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地域と共に「楽しく健康になる」ための持続可能な多世代交流拠点 

「生涯活躍のまち・みらいあさひ」まちびらき 
「イオンタウン旭」４月２３日（土）ＡＭ１０：００オープン！ 

 

 

 千葉県旭市（市長：米本弥一郎）と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、以下：イオンタウン）は、４月２３日（土）イオンタウンを代表事業者と 

する事業者グループ（大和ハウス工業株式会社千葉中央支社、阿部建設株式会社、株式会社 

楽天堂）が千葉県旭市と官民連携で推進する新しいまち「生涯活躍のまち・みらいあさひ（以下： 

「みらいあさひ」）」をまちびらきし、商業機能を担う「イオンタウン旭」（千葉県旭市、以下： 

当ＳＣ）をオープンいたします。 

 

「みらいあさひ」では、当ＳＣをまちづくりの核のひとつとし、診療圏人口１００万人を誇る  

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院（以下：旭中央病院）を医療連携拠点、道の駅「季楽里 

あさひ」を農業・交流連携拠点とし、多世代が交流・活躍するウエルネスなコミュニティ拠点を  

実現します。２０２３年には当ＳＣ隣接地に特別養護老人ホームを開設、以降も高齢者住宅や移住 

者住宅などの開発も計画しており、継続的にまちづくりを進めてまいります。 

 

当ＳＣ２階には子育てを通してまちの人々がつながり、支え合い、共に育む場、公共施設「旭市 

多世代交流施設『おひさまテラス』（以下：「おひさまテラス」）」が開業。「イオンスタイル  

旭中央」を含む全１９の専門店が出店し、官民連携で多世代が交流する賑わい拠点を目指します。 

 

 

【ＴＯＰＩＣＳ】 

◆千葉県旭市との官民連携・地方創生事業 生涯活躍のまち・みらいあさひ「イオンタウン旭」 

 旭市と事業者グループが新しいまちづくり「みらいあさひ」のパートナーとして基本協定を 

締結。商業施設、介護施設、居住施設を複合した新しい賑わいエリアを創出します。 

 

◆地域とともに「楽しく健康になる」ための持続可能な多世代拠点づくり 

 旭市が設置、イオンタウンが指定管理者となり管理運営を担う公共施設「おひさまテラス」が  

当ＳＣ２階に誕生。全１９の専門店とともに、子育てを通して、まちの人々がつながり、支え  

合い、共に育む笑顔あふれる多世代交流拠点を目指します。 

 

◆核店舗「イオンスタイル旭中央」 

 「イオン」最大級の調剤薬局を展開します。調剤ロボットを導入し調剤作業を効率化し、地域の 

「かかりつけ薬局」を目指すべく、服薬指導等の充実を図ります。また、地場産の生鮮食品を  

拡充するほか、ネットスーパーや移動販売も展開、多様なお買物の選択肢をご提案します。 
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＜生涯活躍のまち・みらいあさひ「イオンタウン旭」開業の背景＞ 

 

 

■旭市の地方創生施策「生涯活躍のまち・みらいあさひ」 

旭市では、人口減少と少子高齢化が急速に進行する中、地方創生の観点から、国の推進する生涯 

活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）構想に基づき、２０１５年度に策定した「旭市生涯活躍のまち構想」 

を重点戦略として、実現に向けて取り組んでいます。 

 「旭市生涯活躍のまち構想」では、旭市にしかない、旭市ならではの“魅力とライフスタイル”の 

創出を目指すこと、安心と生きがいのあるくらしを提供する「持続可能な多世代交流拠点」を創出 

することをコンセプトとしています。 

 この構想に基づき、２０１８年度に旭市が実施した民間事業者の公募において、イオンタウンを 

代表者事業者とするグループ（構成員：大和ハウス工業株式会社千葉中央支社、阿部建設株式会社、 

株式会社楽天堂）による事業計画「みらいあさひ」が選定され、２０２０年７月に「生涯活躍の  

まち・あさひ形成事業基本協定」を締結、２０２２年４月２３日に「みらいあさひ」のまちびらき 

とともに、商業機能「イオンタウン旭」が開業することとなりました。 

 「みらいあさひ」では、診療圏人口１００万人を誇る旭中央病院を核とした上で、旭中央病院から 

連携拠点である道の駅季楽里あさひを一体的にとらえて構想エリアとし、高齢者を中心とする都市 

住民の誘致と若者世代の流出抑制と流入促進、仕事づくりを実現させ、旭市全体の活性化に 

つなげるための拠点としての新しいまちづくりを官民連携で行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）「みらいあさひ」ホームページ： https://www.miraiasahi.jp/ 

  

「生涯活躍のまち・あさひ形成事業基本協定」締結式の様子 

（明智前旭市長とイオンタウンおよび事業グループ代表） 
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■「みらいあさひ」事業計画 

 「みらいあさひ」では、「安心」・「交流」・「暮らし」・「連携」の４つのメイン機能を取り 

入れた「地域と共に「楽しく健康になる」ための持続可能な多世代交流拠点～みらいあさひ～」を 

コンセプトとし、商業施設、介護施設、居住施設を複合した賑わいエリアを開発します。当ＳＣ内 

には多世代の交流と活躍の場として「旭市多世代交流施設『おひさまテラス』」がオープンします。 

 

①「旭市多世代交流施設 おひさまテラス」 

当ＳＣ内には多世代の交流と活躍の場として、旭市が設置しイオンタウンが指定管理者となり  

管理運営を担う公共施設「旭市多世代交流施設 おひさまテラス」がオープンします。旭市と 

イオンタウンがまちづくりへの対話を進めていく中で、屋内で遊べる子育て施設への市民ニーズ  

から誕生しました。「旭市生涯活躍のまち構想」のコンセプトをもとに、子どもと子育て世代、  

高齢者を中心とする地域の皆さまの居場所、活躍の場、交流・つながる場、また、若者やビジネス 

マンの起業・創業の場を目指しています。 

 

