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2004 年 11 月 3 日(祝)

生活百貨店「ポスフール岩見沢店」オープン

　2004 年 11 月 3 日(祝)、生活百貨店ポスフール岩見沢店がオープンいたしますのでご案内申し

上げます。

　道内 21 店舗目となる「ポスフール岩見沢店」は、地域の暮らしに必要な品々を豊富に品揃えす

るとともに、日常性・便利性にファッション性・快適性を付加した、新しいタイプの生活百貨店です。

【店舗の立地】

　当店舗は、札幌方面から来て岩見沢市内の入り口にあり、旧国道 12 号線とバイパスの分岐点

に位置した田園地帯の大和に出店いたします。ＪＲ岩見沢より南西へ約 2.5 ㎞、道央自動車道岩

見沢インターより北西へ約2.5㎞、国道12号線と道道栗沢工業団地大和線の交差点に位置した、

周辺からのアクセスが良いところです。

【店舗の特徴】

　当店舗は、ポスフールの直営店と専門店・飲食店・サービスを1 階と2 階に配置し、構成されて

います。店内はポスフール仕様で高さが約 3.5m、主通路巾が約 5mと明るく開放感のある空間と

なっております。ゆとりのある店内にあわせて、1500台の平面駐車場をご用意。ゆったりとお買物

いただけます。日々の暮らしの品々を豊富に品揃えする、ポスフール直営店を核に、飲食・ＤＰＥ・

クリーニング・美容室等の他、地元金融機関の ATM を設けることで、地域の暮らしを広くサポート

し、ワンストップショッピングをお楽しみいただけます。

　鮮度溢れる食料品や種類豊富な家庭用品、機能・素材・トレンド・ブランドこだわったアイテムか

ら必需品まで豊富な衣料品や、癒し・美容・健康をコンセプトにサプリメント＆ダイエット、デジタル

家電など暮らしに必要な品々を衣食住フルラインで展開いたします。

　

【ショッピングセンターの概要】

・名　　　　　　称：　ポスフール岩見沢店

・所　  在　　地：　〒068-0854　岩見沢市大和 4 条 8 丁目 1 番地

・電　　　　　　話：　0126-33-6100

・開　  店　　日：　2004 年 11 月 3 日　(午前 9 時オープン)

・営　業　時　間：　通常・午前 10 時～午後 9 時（11/3～8 は朝 9 時オープン）

・休　  業　　日：　年中無休



・建　物　構　造：　鉄骨造　地上 2 階建

・駐　  車　　場：　1500 台

・駐　  輪　　場：　250 台

・年　商　予　定：　60 億円(直営)

・店　　　　　　長：　石川雅之(いしかわ　まさゆき)

・従　業　員　数：　351 名

・規　　　　　　模：　敷地面積 61，027 ㎡　建築面積 14,173 ㎡ 延床面積 27，160 ㎡　店舗面積

18，500 ㎡

・商　　　　　　圏：　商圏人口　約 18 万 2 千人、約 8 万世帯

　　　　　　　　　　　(岩見沢市及び三笠市、栗沢町、北村、月形町、新篠津村、美唄市等)

<専門店一覧>>

店　舗　名 業　　種 店　舗　名 業　　種

ブティックデイジー 婦人服 おしゃれ工房 ファッションリフォーム

コムサイズム 婦人ＳＰＡ サロン・デ・モード 美容

ａ・ｖ・ｖ 婦人ＳＰＡ ラクネ リラクゼーション

ラ・ジユー 婦人服 デンタルオフィース クリニック

ピノーレ 婦人服 ＱＢ　ＨＯＵＳＥ 理容
コルディア 婦人服 セイハ英語学院 教室
ラ・セーヌ 婦人服 職人工房 メンディング

マダムマリー 婦人服 エンパイアー クリーニング

ハウ 婦人服 ジェイティービー北海道 トラベル

レナウンショップ 婦人服 チャンスセンター 宝くじ

ヤムヤムヤミー 子供服 ＫＩＤＳ・ＰＡＲＫ アミューズメント
KＰティンカーベル 子供服 北洋銀行 ＡＴＭ
キズキ 紳士服 空知信用金庫 ＡＴＭ
マンシング 紳士服 北海道銀行 ＡＴＭ
良志久(ラシク) 呉服 六花亭 和洋菓子
エステール 宝飾 カプリチョーザ 飲食(イタリアン)
メガネのプリンス メガネ とっぴー 飲食(回転寿司)
ザ・クロックハウス 時計 真御膳そば葉実皮 飲食(そば)
カナリア 手芸 香彩園 飲食(ラーメン)
ワンダードック ペット ケンタッキーフライドチキン ファーストフード
フジカラーパレットプラザ カメラＤＰＥ ミスタードーナツ ファーストフード
ＬＢＣ 生活雑貨 えびすだこ/ピーターパン ファーストフード
おくすりやさん 薬店 サーティワンアイスクリーム ファーストフード
玉光堂 ＣＤレコード 珈琲工房 軽食喫茶

