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２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 ６ 日 

イオンタウン株式会社 

イオンリテール株式会社 

 

 

活気・賑わいあふれる 「つながる・ひろがる・かがやく」くらし拠点 

「イオンタウン毛呂山」 

６月３０日（木）ＡＭ９：００グランドオープン！ 
 

 

 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３０ 

日（木）に埼玉県入間郡毛呂山町にショッピングセンター「イオンタウン毛呂山（もろやま）」  

（以下：当ＳＣ）をグランドオープンいたします。 

当ＳＣは、埼玉県の南西部に位置し、都心で働く方々のベッドタウンとして発展している毛呂山 

町に出店いたします。計画地は、東武越生線の武州長瀬駅より北へ約５００ｍに位置しており、駅 

に通じる町道１５号線と地域幹線の県道３９号に面し、交通アクセスに便利な立地となります。 

当ＳＣは活気・賑わいあふれる 「つながる・ひろがる・かがやく」くらし拠点として、地域の 

にぎわいを創出いたします。スーパーマーケットやホームセンター、飲食店、サービス店など便利 

なくらしを実現する１３の専門店とともに、地域に密着したショッピングセンターとして地域の  

皆さまのくらし拠点となり、活気ある生活をサポートしてまいります。 

 

 

【ＴＯＰＩＣＳ】 

◆日々のくらしを楽しく便利に！商業施設初出店店舗を含む専門店が出店 

商業施設初出店のいちご農園直営スイーツ専門店や、ホームセンター、ライフスタイル雑貨、 

サービス店舗、など日々のお買い物と共にご利用いただける専門店が出店いたします。 

 

◆食品スーパー「イオンスタイル毛呂山」 

 毛呂山の「食」と「日常のくらし」に密着した商品とサービスを提供します。特産品や地酒 

などを豊富に取り揃えた地場コーナーや、簡単でおいしい冷凍商品を地域最大級の品揃えで 

提供します。またレジに並ばない、レジ待ち時間なしのお支払い「どこでもレジ レジゴー」 

を導入します。 

 

◆「脱炭素社会」の実現をめざした環境負荷低減の取り組み 

 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。また、「ＦＩＴ非化石証書付電力メニュー」の活用で、実質的にＣＯ２フリー電気 

１００％使用の店舗となります。また、電気自動車充電器を２０２３年１月頃までに設置予定 

です。 
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＜イオンタウン毛呂山 コンセプト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な専門店配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 

今日も わくわく もろやま 
 

活気・賑わいあふれる「つながる・ひろがる・かがやく」くらし拠点 

ご高齢の方からお子さままで、地域の皆さまの明日へとつながる 

安心・健康・安全で快適な環境をご提供し 

笑顔あふれるくらし拠点を創造します 
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＜イオンタウン毛呂山 専門店の特徴＞ 

【埼玉初出店を含む１３の多機能な専門店】 

 

①身近な暮らしのパートナー「コメリハード＆グリーン毛呂山店」 

・工具・金物、建築・農業資材など仕事に必要な商品から、家庭用品、ペット用品、園芸用品などを 

ホームコンビニエンス的に品揃えする「コメリハード＆グリーン」が出店。住まいに関する 

お困りごと、ご購入いただいた商品の取付け・交換などの簡単な施工から、ハウスクリーニング、 

庭木のお手入れ、害虫駆除など住環境改善サービスの受付に加え、リフォームスタッフを配置し 

本格的なリフォームの受付体制も整えています。 

 

 

 

 

 

 

 

②飲食・食物販 

・＜商業施設初出店＞いちご農園直営スイーツ専門店「苺の里 Strawberry Garden」 

新鮮な完熟いちごをたっぷり使用した苺農家ならではのこだわりのバウムクーヘンと苺ジャム  

専門店。売り切れ次第終了の規格外バウムクーヘンや苺スイーツのアウトレット販売も 

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

・ラーメン定食屋「福しん」 

毛呂山町に工場を構え、東京池袋を中心に創業５０年以上続くラーメン・中華「福しん」が入間郡 

に初出店。さっぱりとした飽きのこない中華料理が出来立て熱々で楽しめます。主力商品の 

手もみラーメン、野菜タンメン、チャーハン、レバニラ炒め、ギョウザ、その他、各種麺類・定食 

を豊富に充実させています。 

 

 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです。 
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③ライフスタイル雑貨 