②「一般社団法人みらいあさひ」および「みらいあさひ協議会」の設立 

 基本協定に基づき、当事業に当初より参画する４社が 

正会員となり、各社から１人ずつ計４名の理事（代表理事： 

阿部建設株式会社、副代表理事：株式会社楽天堂）を選出 

したエリアマネジメント組織「一般社団法人みらいあさひ」 

を設立します。柔軟な発想と行動力で新しいまちづくり 

実現に向けて取り組んでまいります。 

また、この法人の活動に地域の声を反映させるため、旭市や 

旭中央病院、地元事業者、地域住民、大学など多様な 

メンバーが参画した「みらいあさひ協議会」を組成します。各メンバーが持つ強みを効果的に 

組み合わせて相乗効果を生み出し、様々な課題解決を図りながら、魅力的で持続可能なまちづくり 

を目指します。 
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＜イオンタウン旭 コンセプト＞ 
 

 

地域とともに「楽しく健康になる」ための持続可能な多世代拠点づくり 

ウエルネスタウン ＡＳＡＨＩ 
 

地域らしさを活かした商業施設の開発・運営を通して、地域とのつながりを生む空間を創造して 

きたイオンタウンが、農畜水産物の産出額全国トップクラスを誇る食の郷千葉県旭市において、  

官民連携で旭市の魅力を発信し、地域の皆さまが多世代で交流し、心もからだも楽しく健康になる 

ウエルネスなコミュニティ拠点を創造してまいります。 

 

【外観イメージ】 
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■「旭市多世代交流施設 おひさまテラス」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おひさまテラス」は、当ＳＣ２階に旭市が設置しイオンタウンが指定管理者となり管理運営を 

担う公共施設です。子育てを通してまちの人々がつながり、支え合い、共に育む場として、多世代 

の地域皆さまの交流や賑わいを生み出す拠点として、みらいあさひのまちづくりに寄与して 

まいります。 

 

 「おひさまテラス」では、旭市の多世代の皆さまの交流拠点を目指しています。旭市の多世代  

交流拠点は、「旭市の多様性発見施設」と言い換えられると思います。世代だけで区切らない、  

個人の多様性を尊重すること、「おひさまテラス」の多様なコンテンツをきっかけに、個の 

可能性・多様性を発見し、地域へ飛び出していける出発地点となることを目指しています。 

 

 「おひさまテラス」の子育ては、活き活きとした大人たちに囲まれている、見せることが出来る 

状態をよい子育てと考えます。子育てにより活き活きとした個が育ち、街を育てる、そのような  

好循環サイクルをまわしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域とともに「楽しく健康になる」ための持続可能な多世代拠点づくり 

※画像はすべてイメージです 
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・「おひさまテラス」のシンボルマークに込められた想い 

 大きさの異なる二つの円が中央で重なり合い、人と人とが手を取り合い 

繋がり、「おひさまを照らす」ほどの温かい場所になってほしい、 

そのような想いを表現しています。世代も性別も考え方も、それぞれ 

異なる特徴をもった人々がお互いの多様性を認め合うことで、この 

「おひさまテラス」から、新しい可能性が生まれ、旭の豊かな未来へと 

つながり「∞（無限大）」の物語が始まっていく未来を想い描いています。 

 

・施設概要 

 屋内公園、コワーキングスペース、キッチンスタジオ、クラフトルーム等のレンタル・オープン 

スペースや、地元旭市の食材を取り入れたこだわりのカフェレストランの複合施設です。のんびり 

と本を読んだり、美味しいごはんを食べたり、料理やものづくりを楽しんだり、思い切り遊んで  

みたり、ダンスや音楽や仕事に打ち込んだりすることができる様々なスペースがあります。 

それぞれの多様性を受け入れ、新たな可能性を発見できる。ひとりひとりの居場所となり、 

ひとりひとりが輝ける場所へ。おひさまテラスで、皆さまの「やりたい！」を応援いたします。 

 

 「おひさまテラス」には個性豊かなレンタルスペースや自由におくつろぎいただけるオープン  

スペースがあります。地元食材を取り入れたこだわりのカフェレストラン、キッチンや防音設備の 

整ったミュージックスタジオ、おひさまテラスのために選んだ約６，０００冊のライブラリー、  

大型の会議室など様々なスペースがあり、一人一人の居場所となり、一人一人が輝ける場所を 

目指しています。 
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自

地元旭市の食材を

取り入れたこだわ

りのカフェレスト

ラン 

元気に遊べる屋内

公園。すべり台や

トンネルなどの遊

具で心と身体を育

みましょう。 

工具から３Ｄプリンターなどの機械ま

で、様々な設備の整ったものづくりス

ペース。くらしを豊かにする講習会や

ワークショップも開催します。 

自

お仕事の場としてご利用いただ

けるほか、交流会やセミナーを

通して新たなコラボレーション

を支援する活動も行います。 

 

おひさまテラスをご利

用されているお客さま

へ、無料で未就学のお

子さまの一時預かりを

お受けします。 



  

・「おひさまテラス」での体験イメージ 

 

 ＜モノづくり体験＞ 

モノづくりを通じた地域課題

解決プログラムの開催や季節

行事にあわせたワークショッ

プにより、お子さまの想像力や

意欲を育みます。 

 

＜くらしの健康講座＞ 

旭中央病院と連携し、健康やま

ちづくりなどをテーマに講座

を開催。病気や健康の知識だけ

でなく、食事やコミュニケーシ

ョンなど幅広いアイデアに広

がるワークショップを企画予

定です。 

＜本を通じたワークショップ＞ 

本を「読む」「選ぶ」「話す」「作

る」をテーマに、定期的にワー

クショップを開催。文字や本と

の新たな付き合い方から「発見」

を促し、新たなコミュニティの

きっかけにしていただけます。 

 

 ＜子育て交流会＞ 

 

同世代のお子さまを持つ子育

てママパパが集い、暮らしの想

いや喜び、悩みや相談ごとを共

有する交流会を開催します。 

 

 

 

※上記イベント等の開催時期は未定です。あらかじめご了承ください。 

 

