き上げた消毒を自動で行うことで、確実に除菌できるだけでなく、 

従業員の負担軽減にも繋がります。 

 

 

 

【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。 

 

①イオンタウン公式アプリをリリース 

・イオンタウンとして５店舗目となるアプリを当ＳＣで 

リリースいたします。ＳＣ内の混雑情報をご確認いただける 

機能やお得なアプリクーポンの配信など、効率的で便利な 

お買い物環境をご提供いたします。 
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②ＡＩ除菌清掃ロボットの導入 

・ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 ＣＥＯ：冨澤 

文秀）が開発し、アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 

晃弘）が提供するＡＩ除菌清掃ロボット「Ｗｈｉｚ ｉ（ウィズアイ）アイリスエディション」 

を２台導入します。 

・自律走行が可能な乾式バキュームクリーナーのロボット掃除機で、設定した経路をお客さまや  

什器を避けて自動で清掃、均一な全面清掃により、床面に付着している菌、ウイルス等の減少  

効果もあります。 

 

 

 

 

 

③警備ロボットの導入 

・ＡＬＳＯＫ（本社：東京都港区、社長：青山 幸恭）が開発した警備員 

協働型警備ロボット「ＲＥＢＯＲＧ－Ｚ（リボーグゼット）」を導入します。 

・自律移動による巡回監視による警備や、液晶タッチパネルを使用した 

施設案内も行い、セキュリティレベルと付加価値の向上に寄与します。 

 

④館内デジタルサイネージによる情報発信 

・館内各所のデジタルサイネージでは、地域情報やイベント、 

専門店情報などを配信します。 

 

 

 

 

【地域連携の取り組み】 

 

イオンタウンは、経営理念として｢イオンタウンは、『地域とのつながり』を生む空間を創造し、 

お客さまの日常に新たな発見を提供し続けます。｣と定め、全国のショッピングセンターで様々な 

地域と連携した取り組みを行っています。当ＳＣでも、地域に根ざしたコミュニティの場を 

めざし、地域と連携する取り組みを積極的に推進しています。 

 

■能代市と地域連携協定を締結（１１月２４日締結予定） 

イオンは、能代市と双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地産地消の推進、  

防犯、防災、環境保全、市の魅力発信など、１５項目において緊密に連携しながら、地域の一層の 

活性化、市民サービスの向上を目的に、「地域連携協定」を締結予定です。 
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➢能代市ご当地ＷＡＯＮ「めんｃｈｏｃｏのしろＷＡＯＮ」の発行 

・イオンでは、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、観光振興などにお役立て 

いただく「ご当地ＷＡＯＮ」を発行しています。当ＳＣでは、 

能代市のご当地ＷＡＯＮ「めんｃｈｏｃｏのしろＷＡＯＮ」を発行します。 

 

➢タウンウォーク 

・地域の皆さまが健康を目的に歩ける場所として、ＳＣ内にウォーキングコースを開放します。 

天候や気温、時間を気にすることなく安全な環境で快適にウォーキングをお楽しみいただけ 

ます。全長約７００ｍとなり、スタンプカードによるプレゼント配布も予定しています。 

 

➢秋北バス株式会社との取り組み 

・公共交通機関の利用促進を目的に、秋北バス株式会社とともに、能代市内循環線について当ＳＣ 

を結ぶバス路線を延伸します。 

 

➢能代市主催イベントの開催 

・キャンドルアート・ハーバリウム・筆ペン講座など多様な内容のカルチャー教室を、ＳＣ内に  

特設ブースを設け開催します。（※２０２２年春から開催予定） 

・移住定住相談会、就職面接会などのイベントを定期的に開催します。 

 

➢「能代市インフォメーションコーナー」の設置 

・能代市のさまざまな地域情報を発信する能代市の地域情報コーナーを設置します。 

 

 

 

【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。 
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・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、インターフォンを中央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 

います。 

・【東北地方初】無料のスマートフォンアプリをハートゲート 

リモコンとしてご利用いただける新機能を搭載しています。 

ゲートから約３０ｍ以内でお車から降りず車内よりゲートの操作が可能となります。 

 

２．被災時の復興拠点としての機能確保 

➢能代市と地域連携協定を締結（１１月２４日締結予定） 

・能代市と「地域連携協定」を締結し、災害発生時において、地域の方々の安全のための一時的  

避難場所の確保や、災害援助物資の供給を円滑に行います。 

 