・メガネショップ「アイメガネ」 

埼玉県を中心に４１店舗を運営する創業５８年のメガネショップ 

「アイメガネ」が出店。有名ブランドや日本製フレーム、キッズ 

フレームなど約１，０００本を常時取り揃えます。目のストレスを解析 

できる「調節機能解析装置」を設置し、お客さまの用途に合った疲れ 

にくいメガネを経験豊富なスタッフがご提案します。補聴器は専用の 

防音室や測定機器を取り揃え、認定補聴器技能者が最適な器種をご提案 

します。日常の生活での聴こえ方をお試しできる補聴器２週間貸出サービスも常時実施して 

います。 

 

・「ダイソー」 

 １００円ショップの「ダイソー」が出店。 

「だんぜん！ダイソー」をモットーに、だんぜん多い品揃え、 

だんぜん高いクオリティ、だんぜん楽しいアイデアでお客さま 

に笑顔と豊かな生活を届けてまいります。 

 

④サービス 

・「エニタイムフィットネス」 

２４時間年中無休、充実のトレーニング設備のフィットネスジム「エニタイムフィットネス」が 

出店。いつでもできる、ライフスタイルにフィットしたフィットネスジムで、マシン特化型の  

トレーニング室が世界全店利用可能。シャワールーム完備、アメニティの充実した設備です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドッグトリミングサロン「Kate.Lim」 

飼い主さま、ワンちゃんたちに喜んでいただけるような施術を 

心がけ、ワンちゃんの負担を最小限に抑えたトリミングと 

コミュニケーションでフレンドリーなドッグトリミングサロンです。 

月に１度のグルーミングで清潔・健康的な日常のお手伝いを 

いたします。 

 

 

 
※画像はすべてイメージです。 
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・美容室 Hair studio「Do faith」 

「Do faith（ドゥ・フェース）」には、全員美容師歴１０年以上 

のスタイリストが在籍。ヘアカラー、カット、パーマはもちろん、 

まつ毛エクステ、ロイヤルラッシュリフト、エステ、脱毛、 

コラーゲンマシンや着付までトータルに『なりたい』が叶う美容室です。今旬の一押しメニュー 

は髪質改善・高濃度水素トリートメントで、ＳＮＳでも話題の「ＵＬＴＯＷＡ」取り扱い店 

です。 

 

・「医療法人社団喜敦会 ゆずの木歯科クリニック」 

日曜も祝日も診療、お子さまの治療から入れ歯の治療など、総合的に診察する歯科クリニック 

です。ＣＴ歯科用顕微鏡および光学印象やＣＡＤ／ＣＡＭ設備など、最新機器を導入。歯科、 

小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科を取り扱います。 

 

 

 

 

・買取専門店「おたからや」 

全国１，３００店舗の圧倒的規模とノウハウで、きっとご満足 

いただける高価買取をお約束する買取専門店「おたからや」が 

出店します。金、ダイヤ、貴金属、ブランド時計、ブランド 

バッグ、切手等、ご不要になったものがあれば、「おたからや」 

イオンタウン毛呂山店へお立ち寄りください。 

 

・コインランドリー「Baluko Laundry Place」 

毎日の「洗濯」を楽しくする新しいスタイルのコインランドリー 

「バルコランドリープレイス」が出店。衣類、肌、環境を考えて、 

開発したヤシ油由来のオリジナル洗剤『ｐｅｕ（ピウ）』は 

洗浄力に優れ、更に繊維の吸収性を損ねにくい特徴があります。

『ｐｅｕ』で洗い、大型のガス乾燥機で乾燥させたタオルは格別の肌触り。羽毛布団も洗える 

大型の洗濯乾燥機やスニーカー洗濯機、乾燥機など目的に合わせてご利用いただけます。 

 

・「街かどのクリニック」 

 ２０１６年に地域の皆さまの健康維持を第一に考え開院した 

「街かどのクリニック」が、コンセプトである安心・健康・安全で 

快適な環境の提供に賛同し、当ＳＣ内で開院します。 

埼玉県から発熱等診察・検査医療機関に指定されており、発熱外来、ＰＣＲ検査、各種血液 

検査・超音波測定器（エコー検査）・Ｘ線検査・心電図検など内科を中心とした診療です。 
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＜イオンスタイル毛呂山の特徴＞ 