・「おひさまテラス」施設概要 

施設名称：旭市多世代交流施設 おひさまテラス 

設置者：旭市 

指定管理：イオンタウン株式会社 

営業時間：９時～２１時（※一部エリアを除く） 

定休日：月曜日（祝日の場合翌日） 

ＷＥＢサイト：https://ohisama-terrace.jp/ （※４月中旬開設予定） 
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■旭中央病院との連携 

・「未来に向けた持続可能なまちづくりに関する連携協定書」（４月１９日締結予定） 

 旭中央病院、旭市、イオン、それぞれの資源を有効に 

活用した協働による活動を推進し、健康増進・食育に 

関すること、高齢者及び障害者の支援に関すること、 

子育て支援・青少年の健全育成に関することなど、 

１２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、「連携協定書」 

を締結予定です。 

 

・連携イベントの開催 

 ＳＣ内で健康相談会などのイベントを定期的に開催予定です。 

 

 

■地域の魅力を再発見する専門店・地元企業 

 

・地域の魅力を発信する、千葉県内最大の「無印良品」 

着心地の良いウェアや素材にこだわった食品、使い勝手を 

考えたシンプルで機能的な文具や家具まで、暮らしのまわり 

のすべてが揃います。また、千葉・東総エリアを中心に生産、 

加工されたローカル商品の紹介や、店内のコミュニティ 

スペースを活用した野菜の販売、地元の生産者が出店する 

「つながる市」をはじめとしたイベントの開催、他企業との 

連携などを通じて、地域の魅力を発信し、地元に根差した 

プラットフォームとして、地域のお客さまの役に立つ店舗を目指します。 

 

・旭食肉協同組合直売所 

創業５０年、地元生産者組合が経営する産地直売店「旭食肉協同組合直売所」が出店。生産者の顔

が見える安全・安心なお肉を原料に使用したお総菜、ハム・ソーセージなどの加工品を製造販売

しています。ミシュラン５年連続掲載「目白 旬香亭」齋藤元志郎オーナーシェフ監修の「最高の

とんかつ」もご用意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

・なごみの米屋 

伝統を守りながらも、時代のニーズに合わせたお菓子作りの 

 「なごみの米屋」が出店。千葉銘菓の「ぴーなっつ最中」や 

「芋ようかん」など心のなごむ美味しいお菓子を提供します。 

（※「なごみの米屋」は２０２２年６月上旬オープン予定） 
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・縫左衛門 

千葉県旭市生まれのバッグブランド「縫左衛門」。職人の温かい思いが伝わる、家族で楽しめる 

バッグブランドショップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・めとはな 

千葉県１位（全国６位）の農業産出額を誇る食の郷・旭市の食を通して、人と人が繋がり合う場を

目指すシェアキッチンの「めとはな」が初出店。４つの本格的な厨房施設を複数人でシェア 

しながら調理・販売できる場所を提供します。つくる楽しさ・もとめられる喜び・つながる温かさ

を大切に、ともに挑戦する姿を応援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ヘルス＆ウエルネスな生活をサポートする専門店 

 

・カーブス・メンズカーブス 

 １回３０分、お悩みや目的に合わせて効率的で効果的な計算されたプログラムをセミパーソナル

で指導する「カーブス」、男性版「メンズカーブス」が初めて同時出店いたします。 

（※「カーブス」は２０２２年７月中旬、「メンズカーブス」は２０２２年１２月中旬オープン予定） 

 

 

 

 

 

 

・わだち 

 お風呂やトイレなど細部までこだわった設えにより、ご高齢の方本来の力 

 を引き出すことでくらしをより豊かにするデイサービス「わだち」が出店 

します。どこか懐かしく落ち着く空間の中で、買い物をしたり、趣味に没頭 

したり、賑わいの中で回想したり、好きな場所で暮らすあたりまえの 

くらしを自然に創り出していくことが「わだち」が目指すくらしの場です。 

（※「わだち」は２０２２年６月上旬オープン予定） 
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・イオンタウン旭ＪＵＮ歯科クリニック 

お子さまからご高齢の方まですべての方においしく食事をして 

いただきたい、がモットーの口腔外科出身の歯科「イオンタウン旭 

ＪＵＮ歯科クリニック」が出店。通常診療はもちろん、外科治療や 

インプラント経験も豊富な歯科医院です。 

 

・「リフレッシュ整骨院 リフレッシュはりきゅう院」 

「健康・美容」をキーワードに整骨院・リラクゼーションサロン等を全国に４８店舗展開 

しているリフレッシュグループが、整骨院・はりきゅう院を出店します。代表の山本利幸さんは 

治療家兼、スポーツ選手トレーナーの経歴もあり、スタッフはその指導の元、様々な角度から  

皆さまの健康のお手伝いをさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日々のお買い物にご利用いただける物販店舗 

 

・ダイソー 

生活必需品から趣味嗜好品まで幅広くワンプライスで取りそろえる 

「ダイソー」が出店します。文具・コスメ・インテリア・食器・ 

便利グッズなど、日々の生活に楽しさと驚きを提供します。 

 

・ＪＩＮＳ 

軽量メガネ・ブルーライトカットメガネ・サングラスなど定番から 

トレンド商品まで取り揃えるメガネの販売本数日本一のアイウエア 

ブランド「ＪＩＮＳ」が出店。高品質な薄型非球面レンズ代込みで 

５，５００円から展開します。 
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※画像はすべてイメージです 



  

■幅広い年代のお客さまにお楽しみいただける飲食店 

 

・サイゼリヤ 

本場イタリアから良質な食材を直輸入し、素材の味を生かした料理を 

リーズナブルな価格での提供を目指す「サイゼリヤ」が出店します。 

 オリーブオイル、チーズ、ワインなどイタリア料理の最も重要である 

素材には特にこだわり、さまざまなシーンでお楽しみいただける料理 

を取り揃えます。 

 

 

■便利な生活をサポートするサービス店 

 

・ＪＥＷＥＬ ＣＡＦＥ 

貴金属やブランド品、宝石などの買取の「ＪＥＷＥＬ ＣＡＦＥ」

が出店。カフェのように入れるきめ細やかな接客が特徴の買取 

専門店です。 

 

