ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２００８年４月１０日
イオン北海道株式会社

ポスフール名寄店と４７の専門店

４／２５（金）「イオン名寄ショッピングセンター」オープン
◆当店はイオン北海道としての第１号店、またポスフールを核店舗とした初めてのモール
型ショッピングセンター（ＳＣ）であり、「フルラインのワンストップショッピング、
ワンストップサービス、ワンストップエンジョイ」を目指したＳＣです。
◆ポスフール食品売場では地元名寄の商品や北海道の商品にこだわり、積極的に地産地消
に取り組みます。
◆イオングループ最北端のＳＣとなります。バリアフリー新法の認定をうけ、また介助士
を配置するなど、「人に優しい接客サービス・施設」を目指してまいります。

【イオン名寄ＳＣの立地】
当ＳＣは、ＪＲ名寄駅から約２キロ南西に位置し、名寄市内の中央を走る国道４０号線
から、西へ約２００m 入ったアクセスが便利な立地です。
【イオン名寄ＳＣの特徴】
当ＳＣは核店舗の「ポスフール名寄店」と４７の専門店で構成された地上２階建ての、
モール型ショッピングセンターです。環境に優しい店作りを積極的に推進し、ポスフール
店舗に「省エネでＣＯ２削減型冷凍・冷蔵ケース」を導入することにより、電気量の削減と
年間で約９１トンのＣＯ２削減が可能になります。
また、バリアフリー新法の認定をうけており、ご高齢の方やお子さまなど、全ての方々に
安心してショッピングをお楽しみいただけるＳＣを目指してまいります。
【核店舗ポスフール名寄店の特徴】
核店舗の「ポスフール名寄店」は地元や北海道の魅力ある商品と、イオンのグループ調
達力をいかしたＮＢ商品、プライベートブランドの「トップバリュ」など、お客さまのニ
ーズにお応えできる、幅広い品揃えを目指します。
また、毎月１１日には「いい日いい街名寄の日」と題し、地元で生産・製造されている商
品を積極的に紹介し、地域に貢献できるよう努めてまいります。
【イオン名寄ＳＣ

イメージ図】
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【ＳＣの概要】
Ｓ Ｃ 名 称： イオン名寄ショッピングセンター
核 店 舗 名： ポスフール名寄店
所 在 地： 〒０９６−００７１
北海道名寄市字徳田８０番地１
電
話： ＳＣ代表
０１６５４−９−５０００（４月２３（水）日以降）
開 店 日： ２００８年４月２５日（金） 午前９時グランドオープン
（４月２３日（水） 午前９時ソフトオープン）
営 業 時 間： ポスフール
午前９時〜午後９時４５分
専門店
午前９時〜午後９時４５分
レストラン街
午前９時〜午後９時４５分
休 業 日： 年中無休
建 物 構 造： 鉄筋・鉄骨コンクリート造り 地上２階建
駐 車 場： 約１,４００台
駐 輪 場： 約２５０台
ﾎﾟｽﾌｰﾙ店長： 粟津 義幸（あわつ よしゆき）
Ｓ Ｃ ﾏネ ー ジ ャ ー ： 安友 千春（やすとも ちはる）
従 業 員 数： ＳＣ全体約 約６２０名（うちポスフール約２６０名）
規
模： 敷 地 面 積： ６５,６４４㎡
建物延床面積： ３１,０７６㎡
商業施設面積： ２３,８６６㎡
〈内訳〉ポスフール直営 ：１０,３２５㎡
専門店（物販） ： ６,３００㎡
飲食・サービス ： ２,８３８㎡
商
圏： 約５２,０００人
約２３,０００世帯（名寄市、士別市など）

【ソフトオープン】
当ＳＣは、開店時のＳＣ周辺の交通渋滞を緩和するため、また、建設期間中にご協力いた
だいたＳＣ近隣のお客さまやイオンカード会員さまなどをご招待し、ゆっくりとお買物を
お楽しみいただくために、４月２３日（水）から４月２４日（木）の２日間、ソフトオー
プン期間として営業いたします。
【イオン北海道㈱ＧＭＳ、ＳｕＣ店舗数（２００８年４月２５日現在）】
合計
ＧＭＳ
ＳｕＣ
イオン北海道㈱