緑とふれあいの文化都市に初出店 

豊富な地域特産品の数々と、くらしに便利な商品・サービスを提供 
 

イオンリテールは６月３０日（木）、「イオンタウン毛呂山
も ろ や ま

」（埼玉県入間郡毛呂山町
も ろ や ま ま ち

）の    

核店舗「イオンスタイル毛呂山」（以下、当店）をグランドオープンします。 

当店は、地域の「食」と「くらし」に密着した商品やサービスを提供することで、地域に 

愛される生活拠点となるよう取り組んでまいります。 

埼玉県南西部に位置する毛呂山町は、都心部から５０ｋｍ圏内と、都内への通勤圏に  

もなるアクセスの良さがありながら、四季折々の豊かな自然が楽しめ、約９６０年に   

わたり受け継がれている出雲
い ず も

伊波比
い わ い

神社
じんじゃ

の「流鏑馬
や ぶ さ め

」や、「ゆず」の生産地としても知られ   

ています。また、町内には大学病院や診療所などの医療機関が充実しているほか、子育て   

世帯へのサポート制度も整備された“住みやすさ”が特長です。 

毛呂山の「食」と「日常のくらし」に密着したお店 
 

 毛呂山・越生
お ご せ

の特産品や地酒など、地域に根差した「食」を展開 

地域の生産者が出荷する新鮮野菜や果物を中心に、名産品・地酒などを豊富に取り揃えた地場    

コーナーを展開します。また、総菜売場では毛呂山のゆずを使用した「ゆず香るおはぎ」を当店     

オリジナルの味で提供します。 

 “時短”“健康”“環境に良い”を叶える商品を取り揃え 

 時短や健康志向といった、近年需要が高まる商品を取り揃えます。一例として、便利でおいしい   

冷凍食品を、地域最大級の品揃えで展開します。また、植物由来で“健康に”“おいしく”“環境      

志向”に対応したトップバリュ ベジティブシリーズのほか、“お手頃価格”のオーガニック食品や   

“ラベルをなくすことで分別の手間が少ない”ラベルレス飲料などを取り揃えます。 

 毎日のくらしに便利な商品・サービスを提供 

くらしの品では、庭作業や介護用品なども含め地域のニーズに合わせた「用途別」の売場を展開

し、要望も伺いながら、地域の方から最も使いやすいと思われる売場を目指します。  

また、２４時間いつでも注文いただけるネットスーパーや注文品を店頭で受け取るピック   

アップサービス、スマホでスキャンしながら買物できるレジゴーの展開に加え、イオン薬局では、

土日祝日も全国の処方せんを受け付けします。 
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♦新鮮野菜・特産物が集結 地場コーナーを展開 

入口正面の地場コーナーでは、ＪＡいるま野の約５０名の生産者が 

出荷する毛呂山町・越生
お ご せ

町の採れたてとうもろこしや枝豆など新鮮な 

野菜を提供します。地域の特産品である「ゆず」「梅」なども合わせ、

年間３０～４０種類の地場野菜・果物を取り揃えます。青果物のほか

にも、お米やたまごなど鮮度の良い地場商品を豊富に展開します。 

 

旬を迎える時期には、新鮮な「ゆず」を展開するのはもちろん、古くから地域の食文化として根付

いている「ゆず」を使った食材の魅力をお届けします。「越生産ゆず」を使用したジャムや七味、 

飲料などの加工品も取り揃えます。贈答用にも最適な「おたか本店 柚子の郷柚子入うどんの詰め 

合わせ」のほか、水産売場でも「ゆず」を使った明太子・ちりめん・漬け魚など、さまざまな調理に

合う「ゆず」を幅広く楽しめる商品を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

また、毎月第１日曜日には店頭にて、地域の商品を含め、新鮮・旬の野菜・果物・お花などを豊富

に取り揃え、お買得価格で提供する「店頭朝市」を開催します。 

 

♦ 毛呂山の地酒を用意、オープン記念ラベル商品も販売 

毛呂山町 麻原酒造のフレッシュ感のあるクリアな味わいの純米酒  

「琵琶のささ波」や、ゆずの酸味と程よい苦みが特長の爽やかな味わいの

「ゆず酒」などを展開します。当店のオープンを記念したオリジナルラベル

の「流鏑馬の郷」や「ゆずの散歩道」も数量限定で販売します。 

 