・ＣＲＡＦＴ 

最新の美容技術・情報・話題の商品など世界を見据えた美を追求する美容室

「ＣＲＡＦＴ」が出店します。 

 

・フレンドリー 

お客さまから「来て良かった、また来るね」と言っていただけるような、 

有資格者による確かな技術と安くて早く丁寧なサービスを提供し千葉県を

中心に３０店舗以上を展開するヘアーカット専門店「フレンドリー」が 

出店します。 

 

・イオンのほけん相談 

お客さまのご要望や特性に合わせて最適な保険を選ぶお手伝いを

する「イオンのほけん相談」が出店します。 
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【核店舗：「イオンスタイル旭中央」の概要】 
 

当社最大級の調剤薬局展開！地域に根差す「かかりつけ薬局」実現へ 

ヘルス＆ウエルネス特化型店舗「イオンスタイル旭中央」 

「食」は「減塩・低糖質・オーガニック」商品や地場の野菜・鮮魚などで健康提案強化へ 
 
 

核店舗「イオンスタイル旭中央」（以下、当店）は“生涯活躍のまち”創出に向け旭市がすすめる

新しいまちづくり「みらいあさひ」において、地域に根差した「食」と「くらし」に関する商品・ 

サービスを一堂に展開し、その一翼を担ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

当店は、地域医療の中核を担う「国保旭中央病院」に隣接しています。広域からの利用者や病院に

勤務されている方のほか、施設内の多世代交流施設を利用する旭市にお住まいの方のご利用が見込

まれており、２０２３年以降、高齢者や移住者に向けた住宅も隣接地に整備される予定です。 

こうしたなか当店は、「健康」に関わる「食」はもちろんのこと、「医薬品」においても当社最大級

の調剤薬局を展開するなど、「ヘルス＆ウエルネス特化型」店舗として展開します。 

また、「日用品」では購買頻度の高い生活必需品をワンストップでお求めいただけるよう、品揃えや

展開方法を工夫し、生活シーン別に売場を展開することで利便性を追求しているほか、ネットスーパー

や移動販売などを展開し、多様な生活スタイルに対応した便利な買物体験を提供してまいります。 

【「イオンスタイル旭中央」は「ヘルス＆ウエルネス」「食」「ＤＸ」を強化！】 

➣「調剤ロボット」３台導入。「お薬・健康相談」の充実へ 

 地域の「かかりつけ薬局」の実現は、薬の説明や健康状態の確認など、薬剤師が患者さまと向き 

合い、丁寧にお伺いすることが重要です。当店では、調剤時間の効率化を図り、相談時間のより一層

の充実に向け「調剤ロボット」を導入します。最大で１,０００種の医薬品を自動で調剤します。 

➣健康志向に対応「低糖質」「減塩」コーナー展開。千葉県産のオーガニック野菜も展開 

 「食」を通じての健康維持や健康的な生活の実現に向けた食品を拡充します。調味料やカップ麺

などの「低糖質・減塩」コーナーを展開するほか、千葉県１位、全国でも６位と有数の農業産出額を   

誇る旭市の農産物や「いも豚」で知られる畜産物をコーナー展開。オーガニック野菜や地場野菜も

拡充します。 

➣便利な買物体験の提供。ネットスーパー・移動販売を展開（５月２０日開始予定） 

 便利な買物体験として、「ネットスーパー」では、宅配だけでなく「店舗車寄せで車に乗ったまま」

や「店内サービスカウンター」での店舗受取り（「ピックアップ！」）も選択できます。また、軽トラ

ックに商品を積み、旭市内を巡回する「移動販売」を開始する予定です。さらに、「レジゴー」の 

展開やデジタルサイネージによる情報発信を行います。 
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「ヘルス＆ウエルネス」に特化した商品・サービスを拡充 
地域の「かかりつけ薬局」を目指します 

 

◆「調剤薬局併設店舗」を積極的に拡大し８割超に、「かかりつけ薬局」の更なる充実へ 

イオンリテールは、健康への関心のより一層の高まりや、衣食住の買物を一カ所で済ますこと

ができる「ワンストップショッピング」の利便性を追求しています。その一環として医薬品分野

においては調剤薬局の展開を先駆的に進めています。現在、医薬品展開店舗における調剤薬局併

設店舗は８割超と高い併設率となり、多くのお客さまのご支持をいただいています。 

 

◆調剤薬局は当社最大級、買物と調剤が一カ所で済む「ワンストップショッピング」を提案 

当店に併設する調剤薬局「イオン薬局旭中央店」（以下、当薬局）は、近隣病院や「イオン    

タウン旭」内のクリニックをはじめ、全国の医療機関の処方せんを年中無休で受け付けます。  

当薬局では、将来的な調剤薬局の需要拡大を見据え、待合スペースや調剤室を当社最大級の面積

で展開します。さらに、待ち時間の短縮や患者さまへの相談時間の拡充に向け、最先端の調剤ロ

ボットを「錠剤」や「粉薬」「シロップ剤」の計３台設置し、調剤業務を自動化します。 

また、患者さまご自身で処方せんの写真をスマートフォンから送ることにより、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。調剤を待つ間に買物や食事をする

など、時間を有効にお使いいただけます。 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

◆介護事業者と連携し、健康イベントを定期的に開催 

当薬局は「イオンタウン旭」内の介護事業者さまと

連携した健康イベントを開催します。偶数月の１５日

（年金支給日）は、調剤待合室を利用し自己血糖測定

会や介護相談などを実施します。 

また、お客さまご自身で気になる体の状態を無料で測定

することができる「体組成計」「血圧計」「血管年齢計」

を設置します。日々の体のメンテナンスサポートとして

買物のついでに気軽にご利用いただけます。 

 