３０

※イオン名寄ＳＣを含めております。
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２７

３

【ＳＣ専門店の特徴】
全長１４５メートルの専門店モールにファッション・服飾や雑貨・アクセサリー、飲食・
サービスなど多彩な専門店を配置し、ご家族で一日中ゆっくり楽しく過ごせるショッピン
グセンターを目指します。地元名寄および北海道の専門店は１３店舗展開します。
・１階ではヤングレディースファッション、服飾、アクセサリー、レストラン街、２階は
子供ファッション、ミセス、アミューズメント、リラクゼーションなどを展開し、英会
話教室などカルチャー機能の充実も図ります。
・レストラン街は１階を和食・中華・イタリアンの店舗で構成し、２階のフードコートに
は旭川以北初出店のマクドナルドをはじめ、麺、カレー、デザートなど５店舗を配し、
約３００席をご用意しております。
・また大型専門店としてライトオン、ペットシティ、未来屋書店、イオンファンタジーワ
ールドとお客さまに楽しく時間を消費していただけるお店をそろえました。

【核店舗ポスフールの特徴】
〈フロア構成〉
ファッション、ホビーのフロア
２階

婦人服、紳士服、子供服、ベビー用品、靴、鞄、服飾雑貨、ランファン
肌着、玩具、文具、エンターテイメント
食料品と美と健康・暮らしのフロア

１階

農産、水産、畜産、加工食品、リカー、デリカ、デイリー、ベーカリー
銘店、ガーデニング、日用雑貨、医療品、化粧品、サイクル、デジタル
台所・家事用品、バストイレ用品、寝具、インテリア、携帯電話

〈食料品と美と健康・暮らしのフロア〉
・食料品の農産売場では、地元の「ＪＡ道北名寄」とタイアップして、『朝採り野菜』の
コーナーを展開します。また畜産売場では名寄産のＳＰＦ豚や名寄ジンギスカンなど
地元の商品を積極的に品揃えし、提供してまいります。
・名寄市は「もち米作付け面積日本一」であります。そのもち米ブランドである「白鳥米」
を使用した惣菜を展開するほか、お餅のギフト販売にも取り組みます。
・美と健康・暮らしの売場では、ライフスタイルにあわせたコーディネイトを提案する、
ホームファッション売場を展開します。また健康で快適な暮らしを考えた、医薬品や健
康食品をはじめ、スキンケアやヘアケア用品を豊富な品揃えで展開いたします。
〈ファッション、ホビーのフロア〉
・衣料品売場では、毎日の生活にアクセントをつける普段着カジュアルから、コーディネ
イトショップの展開など幅広い品揃えと生活提案で、お客さまに楽しんでいただける売
場を目指します。
・ホビー売場では、環境保全を考えた道産木材使用の筆記具などこだわりの商品をそろえ
た文具売場や、子供から大人まで楽しめるテレビゲームコーナー、ＤＶＤコーナーなど、
家族で楽しく過ごせる売場を展開いたします。
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【専門資格を有した従業員によるサービス】
〈サービス介助士２級〉
店長をはじめとして２７名の介助士２級取得者を配置し、人に優しい接客とサービス
を提供します。また、高齢者やハンディキャップをお持ちの方に、ご要望に応じて介
添えいたします。
〈鮮魚士・惣菜士〉
厚生労働省認定の鮮魚士、惣菜士を配し食の安全・安心に取り組みます。
〈サイクルアドバイザー〉
自転車組み立て整備士や、自転車安全整備士の資格を有するサイクルアドバイザーを
配置し、お客さまのご要望やご相談に応じます。
【イオンの環境保全・社会貢献活動】
〈地球温暖化防止活動〉
お客さまとともに行う省資源活動として、レジ袋の削減を図る「買物袋持参運動」を
推進し、その一環として「マイバッグ」「マイバスケット」を販売します。
また、ポスフール食品売場に「ＣＯ２削減型冷凍・冷蔵ケース」を導入し、年間約９１
トンのＣＯ２削減を図ります。
〈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活動として、新設するＳＣ内
にその地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を、地域の皆さまとともに植えて大切
に育てていく「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を実施しております。
当ＳＣでも４月１３日（日）、近隣にお住まいの皆さま約１,０００名にご参加いただき、
地域に自生する「ふるさとの木」約１０,０００本を植樹いたします。
〈いい日・いい街・イオンデー〉
イオンでは毎月１１日を「いい日・いい街・イオンデー」とし、地域のボランティア
団体へ、投函レシート金額の１％相当の品物をお渡しして活動に役立てていただき、
地域に還元する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」や、従業員が店舗周辺
や公共施設などの清掃を行う「クリーン＆グリーン活動」など、さまざまな地域貢献
活動を実施してまいります。
〈地域防災協力協定〉
当社は、３月２８日（金）に名寄市と「災害時における応急生活物資の供給等に関す
る相互協定書」を締結いたしました。当社では店舗が所在する全ての自治体と、防災
に関する協定書を締結しております。
【快適にお買物ができる取り組みの一例】
〈ＡＥＤ〉
ＳＣ内にＡＥＤ（自動対外式除細動機）を３台設置します。安全確実にＡＥＤを使用
できるよう、約２０名の従業員が救命講習を受講いたします。
〈オストメイト対応トイレ〉
当ＳＣでは専門店側の１階、２階にそれぞれオストメイト対応トイレを設置しており
ます。
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〈トイレ付きのベビー休憩室〉
授乳やおむつ交換などにご利用いただけるトイレ付きベビー休憩室を、２階キッズ売
場に設置します。休憩室には大人用トイレと子供用トイレを配置しております。
〈 おいしい水