♦当店限定 毛呂山産ゆず使用！「ゆず香るおはぎ」 

当店限定の「ゆず香るおはぎ」を販売します。旬の時期に収穫した    

毛呂山産のゆずを丸ごとペーストにして、甘さ控えめの白餡に練り    

込んだ、爽やかな香りと甘酸っぱさをお楽しみいただけます。ゆず・    

粒あん・抹茶きなこ味をセットにした彩り豊かな毛呂山限定おはぎ 

３色セットも販売します。 

 

♦オープンを記念して狭山抹茶を使用したスイーツを限定販売 

当店のオープンを記念して、狭山抹茶を使用して開発したスイーツ 

「狭山抹茶クリームの生カステラ」を発売いたします。当店はもちろん

埼玉・茨城・栃木・群馬の「イオン」「イオンスタイル」４４店舗にて    

６月２７日～３０日の期間限定で販売します。 

 

 

 

毛呂山・越生（おごせ）の特産品や地酒など、地域に根差した「食」を展開 
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♦地域の素材を使用した逸品や、名店の味、地元で作られている商品をご提案 

食品メーカー 関越物産の「埼玉工場」は毛呂山町にあります。地域に根ざした「埼玉工場」で   

作られているこんにゃくや国産豚のもつ煮などを中心に、人気商品も含めて品揃えします。 

 

比企郡
ひ き ぐ ん

ときがわ町で昭和３０年創業、高栁
たかやなぎ

製麺所直送の「手打ちの  

ゆでたてうどん」をご用意します。奥秩父山系を背にした自然豊かな地  

ときがわ町で、手をかけ時間をかけることを惜しまず作られた麺は、地域

で愛される逸品です。 

 越生町「大豆工房みや」の豆腐を展開します。国内産の材料にこだわり、

大豆そのものの味が生きる昔ながらの製法で作られたこだわりの手作

り豆腐です。 

 越生町「住吉屋製菓」の「一里飴」を取り揃えます。砂糖・水飴・ 

はちみつのみでつくられている商品です。 

 坂戸市「弓削
ゆ げ

多
た

醤油株式会社」の、埼玉県産大豆・小麦を使用して 

醸造した「高麗
こ ま

郷
ごう

丸大豆醤油」や木桶仕込み醤油を使用した「ぬれ  

やき煎」なども用意します。 

 

 

 

♦簡単便利な冷凍食品の充実 

 近年、お手軽さとおいしさを両立した冷凍食品は、忙しい毎日の   

強い味方として急速に需要が拡大しています。当店では、冷凍食品を  

約８００品目と豊富に品揃えし、選ぶ楽しさをご提供します。 

 解凍してすぐに食べられる冷凍のおかずや総菜を充実させるほか、

外食の味を楽しめる商品、長期保存ができ使いたい分だけ使える冷凍

の野菜・魚・肉などの調理素材など取り揃えます。 

 

 店頭にて真空包装する「フローズンフィッシュ」では、めかじきや  

銀さけ（養殖）などの骨取り切身をご用意します。畜産の冷凍食品では、

豚肉やミンチの大容量パックや国産やきとり串をはじめ、馬刺し、   

ジンギスカンなども展開します。 

 

 また、おうちで“焼きたて感”を楽しめる「冷凍パン」や、解凍時間を

調整し様々な食感を楽しめる「冷凍スイーツ」もご提供します。 

 

♦天ぷらや唐揚げ、弁当、ピザなど総菜が充実 

天ぷら処「旬香亭」やかつ処「たて花」など、旬の素材を使用した総菜や、国産鶏を      

使用した焼き鳥、イオンの人気総菜の鶏唐揚げ「唐揚げ唐王」や、店内炊き込みの「五目    

ひじきご飯」を使用したローストンカツ弁当などこだわりの総菜を豊富に用意します。また、

「ピッツアソリデラ」では生地の発酵から焼き上げまで店内で作るピッツァ「マルゲリータ」

をご提供します。 

 

 

 

 

“時短”“健康”“環境に良い”を叶える商品を取り揃え 
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♦健康のために。地球のために。植物由来食品 

健康や環境に配慮し、手軽に美味しく取り入れられる植物由来食品

を展開します。主に肉や乳製品、白米、小麦などを植物性の素材に  

置き換えた商品を品揃えします。肉の代わりに大豆を使用した「大豆  

ハンバーグ」や、牛乳の代わりに豆乳からつくった「プリン」     

「ヨーグルト」などを取り揃えます。 

 