◆“肌ストレスの改善に”敏感肌や乾燥肌などの悩みに対応した商品を展開 

  昨今のマスク生活などによる肌ストレスの改善に関心が高まっています。敏感肌や乾燥肌の 

お悩みの方に低刺激性で肌へのやさしさにこだわった医薬部外品「ミノン」の全身シャンプーや、

やさしく洗う弱酸性タオルなどを品揃えします。このほか、お肌のカビの増殖を抑える抗真菌 

（抗カビ）成分配合の「コラージュ フルフル」の薬用シャンプーや薬用泡石鹸などを展開します。 
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◆減塩・低糖質・食物繊維などの商品をコーナー展開し、健康な食生活を提案 

  生活習慣病の予防や食を通じた健康増進への関心が高まっています。加工食品売場では、減塩

コーナーを展開、ドレッシングや醤油・つゆなどを品揃えします。調味料の使い方を工夫しな  

がら、塩分摂取量を減らす食生活を提案します。 

  また、マヨネーズや酢、電子レンジなどで温めればすぐに食べられる「パックご飯」など、低糖質

商品を取り揃えるほか、冷凍食品コーナーでも低糖質のアイスクリームやご飯付きおかずセット

などを提案します。さらに、手軽に食べられてしっかりと栄養補給もできるシリアルでは、食物

繊維やビタミンＢ１、鉄分がたっぷりのオートミールをご用意します。 

     

◆当店のオープンに合わせ、栄養豊富な「黒米」を使用した弁当を開発 

  黒米は、白米と比較して鉄分や食物繊維を多く含んでおり、栄養豊富な食材として注目されて

います。そこで、黒米を使用した弁当を当店のオープンを機に開発しています。４種類の野菜と

チキンを特製の黒酢仕立てのはちみつソースで和えた「ごろっと野菜とはちみつチキン弁当」や

「トマトソースハンバーグ＆唐揚黒米弁当」を提供します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆健康志向や環境保全に配慮し、植物置きかえ食品を展開 

  健康志向の高まりや食習慣の変化により、植物性  

原料への注目が高まっています。こうした中、主に肉 

や乳製品、白米、小麦などを植物性の素材に置き換え

た商品を展開します。肉の代わりに大豆を使用した  

「トップバリュ 大豆からつくったハンバーグ」や  

「トップバリュ 大豆からつくったミンチ」などを  

品揃えします。このほか、牛乳のかわりに豆乳を乳酸菌で発酵させた、大豆イソフラボンを含む

無糖タイプのヨーグルトや小麦のかわりにひよこ豆と玄米を使ってつくったスパゲッティなどを

取り揃えます。 

   

◆「トップバリュ グリーンアイナチュラル 純輝鶏」の展開 

ヘルス＆ウエルネス志向が高まるなか、抗生物質・合成抗菌剤不使用 

の飼料で育てた純輝鶏を提供します。鶏肉本来のうまみや高タンパク質 

はそのままに、低カロリーで脂質が少ない鶏肉です。予めうす切りなど 

にカットした「手間要らず・包丁まな板要らず」へ対応した商品の品揃  

えやバイオマス配合フィルム包材を使用した環境への配慮や、家庭ゴミ 

削減にも繋がる「ノントレー真空包装商品」を品揃えします。 
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病院隣接の立地特性を活かした商品・サービスの提供 

 当店周辺の病院やクリニック、介護施設に勤務されている方や来院される方のニーズにお応え 

する商品・サービスを提供します。 

◆看護や看護学生の実習で必要な文具類も展開 

 近隣に病院やクリニック、看護専門学校も立地していることから、看護師や看護学生が業務や

実習で必要とする文具をコーナー展開します。毎日の連絡事項や情報などいつでも記入できるよう、

白衣のポケットに入るサイズのメモ帳や手の平の上で書きやすくめくりやすいリング式のメモ帳、

とっさにメモをしたい時に腕に巻いて使用できるリストバンド式のメモ帳、重要なことをメモ 

する際に滑らかな書き味で便利な赤・青・黒の３色ボールペンを品揃えします。 

  このほか、胸ポケットにさせる印鑑や書類がすっきり分けられるクリップフォルダーなども 

ご用意します。さらに看護師さんの声から生まれた専用計算キー搭載電卓や薬剤師向け・栄養士

向け電卓を品揃えします。 

 

◆病院で働く方にもおすすめ。疲労回復ウエアのＴシャツやインナー、ソックスをご用意 

  立ち仕事が多い看護師や介護士などの医療従事者の方への提案として、インナーコーナーでは

一般医療機器登録をした疲労回復ウェア「トップバリュ セレクト セリアント」のＴシャツや  

パジャマ、インナー、ソックスなどを取り揃えます。 

「トップバリュ セレクト セリアント」は、数種類の微細な鉱石を練りこんだ特殊な素材の 

「ＣＥＬＬＩＡＮＴⓇ※」を使用したウェアです。継続的に着用することで、疲労回復や血行促進、

筋肉の疲れが軽減するといった効果が期待できます。仕事中、家でリラックスしたいとき、   

就寝時などに使いやすく着心地のよいアイテムをご提供します。 
  

※「ＣＥＬＬＩＡＮＴⓇ」は、アメリカのホロジェニックス社の登録商標です。※効果には個人差がございます 

【医療機器届出番号】 

「セリアント ウェア」    医療機器届出番号 11B1X10025687801 

「セリアント ソックス」  医療機器届出番号 11B1X10025687802 

「セリアント ウォーマー」医療機器届出番号 11B1X10025687803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆病院の患者さまやお見舞いのニーズにお応え「入院準備品」「お見舞い花」「ケーキ」も展開 

病院や施設内の介護施設の患者さまのニーズにお応えし

入院準備品に必要なタオルや衛生用品、オーラルケア商品

のほか、着脱が簡単な肌着を品揃えします。 

また、お見舞い用に花束アレンジメントやアーティフィ

シャル造花なども取り揃えます。 

さらに、お見舞い品としてショートケーキやシュー  

クリームなどもご用意します。 
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千葉県産を拡充する「千産千消」の取り組み 
 