のサービス〉

口当たりがまろやかで飲んでもおいしく調理水としても最適な「アルカリイオン水」
のサービスをいたします。
イオンカード、オーナーズカード、シニアカード、イオン北海道クラブカードのいず
れかをお持ちの方は無料でご利用いただけます。
〈当日宅配サービス〉
食料品、日用雑貨において宅配サービスの「楽宅便」を実施いたします。（有料）
イオンカード、オーナーズカード、シニアカード、イオン北海道クラブカードのいず
れかをお持ちの方は、２,０００円以上のお買上で無料でご利用いただけます。

-5-

【専門フロア構成 ４７店舗】
１階専門店ゾーン ２６店舗
店舗名
業態

店舗名

業態

ハニーズ

婦人服

カメラの六峰社

カメラ・ＤＰＥ

タツミヤ

婦人服

◎ｼﾞｭｴﾘｰﾏｷｱｳﾄﾚｯﾄ

宝飾

◎ファナー

婦人服

ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄｶﾌｪｼﾞｭﾆｱ

イタリアン

ハッシュアッシュ

ファミリーアパレル

京華楼

中華

ライトオン

ジーンズカジュアル

ばらえてぃきっちん紙風船

和食・洋食

コックスファム

紳士服

土産物

和菓子

ピンキーベル

靴下

梅屋

和菓子

ラパックスワールド

鞄・雑貨

■ふうれん特産館

和菓子

シーベレット

ファンシー雑貨

■ばらﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

クリーニング

フェミニンカフェ

靴

クイックカットＢＢ

理容

ニューステップ

靴

北洋銀行/北星信金

ＡＴＭ

ファイテンショップ

健康グッズ

北海道銀行

ＡＴＭ

★ペットシティ

ペットショップ

チャンスセンター

宝くじ

２階専門店ゾーン ２１店舗
店舗名

業態

ｷﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ（ｱﾍﾞﾆｭｰ） 婦人服

店舗名
ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ/

業態
ステーキ/焼き物

えびす鯛、えびすだこ
ギャラリー

婦人服

★がんてつ

麺

キッズジャム

子供服

ｲｵﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ

アミューズメント

◎ﾋﾟｸﾆｯｸﾏｰｹｯﾄ

子供服

◎こども英会話教室

英会話教室

by ﾐｷﾊｳｽ

ミネルヴァ

マルシェ

服飾・アクセサリー

マジックミシン

ﾌｧｯｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

玉光堂

ＣＤ

ラフィネ

リラクゼーション

未来屋書店

書籍

ﾃﾞｭﾊﾞﾝﾊﾞﾝ（直営専門店） 婦人服

富士メガネ

メガネ

ｻﾝﾙｶｽ（直営専門店）

婦人服

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ

アイスクリーム

ﾌﾟﾗｽﾊｰﾄ（直営専門店）

生活雑貨

◎リトルスプーン

カレー

ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ（直営専門店）

手芸

マクドナルド

ハンバーガー

合計４７店舗（ＡＴＭ２基含む）
※★道北初出店

◎イオン北海道初出店

■地元企業

※４月１０日（木）時点の予定ですので、店舗名などは変更になる場合があります。
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【店舗周辺図】

【ご参考】
〈植樹本数及びバリアフリー新法認定施設（２００８年２月２０日現在イオン合計）〉
・植樹本数

：約７９２万本（財団法人イオン環境財団が実施する植樹を含む）

・バリアフリー新法認定施設 ：累計５２８施設

【この件に関するお問い合わせ先】
イオン北海道（株）総務部

安藤

ＴＥＬ
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０１１−８６５−４１２０