※ 現時点の予定ですので、店名等は変更になる場合がございます。

【売場の構成・特徴】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 階　総合食料品と飲食・婦人服飾・ライフスタイルショップのフロア



高鮮度・高品質・こだわりの「食」の百貨店が岩見沢に登場いたします。道内産の新鮮な鮮

魚と、こだわりの「まぐろコーナー」が目玉です。

岩見沢地区は野菜の一大産地です。品質・鮮度にこだわり近郊の野菜を積極的にご提供

させていただきます。

「水と飼料と環境」に深いこだわりをもって育てあげてきた白老牛、寒暖差が大きい気候と、

緑豊かな山々から湧き出る自然水の恵みを受けた山形牛。「豚肉の王様」長万部産黒豚、肉

質が柔らかく、しゃぶしゃぶに最適な沖縄紅豚など、こだわりの逸品を厳選してご提供いたし

ます。

また、献立に悩む主婦の味方として「クッキングサポートコーナー」も食品フロアーに登場！

毎日２品の献立をご提案いたします。

こだわりのショップからは、オリジナル焼きたてパンの店「パストプーロ」、本格手作り豆腐の

店「匠味」、人気のたこ焼きの店「築地銀だこ」もオープンいたします。

イタリアン、回転寿司、そば・うどん、中華・ラーメン・カレー・丼物・焼きそば・鉄ぱん焼、アイ

スクリーム、ファーストフードなどが勢揃い、ご家族連れでも安心のくつろぎスペース「ダイニン

グプラザ」がオープンいたします。

ライフスタイルショップのフロアでは、「家族の絆」をテーマにレディース・メンズ・キッズのウ

エアと生活雑貨のライフスタイルがふくらむ「コムサイズム」、セレクトショップの単品の楽しさを

持ちフリーなスタイリングを組めるセルフセレクションブランドのファミリーショップ「アー・ヴェ・

ヴェ」、ナチュラルなライフスタイルを「自然との共生」をコンセプトに、人や自然にやさしい生活

雑貨とウエアを提案する生活雑貨店「Ｌ.Ｂ.Ｃ」など個性あふれるショップが勢揃い。

2 階　婦人・紳士・子供/肌着と靴下　住まいと暮らしのフロア

　　

　　　婦人では、ピュアな女性にジャストフィットの一着が見つかる「ラ・セーヌ」、ジーンズショップ

「サンルカス」、大きなサイズのレディースウエア「ノアンヌ」など、トレンドから定番ファッション

までお洒落なショップが勢揃いしました。

　　　紳士では、誕生 51 周年を迎えた世界で最初のゴルフウエア「マンシング」、スタイリッシュ

で都会的なエレガンスカジュアル「ゴールデンベアー」、男のビジネスを提案する「ダーバン」

など、カジュアルからビジネスまで男のスタイルがトータルに揃います。

　　　子供では、人気のブランド、ティンカーベル、キッズスタッフ、ピゥなど、ファッションから雑貨

まで人気アイテムが一杯。

　　　「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」でおなじみのスタジオジブリキャラクターグッズのお

店「どんぐりの森」と、空知地区初の「わちふぃーるど」のショップがオープンします。

　　　住まいと暮らしのフロアでは、人気の「ティファール」、ホームファッションを優雅に飾る「イン

ポート食器」、夢草紙の世界を器に託した和陶器「かたり絵アトリエ夢草紙」など、食卓と台所



をもっと素敵に、楽しくしたいアイテムを揃えました。

【サービスガイド】

  より快適なショッピングをポスフールはサポートいたします。

　　　

　　　1.　ポスフール岩見沢店とお客様を結ぶ、「無料送迎シャトルバス」が毎日運行いたします。

「4 条通・日の出台コース」と「美園・かえで団地コース」の 2 コースが運行いたします。

2.　1 階出入口に「お手伝いボタン」インターフォンを設置しました。お呼び出しによって、介添

　　えサービスを承ります。お体の不自由なお客様にも安心しておこしいただけるよう、車椅

子・車椅子専用カートをご用意いたしました。

　      

3.　ポスフールカード会員様専用のサービスといたしまして、30 種類の天然鉱石 100％を使

用

したアルカリ活性水生成機をご用意いたしました。                         

　  お客様専用ボトル(3 リットル)をお一人様 1 個 420 円(税込)でお求めいただきます。お求

めいただければ、1 日 1 回無料でご利用いただけます。ご利用の際は､お客様専用ボトル

を必ずご利用ください。

4.アイスディスペンサーを食品レジ前に、ご用意させていただきました。

お買い上げいただきました生鮮品を新鮮なまま、ご自宅にお持ち帰りいただくための氷

をご用意いたしております。無料でご利用いただけます。

5. コインリターン式ロッカー/冷蔵ロッカーを設置いたしております。

ご使用後コインが戻るロッカーと生鮮品も安心の冷蔵機能のあるロッカーを設置しました。

無料でご利用いただけます。

　　　

　　　この件に関するお問い合せは

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

株）ポスフール

             　　 総 務 部 長   田隈    英二       ℡ 011 ｰ 865 ｰ 4120

              