◆旭市の生産者が直接納品する野菜や店舗近郊の畑で採れた野菜や果物を拡充 

 地元旭市内で採れた旬の野菜を幅広く品揃えします。 

生産者さまに直接店舗に届けていただき、地場野菜コーナー 

で展開します。トマトやキャベツ、きゅうりなど旬の野菜を 

品揃えするほか、時期により販売当日早朝に収穫し販売する  

「今朝採れ野菜」も展開予定です。 

また、旬のおいしい時期に千葉県産の「いちご」「メロン」 

「梨」などを提供します。 さらには、「やさいバス」で運ばれ 

るサラダ菜やリーフレタスなど旬の野菜を取り揃えます。「やさいバス」は、バス停に見立てた 

野菜集荷場を冷蔵トラックで巡回して店舗に納品される仕組みです。 

  

◆千葉県産オーガニック野菜や「ちばエコ農産物」の品揃え 

化学合成農薬や化学肥料に頼らず自然の力を活かして育てられたオーガニック野菜をコーナー

を展開し、オープン時は千葉県産オーガニック野菜を最大１５品目ご用意します。水菜や小松菜

などを提供します。 

また、環境保全と食の安全・安心に配慮した千葉県独自の農産物認証制度の「ちばエコ農産物」

の小葱を品揃えします。 

  

◆銚子漁港から生まぐろ、かじき、旬の鮮魚を直送 

 銚子漁港で水揚げされた生まぐろやかじき、旬の鮮魚を

当日店舗に直送し、お昼過ぎから販売します。 

このほか、保田漁港、金谷漁港から仕入れた鮮魚も対面 

コーナーで販売します。お客さまのご要望にあわせて、  

お造りなどの調理を承るほか、おいしい食べ方の提案も 

行います。また、生まぐろを使用した握り鮨やお造りを  

ご用意します。さらに、家庭で調理するには手間のかかる

かじきのカマ焼きなども取り揃えます。 

 

◆千葉県産銘柄豚「いも豚」を展開 

  旭市を含む県北東部の指定農場でさつまいもなどいも類を中心とした飼料で育てた千葉県産 

銘柄豚「いも豚」を提供します。脂身はとろけるように甘く、旨みやコクをとじ込めた赤身は   

ジューシーで柔らかいお肉です。豚丼や炒めものなどの料理におすすめです。 

 

◆花の専門店「ルポゼフルール」で旭市産の胡蝶蘭を品揃え 

花の専門店「ルポゼフルール」は、旬のお花を豊富に品揃え

して、お見舞い用やギフト向けの花束、アレンジメントを  

お作りするほか、ご自宅使いでもお客さまがお好みのお花を

楽しみながら１本ずつ選べるスタイルのお店です。 

 

当店では、地元旭市で育てられた胡蝶蘭や安房のひまわり

をはじめ、千葉県産の植物や旬の花を季節に合わせて展開し

ます。母の日に向けては、カーネーション、あじさいなど季節

のお花に加え、旭市産の胡蝶蘭を豊富に品揃えします。 
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地域の素材を使用した逸品や人気店の商品をワンストップで 

地域で慣れ親しんだ味や地域の素材を使用した商品のほか、旭市内で人気店のパンやスイーツを

提供します。また、店内で作る弁当は千葉県香取郡多古町で生産されたコシヒカリ「多古米」を使用

します。 

 

◆地域で慣れ親しんだ味、旭市産の素材を使用した総菜の提供 

 総菜コーナーでは千葉県の野菜を使用した天ぷらを提供するほか、いも豚を使用した豚重や 

メンチカツをご用意します。 

 

 

 

 

 

 

千葉県産栗かぼちゃの天ぷら     豚重（いも豚使用）        いも豚使用メンチカツ 

  

 このほか、人気の鉄板焼きコーナーで展開する、「店内手づくり豆乳入りだし巻き玉子」は、  

地域の味にあわせて、甘い玉子焼きを提供します。また、弁当に使用する米は多古米を使用し、

「豆乳入り玉子焼き弁当（鶏そぼろ）」など約１０品目を展開します。 

 

 

 

 

 

 

                           

     

 

◆常設販売は初。創業４５年「又兵衛」のもつ煮込み弁当を用意 

旭市で創業４５年の人気のもつ鍋・焼き鳥・ホルモン焼きの店 

「又兵衛」のもつ煮込みを使用し店内で作った「もつ煮込み弁当」 

をご用意します。常設販売は「イオンスタイル旭中央」が初となり 

ます。いつでも旭市の老舗の味を味わうことができます。 

   

◆旭市で名物のパンやスイーツを品揃え 

「焼きたてパン・コルン」の地元の卵をふんだんに使った、ほんのり  

甘くシンプルで優しい味の「たまごパン」を提供します。 

 また、バームクーヘンの専門店「Ｅｇｇ'ｓ Ｂａｕｍ ｍａｒｕｇｅｎ」

の自家農場のこだわり卵「マルゲンの米たまご」を使用したチーズ  

クリームがたっぷり入ったバウムクーヘンやプリンをご用意します。 

さらに、アイスクリームコーナーでは旭市の宇畑牧場直営のイタリアンジェラートの専門店 

「ＨＯＭＥ ＯＦ ＭＯＴＨＥＲＳ」のショップでも人気のジェラートをカップタイプで販売しま

す。牧場にはブラウンスイスやジャージーが飼育されており、それぞれのミルクで作ったジェラ

ートをお楽しみいただけます。 
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“生活スタイルに合わせたお買物”ネットスーパー・移動販売を展開 
 

◆旭・銚子エリア初！「おうちでイオン イオンネットスーパー」を展開（５月２０日開始予定） 

当店は旭市内と銚子市の全エリアを配送区域とし、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、紙おむつなど、くらしに便利

な生活必需品を品揃えします。仕事や育児、介護などで店舗に立ち寄る時間のないときに便利に

ご利用いただけます。 

当店では、指定時間内であればお客さまの都合の良い時間に店頭で受け取れる「ピックアップ！」

サービスを提供します。正面入口前の車停め付近に専用サインボードを設置し、「イオンネット

スーパー」で注文した商品を車に乗ったまま受け取ることができる「ドライブピックアップ！」

を展開します。このほか、店内の専用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！」

を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆旭市飯岡エリアなどで、移動販売を展開（５月２０日開始予定） 