♦普段使いできるオーガニック商品 

化学合成農薬や化学肥料などに頼らず、自然の力を活かして生産された

農産物や有機由来の飼料で飼育された家畜、それらを原料に使用した加工

食品であるオーガニック食品を取り扱います。     

「トップバリュ グリーンアイ」のオーガニック野菜、日常に   

使いやすい冷凍野菜やナッツ、調味料のほか、オーガニックであり  

フェアトレード商品でもあるコーヒー・紅茶など、お手頃な価格で  

毎日使えるオーガニック製品を提案します。 

 

♦環境に配慮した商品を提案 

「未来が変わる選び方」の提案として、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、森林保全に配慮して作られたＦＳＣ認証商品など、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。 

 毎日の美と健康づくりをサポートする化粧品売場では、今年３月に発売

したイオンリテールの新コスメブランド「ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ（コペルニカ）」を展開します。 

「ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ」は“毎日違うあなたに、いつだってよりそう。”をコンセプトに、   

年齢や性別にとらわれないシンプルケアを提案し、成分・容器・包装は資源や環境に配慮した

素材を積極的に使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦生活シーンごとに商品を展開、ワンストップでお買物 

購入頻度・利用頻度の高い商品を厳選し、「食事」「整理整頓」「肌着」「美」「健康」など生活     

シーンごとに商品を展開します。同時に使う生活シーンごと分類し展開することで、お客さまに  

とってわかりやすく、ワンストップで買物ができる便利な売場を目指します。 

マスク着用の生活でセルフケア意識が高まっているオーラルケア商品や、健康意識に応える機能

性表示食品といったヘルス＆ウエルネス商品を充実させ、毎日の健康をサポートします。 

また、近隣に大学病院があり介護施設も多いことから、入院準備に必要なタオル・衛生用品・肌着

に加え、介護靴や歩行補助具などの介護用品を取り揃え、地域のニーズにお応えします。 

毎日の暮らしに便利な商品・サービスを提供 
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◆高まるオーラルケア意識へ対応。悩み別の売場を展開 

コロナ下において、マスク着用の定着により口臭ケアが注目され、  

オーラルケア市場の動きも活発化しています。こうしたなか当店では  

「口臭・美白ケア」「歯周病ケア」「虫歯ケア」など悩み別のニーズに   

応えたオーラルケア売場を拡充します。 

 

♦「イオン薬局」は土日、祝日も営業！非接触で受け取れるお薬ロッカーも設置 

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   

受け付けます。毎日のお買物の間や、土日祝日でもお薬を受け取れるため、

急な体調変化や生活スタイルに合わせて、いつでも安心して利用いただけ

ます。また、処方せんの写真をスマホから送るだけで、調剤予約ができ、

薬の出来上がりを連絡するサービス「ポケットファーマシー」を導入   

します。調剤を待つ時間も有効にお使いいただけます。さらに、店内   

サービスカウンター前には、接触を避けてお好きな時間にお薬が受け  

取れるお薬ロッカーを設置します。薬局の開局時間に関わらず、店舗の 

営業時間内は、いつでもお受け取りいただけます。 

 

♦食品から日用品までお届け「おうちでイオン 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ご自宅にお届けする「おうちでイオン イオン  

ネットスーパー」では、生鮮食品から冷凍食品、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。２４時間いつでも注文ができ、育児や仕事で外出ができないとき、重い

ものを買うときに便利にご利用いただけます。 

 

♦ネットスーパーから注文した商品をお客さまのスタイルに合わせて 

受け取れる「ピックアップ」も展開 

ネットから注文した商品をお客さまのスタイルに合わせて受け取れ 

ます。車に乗ったまま受け取れる「ドライブピックアップ」、店内で   

受け取れる「カウンターピックアップ」を展開します。配送料もかからず、

店内で商品を探す手間やレジに並ぶ時間も節約できるため、忙しい毎日を

サポートする便利なサービスです。 
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♦レジに並ばない、レジ待ち時間なしのお支払い「レジゴー」 

 食品売場では、店舗の貸出用スマホ、もしくはレジゴーアプリを入れた

お客さまの端末で、お客さま自身がお買物しながらスキャンし、専用レジ

でお支払いする「どこでもレジ レジゴー」を展開します。「レジ待ち時間

なし」を可能とするほか、買物かごの中の商品リストや合計金額を画面で

確認しながらお買物ができるため、買い忘れ防止に繋がります。 

 