➢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。 

 

※画像はイメージです。 
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■取り組みの具体例 

➢「イオン ふるさとの森づくり」 

・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」 

を開催しています。当ＳＣでは、２０２１年１０月１６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５４種約４００本（専門業者による植樹を含めた総植樹本数は 

１６，４４３本）を植樹いたしました。 

 

➢「認知症サポーター」がお客さまや高齢の方々をサポート（１１月１５日実施予定） 

・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３０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。 

 

➢電気自動車充電器の設置 

「ＥＶ１００」※推進を目的として、電気自動車充電器（急速充電器２台）を駐車場に設置、 

お買い物の合間に安心して電気自動車を充電していただけます。 

※ＥＶ１００とは、企業による電気自動車の使用や環境整備促進をめざす国際的なビジネス 

イニシアチブ。 

 

➢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。 
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【イオンタウン能代施設概要】 

 

Ｓ Ｃ 名 称 イオンタウン能代（いおんたうんのしろ） 

所 在 地 秋田県能代市鰄渕字古屋布１番 

連 絡 先 ０１８５－７０－１３１１ 

責 任 者 
イオンタウン能代 モールマネジャー 

岸本 通正 （きしもと みちまさ） 

敷 地 面 積 ９５，２１３㎡ 

延 床 面 積 ３１，６５１㎡ 

総 賃 貸 面 積 ２４，５３５㎡ 

駐 車 台 数 １，６７４台 

店 舗 数 ３２店舗（核店舗含む） 

構 造 鉄骨造平屋建て 

開 店 ２０２１年１１月２７日 

営 業 時 間 

専門店 １０時～２０時（店舗により一部異なる 飲食アミューズ２１時まで） 

イオンスタイル ８時～２２時／サンデー ９時～２０時 

従 業 員 数 約７００人 

基 本 商 圏 車４０分圏、世帯数 約４万３千世帯、人口約９万９千人 
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＜イオンタウン能代 専門店一覧＞ 

秋田県内初出店：９店舗、市内初出店：４店舗、 

地元企業（秋田県内に本社のある企業）：２店舗 

※店名、業種及び本資料については、１１月１２日現在のものとなります。 

 

 

 店名 業種 秋田県初 能代市初 地元企業 

核店舗 

１ イオンスタイル能代東 ＳＭ   ○ 

物販 

２ サンデー ＨＣ    

３ グラムビューティーク ドラッグ    

４ 萬遊楽座 衣料品・雑貨 ○   

５ マックハウス 衣料品    

６ ＡＢＣマート 靴    

７ ダイソー 雑貨    

８ ヤマダデンキ 家電    

９ SPORTS EXPRESS NEXAS スポーツ用品    

１０ 未来屋書店 書店  ○  

１１ Ｔ’ｓｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 衣料品  ○  

１２ 眼鏡市場 メガネ  ○  

１３ ハニーズ 衣料品    

１４ Fプレミアムプラザ ベッド    

１５ エムファクトリー 鞄 ○   

１６ シエスタジーンズ デニム    

１７ ファンタジア 婦人服    

１８ キッズリパブリック 子供用品    

サービス 

１９ 売るナビ 買取 ○   

２０ ドコモ 携帯    

２１ ソフトバンク 携帯    

２２ クイックカットアクア ヘアカット    

２３ ソユーゲームフィールド アミューズメント   ○ 

２４ カプセル屋 アミューズメント    

２５ 無重力マッサージサービス マッサージ    

飲食・食物販 

２６ 赤い林檎・おきな屋 食物販 ○   

２７ 
サーティワンアイスクリーム 
※２０２２年３月オープン予定 

飲食  ○  
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 店名 業種 秋田県初 能代市初 地元企業 

飲食・食物販つづき 

２８ 美唄そば大地 飲食 ○   

２９ 喜多方ラーメン とし食堂 飲食 ○   

３０ 横浜担々麺 白竜 飲食 ○   

３１ 煮干しのつけ麺 東京やま川 飲食 ○   

３２ 韓国商店 イルソイルソ 食物販 ○   

 

 

 

 

＜イオンタウン能代  フロアガイド＞ 
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＜イオンタウン能代  アクセスマップ＞ 

 

 【広域地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【近隣地図】 
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