 当店はご高齢の方を主としたお買物支援の一環として、旭市内において移動販売車の運行を 

開始します。この取り組みは、ご高齢の方を中心に日々の買物が不便と感じられている方が多い

エリアを中心に販売場所を決定し、巡回販売します。 

 

現在、イオンリテール㈱南関東カンパニー（千葉・東京・神奈川・山梨の「イオン」を運営）で

は、千葉県４店舗、神奈川県２店舗で移動販売を実施しています。これら店舗の移動販売でのお

客さまがお求めになられている野菜・肉・魚などの生鮮品や総菜、お菓子、飲料、日用品など約６

００品目を軽トラックに積載します。販売時に積載していない商品は、次回の移動販売時にお渡

しできるよう注文を承ります。さらに、お客さまのご要望に応じて、肌着や靴下、フライパンなど

の台所用品まで、店舗の品揃えをお持ちする「御用聞き」も実施します。 
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デジタル技術を活用、より便利な買物体験を提案 

 

◆スマホで楽しい買物体験！“レジに並ばない”「レジゴー」を展開 

お客さま自身がお買物しながら商品のバーコードをスキャンし

専用レジでお支払いする「レジゴー」を展開します。店舗の貸出用

スマホのほか、お客さま自身のスマホに「レジゴー」のアプリを 

ダウンロードしてお買物することで、ショートタイムショッピング

を実現します。 

「レジゴー」は、レジ待ち時間なしを可能とするほか、お買物   

途中に購入商品やお買上品名が確認できるため、買い忘れ防止に 

も繫がります。また、既に導入店舗でも非対面・非接触での買物スタイルとしてご好評いただいて

います。 

 

◆デジタルサイネージで商品・お買得情報を展開、新たな発見と楽しい買物体験を提供 

 地場の野菜や鮮魚などを紹介するほか、ドライブピックアップや移動販売、調剤ロボットなど

を紹介する動画を配信します。 

 

◆「食事」「整理収納」「育児」など生活シーンごとに商品を展開、ショートタイムショッピングを追求 

食品に加え日用品や化粧品、医薬品などにおいても短時間で手軽にお買物いただける売場づくり

を目指しています。そこで、購買頻度・利用頻度の高い商品を厳選し、「食事」「整理収納」「育児」

など生活シーンごとに分けて展開します。 

例えば、「食事」のシーンでは、調理器具や食器類など料理を作るシーンに必要な商品を展開  

するコーナーに、洗剤やたわし、保存容器など片づけるシーンに合わせた商品を品揃えします。 

このほか、「整理収納」のシーンでは、衣料用洗剤や柔軟剤など洗濯用洗剤のコーナーに、   

ハンガーを品揃えするなど、それぞれの生活シーンごとに商品をまとめて展開します。 

このような形態を提案することで、お客さまの日々のお買物のワンストップ及びショートタイム

ショッピングの実現に努めてまいります。 
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千葉東総エリアのあらゆるニーズに３店舗でお応えしてまいります 
 

 千葉東総エリアで展開するイオンリテール店舗は、「イオン旭店」「イオン銚子店」そしてこの度

オープンする「イオンスタイル旭中央」により３店舗となります。１店舗ずつではお応えしきれな

い、地域の様々なニーズをそれぞれの店舗が担います。これにより普段使いからハレの日の需要、  

「モノ」のみならずアミューズメントなど「コト」や専門店など、地域のお客さまのあらゆるニーズ

に対応してまいります。 

 

「イオン旭店」・・・地域唯一の「総合業態」。 

食品のみならず、衣料品、暮らしの品を揃えた、総合の品揃えを展開。この度のイオンスタイル 

旭中央のオープンを契機に、レディスカジュアルウエアのショップの新設と拡充を実施します。  

また、近隣で品揃えが少ない、ブランドランファンやカウンセリング化粧品などを地域一番の品揃

えで展開します。 

 また、社会行事での品揃えも旭エリアで一番の品揃えを目指しています。 

 

「イオン銚子店」・・・約９０の専門店のほか「コト」にも対応。 

 地域で唯一かつ最大級のモール型ショッピングセンター。衣食住の総合スーパー「イオン」の  

展開に加え、９０近くの専門店では地域で唯一の出店も多いほか、フィットネスやアミューズメン

トなど物販のみならず、「コト」を充実するサービスも展開しています。 

 

「イオンスタイル旭中央」・・・生活必需品をワンストップで。病院隣接ならではの需要にも対応 

 食品スーパーと日用雑貨、化粧品、医薬品などの生活必需品を短時間でお求めいただける店舗。

病院隣接ならではの需要や広域からの患者さまの需要にもお応えします。また、ネットスーパーの

ほか、ご年配の方を中心とした気軽の買い物に行けないニーズに対応し、こちらからお客さまの  

生活地にお伺いし販売する移動販売を旭エリアで初めて実施します。 

 

 
 

【イオンスタイル旭中央の概要】 
 

名 称：「イオンスタイル旭中央」 

所 在 地：千葉県旭市イ４３３７番の１ 

店  長：小杉 公二（こすぎ こうじ） 

開 店 日：２０２２年４月２３日（土）グランドオープン 

売場面積：３,０５６㎡  

営業時間：食品、日用品、化粧品、医薬品売場  ８:００～２２:００ 

      イオン薬局（調剤薬局）        ９:００～１９:００ 
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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ウイルス抑制対策 

・光触媒により新型コロナウイルスの感染力抑制を実現する光触媒方式 

除菌機を授乳室などへ計１１台設置します。 

・抗菌・抗ウイルスコーティング剤を館内共用通路・お客さま用トイレ 

に塗布します。 

・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。 

 

②換気状況の見える化  

・２階「おひさまテラス」に換気状況を知らせるＣＯ２モニターを設置 

します。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」により、 

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。 

・機械的に強制換気を行う換気システムにより、常に新鮮な外気導入で館内の空気環境を維持 

します。 

 

④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。 

 

⑤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。 

 

⑥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。 
※画像はすべてイメージです 
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【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。 