♦デジタルサイネージインフォメーション「わが街ＮＡＶＩ」 

 店内には、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。当店では、   

毛呂山町の市政情報や観光情報などを閲覧いただけます。 

 

 

 

 

 

♦無料配布のスプーンやフォークを紙や木などの環境配慮型素材に 

お弁当やお総菜をお買い上げのお客さまに無料でお渡ししているスプーン

やフォークについて、紙や木などの環境配慮型素材で作られたものを用意

します。お客さまとともに持続可能な資源利用をすすめ、新しいライフ  

スタイルの定着に向けて取り組んでまいります。 

 

♦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、地域に根差した   

ボランティア団体さまをお客さまとともに支えていく活動です。 

毎月１１日にお客さまにお渡しする「黄色いレシート」を団体名や 

活動内容が書かれた専用ＢＯＸ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、イオンから各団体さまに寄贈します。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・社会をテーマに、考え、学ぶ「イオンチアーズクラブ」 

イオンでは、小学校１年生から中学３年生までの子どもたちを 

対象に、集団行動を通じて社会のルールやマナーを学びながら、  

環境や農業などへの興味・関心や考える力を育む場所として、全国の

各店にて「イオンチアーズクラブ」を結成しています。イオンの  

従業員がサポートしながら、「環境・社会」に関する様々なテーマに

沿って活動に取り組み、地域の特性に即した活動を目指します。当店

でも、参加するメンバーを新たに募集し「毛呂山イオンチアーズ  

クラブ」を結成する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです。 

 

環境・社会貢献活動の取り組み 
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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イオンスタイル毛呂山、各専門店の安全対策 

・館内への入り口にはアルコール消毒液を設置いたします。 

・レジなど対面での接客では、飛散防止パーテーションを 

設置し飛沫感染防止を図ります。 

 

②従業員の体調管理 

・従業員の体調管理として入館時には検温を実施し、体調管理を行います。 

 

 

【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 

➢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１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イオンスタイル出入口付近に設置しています。 

※画像はイメージです。 
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➢停電対策 

・ＳＣ屋上に太陽光発電設備を導入し、停電時に太陽光で発電した電力で利用できるコンセント  

を設置いたします。 

・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）では、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、再生可能エネルギーの活用や「非化石証書」の活用、 

サインや照明へのＬＥＤ採用によるＣＯ２の削減を行います。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 

➢再生可能エネルギーの活用 

・株式会社もろやま創成舎（本社：埼玉県毛呂山町、  

代表者：笠原喜雄）とＰＰＡ「 Power Purchase 

Agreement（電力販売契約）」モデル（※）による電力供給 

契約を締結し、太陽光発電設備をＳＣ屋上に導入します。 

年間最大約５３万 kWh（建物電力使用量の約２０％相当） 

のクリーンな電力を生み出します。年間ＣＯ２削減量は２６８ｔを想定しております。環境省  

によると、２０２０年度の世帯当たりの電気に関わる年間ＣＯ２排出量は１．８８ｔ／世帯と  

なっており、本事業で削減できるＣＯ２排出量は約１４２世帯分に相当します。 

※「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 

 

・実質的にＣＯ２フリー電気１００％使用の店舗 

「非化石証書」を活用することで、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス  

排出量算定・報告制度」において、使用する電気の全部または一部を、ＣＯ２排出係数をゼロと 

してＣＯ２排出量（調整後）を算定することができます。イオンは「ＲＥ１００」に参画し、  

２０４０年を目途に店舗で排出するＣＯ２等の総量ゼロを目指しています。 

 ※ＦＩＴ非化石証書付電力メニュー：ＦＩＴ発電所の環境価値を非化石価値取引市場から東京電力エナジーパートナー 

株式会社が調達し、その環境価値を系統電気と一緒にお客さまの需要場所に送るメニューです。 実質的にＣＯ２フリー電気を 

使っているとみなせます。 

 

➢ＬＥＤ器具の積極採用 

・館内共用部及び外部サインの照明は、従来の蛍光灯等の管球に替わりＬＥＤを１００％採用し、 

環境負荷低減をはかります。 

※画像はイメージです。 
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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２０２３年１月頃までに設置予定 

です。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。 

※設置時期は変更となる可能性がございます。 

※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。 

 

➢公益財団法人イオン環境財団 

・イオン環境財団は、１９９０年「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」というイオンの基本理念のもと、岡田卓也（イオン株式会社名誉会長相談役）に 