・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を設置しています。 

 

➢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、イオンスタイル風除室付近に設置しています。 

 

２．被災時の復興拠点としての機能確保 

➢旭市・旭中央病院と「未来に向けた持続可能なまちづくりに関する連携協定書」を締結 

（４月１９日締結予定） 

・旭中央病院、旭市、イオン、それぞれの資源を有効に活用し１２項目において緊密に連携する 

「連携協定書」を締結します。災害発生時においては、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 

・お客さまの「安全・安心」のための防災電源や給水電源はもちろんのこと、非常用発電機により 

防災センターや事務所などの主要管理室への電源供給を確保し、地域の災害支援施設となるよう 

計画しています。 

・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） 

 

➢断水対策  

・耐震性を有した受水槽（３１．９㎥）は、断水・停電状態であっても受水槽内の水を飲料水用、 

トイレ洗浄用として利用できるように緊急用蛇口を設置しています。 

・敷地内には災害時、速やかに仮設トイレを設営できる汚水管接続用排水口（災害マンホール）を 

設置しています。 
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【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。 

 

■当ＳＣでの取り組みの具体例 

➢再生可能エネルギーの活用 

・ＰＰＡ「Power Purchase Agreement（電力販売 

契約）」モデルを活用した太陽光発電設備をＳＣ 

屋上に導入。約３００ＭＷｈ（建物電力使用量の 

約１０％相当）のクリーンな電力を生み出し 

ます。 

※ＰＰＡモデル：「Power Purchase Agreement（電力販売 

 契約）モデル」の略で、ＰＰＡ事業者が電力需要家の 

敷地や屋根等のスペースを借り太陽光発電システムを 

設置し、そこで発電した電力を電力需要家に販売する事業モデル 

 

➢「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、２０２２年４月９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 

４８種約５００本（専門業者による植樹を含めた総植樹本数は約３，０００本）を植樹する予定 

です。 

 

➢イオン環境財団の設立３０周年「さくらの苗木配布企画」 

・イオン環境財団の設立３０周年企画「植樹３０万本プロジェクト」と 

連携し、さくら等の苗木をご来店のお客さまにお渡ししご自宅等で育てて 

いただき、花と緑を増やす企画に参画いただきます。 

 

➢「認知症サポーター」がお客さまや高齢の方々をサポート（４月中旬実施予定） 

・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２０名の従業員が「認知症サポーター養成講座」を受講します。 

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。 

※イオングループ全体では、約８０，９００名が受講しています。（２０２１年１０月末現在） 

 

  ※画像はすべてイメージです 
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➢電気自動車充電器の設置 

・「ＥＶ１００」※推進を目的として、電気自動車充電器を設置、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。 

 

➢節水型衛生器具の活用 

・水資源節約のために節水型器具の採用に加え、利用者の意思によらない洗浄を抑制するため 

手動洗浄装置を採用し、自動洗浄装置と比べ約１０％の水資源の削減を図ります。 

 

➢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点消灯

により電力消費量の抑制を図ります。 

 

➢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 
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【イオンタウン旭施設概要】 
 
 

Ｓ Ｃ 名 称 イオンタウン旭（いおんたうんあさひ） 

所 在 地 千葉県旭市イ４３３７番地１ 

連 絡 先 ０４７９－６３－５６０５ 

責 任 者 
イオンタウン旭 モールマネジャー 

山崎 泰史（やまざき たいじ） 

敷 地 面 積 約２４，８９７㎡ 

延 床 面 積 約１４，５３３㎡ 

総 賃 貸 面 積 約１１，７３９㎡ 

駐 車 台 数 ４７２台 

店 舗 数 １９店舗（核店舗・ＡＴＭ含む） 

構 造 鉄骨造２階建て 

開 店 ２０２２年４月２３日 

営 業 時 間 

専門店 １０時～２０時 

イオンスタイル旭中央 ８時～２２時 

おひさまテラス ９時～２１時（定休日：月曜日） 

従 業 員 数 約３００人（うちイオンスタイル旭中央約１８０人） 

基 本 商 圏 車１５分圏、世帯数 約２万１千世帯、人口約５万４千人 
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＜イオンタウン旭 専門店一覧＞ 

千葉県初出店：４店舗、市内初出店：１０店舗、 

地元企業（千葉県内に本社のある企業）：１１店舗 

※店名、業種及び本資料については、３月２８日現在のものとなります。 

 

 店名 業種 
千葉県 

初 
旭市初 

地元 

企業 
新業態 

核店舗 

１ イオンスタイル旭中央 スーパーマーケット     

物販 

２ 無印良品 生活雑貨  ○   

３ 縫左衛門 服飾雑貨   ○  

４ ＪＩＮＳ 眼鏡  ○   

５ ダイソー １００円均一     

飲食・食物販 

６ 旭食肉協同組合直売所 総菜   ○  

７ サイゼリヤ ファミリーレストラン     

８ 
なごみの米屋 

※６月上旬オープン予定 
和菓子  ○ ○  

サービス 

９ めとはな シェアキッチン ○ ○ ○ ○ 

１０ 
わだち 

※６月上旬オープン予定 
デイサービス ○ ○ ○ ○ 

１１ 
イオンタウン旭ＪＵＮ歯科

クリニック 
歯科  ○ ○  

１２ 

カーブス・メンズカーブス 

※カーブスは７月中旬、メンズ 

カーブスは１２月オープン予定 

フィットネス ○ ○ ○ ○ 

１３ イオン銀行 ＡＴＭ     

１４ フレンドリー 理容   ○  

１５ ＣＲＡＦＴ 美容室   ○  

１６ 
リフレッシュ整骨院 

リフレッシュはりきゅう院 
整骨院・鍼灸院   ○  

１７ イオンのほけん相談 保険  ○   

１８ ＪＥＷＥＬ ＣＡＦＥ 買取  ○   

１９ 
旭市多世代交流施設 

おひさまテラス 
公共施設 ○ ○ ○ ○ 
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＜イオンタウン旭 フロアガイド＞ 
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＜イオンタウン旭 アクセス＞ 
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