より、日本で初めて地球環境をテーマにした企業単独の財団法人として設立されました。 

設立以来、国内外の多様なステークホルダーの皆さまと連携し、世界各地での植樹を主な事業 

として、環境活動に積極的に取り組む非営利団体への助成や、環境人材の育成を目指した環境教育 

など、様々な活動を実施してきました。今後は、持続可能な地域の実現を目的に、各事業をさらに 

進化させ、地域の皆さまと協働して森づくりに 加え、地域づくり、人づくりにも取り組み、 

新たな「イオンの里山」の構築を目指します。 

＜イオン環境財団ホームページ https://www.aeon.info/ef/＞ 

 

・「植樹３０万本プロジェクト」 

 イオン環境財団は、設立３０周年の記念事業のひとつとして、３か年 

で３０万本を植樹する「植樹３０万本プロジェクト」として、「さくらの 

名所づくり」等の植樹と「苗木の配布」を行っており、当ＳＣでも本取組に参画いたします。 

 

・桜の木の寄贈と記念植樹「さくらの名所づくり」 

桜の木「天の川」８０本を、武州長瀬駅から当ＳＣ 

へ通じる道路沿いと、近隣の箕和田親水公園に植樹 

を行い、新たな桜の名所として地域の皆さまに 

愛されることを願い、寄贈いたします。 

また、「イオンふるさとの森づくり 植樹祭」が 

開催される６月１１日（土）に、当ＳＣ前にて 

記念植樹を行い、毛呂山町長の井上健次様にもご参加いただきます。 

 

・苗木の配布 

桜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。イオンタウンでは、誕生１０年に 

合わせて２０２１年１０月より苗木配布の取り組み 

に参画しており、５６ＳＣで１４，７５０本の苗木 

を配布しております。 

当ＳＣではグランドオープン当日の６月３０日に 

３００本の苗木を配付予定です。 
※画像はすべてイメージです。 
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➢「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」の取り組みを行っています。当ＳＣ 

では、２０２２年６月１１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６種 

約２，０００本（専門業者による植樹を含めた総植樹本数は 

約１１，０００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（６月２１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１５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。 

（※２）イオングループ全体では、約８０，０００名が受講しています。 

 

➢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。 

 

 

  

※画像はすべてイメージです。 
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【イオンタウン毛呂山施設概要】 

 

Ｓ Ｃ 名 称 イオンタウン毛呂山（いおんたうんもろやま） 

所 在 地 埼玉県入間郡毛呂山町川角５８－１ 

連 絡 先 ０４３－２７１－１１２３（関東事業部） 

責 任 者 
関東事業部 東京・埼玉営業部 

政 浩一 （つかさ こういち） 

敷 地 面 積 ３４，１７８㎡ 

延 床 面 積 １１，７９４㎡ 

総 賃 貸 面 積 １０，９０８㎡ 

駐 車 台 数 ４３４台 

店 舗 数 １３店舗 

構 造 鉄骨造平屋建て 

開 店 ２０２２年６月３０日 

営 業 時 間 

専門店 １０時～２１時（店舗により一部異なる） 

イオンスタイル ８時～２２時 

従 業 員 数 約２５０人（うちイオンスタイル１５０人） 

基 本 商 圏 車１５分圏、世帯数 約４万２千世帯、人口約９万７千人 
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＜イオンタウン毛呂山 専門店一覧＞ 

入間郡初出店：８店舗、地元企業（埼玉県内に本社のある企業）：４店舗 

※店名、業種及び本資料については、６月６日現在のものとなります。 

 

 店名 業種 入間郡初出店 地元企業 

核店舗 

１ イオンスタイル毛呂山 ＳＭ ○  

物販 

２ コメリ ホームセンター ○  

３ ダイソー バラエティ雑貨   

４ アイメガネ メガネ  ○ 

飲食＆食物販 

５ 福しん 飲食 ○  

６ 苺の里 StrawberryGarden 食物販  ○ 

サービス 

７ Baluko Laundry Place コインランドリー ○  

８ おたからや 買取 ○  

９ ゆずの木歯科 歯科 ○  

１０ 街かどのクリニック 内科   

１１ Hair studio Do Faith 美容室  ○ 

１２ ドッグトリミングサロン Kate.Lim トリミング ○ ○ 

１３ エニタイムフィットネス フィットネス ○  
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＜アクセスマップ＞ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


