２０１５年１１月５日
イオンタウン株式会社
マックスバリュ関東株式会社

インバウンド対応を取り入れたＮＳＣ

１１／１９（木）イオンタウン成田富里グランドオープン
イオンタウン株式会社は、当社初の、インバウンド対応を取り入れた近隣型商業施設（以下、
「ＮＳＣ」
）
、「イオンタウン成田富里」をオープンいたしますのでご案内いたします。
地域にお住まいの皆さまと、成田エリアにお越しいただく訪日観光客の方々に、笑顔でお買
物のひと時をお過ごしいただけるよう“おもてなしの心”溢れるショッピングセンター（以下、
「ＳＣ」
）づくりに努めてまいります。
当ＳＣオープンにより、イオンタウン株式会社は全国１３３ＳＣ、マックスバリュ関東株式
会社は４１店舗となります。

【 主な特徴】
◆食による日本満足度と向上の取り組み 当社初
・フードコート用多言語メニュー検索システム「グルメコンシェルジュ」
多言語によるメニュー検索システムを導入することにより、訪日観光客の、食によ
る日本満足度向上を目指します。
・訪日観光客の方に、日本の“おもてなしの心”を体験していただくため、２０１５
年１１月１２日（木）
、専門店従業員代表約７０名に日本語と中国語での接客研修
を行い、従業員の笑顔による日本式接客“おもてなし”をサポートします。
◆多言語対応タブレットを活用した「アテンダー」 当社初
主に、館内インフォメーション業務と施設警備業務を兼務する女性警備員「アテン
ダー」が、多言語対応タブレットを活用して訪日観光客対応（フロア案内・観光案内
等）を行うことにより、国内外の皆さまへ安全と安心をご提供します。
◆専門店１１店舗が免税対応
観光都市成田に訪れる訪日観光客の皆さまに対応するため、核店舗のマックスバリュ
を含む１１の専門店が免税対応をいたします。
◆日本の伝統文化継承と地域参加型イベントを積極的に開催
・地域密着型のＳＣとして多くの方にご愛顧いただけるよう、地域にお住まいの方か
らの、イベントテーマ（趣味・特技披露等）を積極的に募集します。
・多くの方が、見るだけではなく、自ら参加してお楽しみいただけるような参加型イ
ベントを積極的に開催し、新しいコミュニティづくりの場をご提供します。
・地域にお住まいの子育てファミリーと訪日観光客の両方に日本の伝統文化をお楽し
みいただけるよう、日本の節句に合わせたイベントを多数開催します。
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【 ＳＣの立地特性 】
当ＳＣは、成田市と富里市の両市にまたがる場所にオープンします。成田市は、千葉県の北
部中央に位置する中核都市です。北部は利根川を隔てて茨城県と接し、西は県立自然公園に指
定されている印旛沼を有する自然豊かな地域です。また、成田市の中心部である成田地区には、
１，０００年以上の歴史を誇る「成田山新勝寺」をはじめ、
「宗吾霊堂」
「滑河観音」
「大慈恩寺」
などの歴史的な寺社が点在することから、毎年多くの参拝客が訪れている門前町としての顔を
持つ他、日本の空の玄関口、成田国際空港を利用する諸外国からの観光客が往来することによ
り国際的な顔を持つなど、自然、歴史、国際色の３つを兼ね備えた地域です。
一方、富里市は、スイカで有名な都市です。富里市のスイカは、昭和１１年には皇室に献上
したことから全国にその名を知られるようになりました。当地のスイカは、産出額全国第２位、
東京都中央卸売市場での占有率は約３割を誇り「富里スイカ」として地域団体商標を取得して
います。また、昨年は、給水所ならぬ給スイカで有名な「富里スイカロードレース大会」が第
３２回を迎え、全国から１２，０００人以上のランナーが集結しました。
当ＳＣ出店地は、ＪＲ「成田駅」
・京成電鉄「成田駅」、「成田山新勝寺」から徒歩約１０分
と、各所からのアクセスが良好である他、成田国際空港の利用者が多く利用するビジネスホテ
ルが多く点在しているエリアに近接していることから、多くの人が行き交う、今後益々の発展
が楽しみな地域です。
【 出店の経緯 】
当ＳＣは、１９８１年（昭和５６年）～２００６年（平成１８年）までの約２５年間に渡り、
多くの皆さまにご愛顧いただきました「旧ジャスコ成田店」跡地にオープンいたします。
「旧ジ
ャスコ成田店」は、店舗の老朽化に加え、お客さまのライフスタイルの変化などを考慮して閉
店させていただきました。その後、地域特性を踏まえ、より多くの皆さまに喜んでいただける
商業施設をつくるため、イオングループ内にて、商圏調査による地域ニーズの収集及び出店業
態の検討を重ねてまいりました。その結果、当地におきましては、より日常生活に密着した商
品・サービスへのニーズ対応と、今後益々増加が見込まれる訪日観光客のニーズ対応商品・サ
ービスをご提供する商業施設が求められていると判断し、インバウンド（訪日観光客）対応を
取り入れたＮＳＣを開発する運びとなりました。
【ＳＣコンセプト】
当ＳＣは、お買物を楽しむ場としてだけではなく、地域にお住まいの皆さま同士や、地域に
お住まいの方々と成田エリアを訪れる多くの方々とのコミュニティの場としてもご活用いただ
き、沢山の笑顔が溢れる場所となることを願いＳＣコンセプトを決定しました。

～ 集えば楽しい 憩いの場、集えば楽しい 新しい場所 ～

『この街にずっと。笑顔をもっと。イオンタウン成田富里』
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【 施設概要 】
Ｓ

Ｃ

所

名
在

称

イオンタウン成田富里

地

千葉県成田市東町１３３番地

ＳＣ運営管理

イオンタウン株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１）

連

イオンタウン成田富里管理事務所 ＴＥＬ：０４７６－２２－６１００
マックスバリュ成田富里店
ＴＥＬ：０４７６－２０－４５８１

絡

先

（１１月１７日より使用可能）

責

任

ＳＣ全体

イオンタウン成田富里

モールマネジャー
川本 茂勝

核 店 舗

マックスバリュ成田富里店

店長 広瀬 信孝

者

６８店舗（核店舗・ＡＴＭ含む）
店

敷

舗

地

数

面

地 元 企 業

千葉県内本社企業 ２６
（内、成田市内：４社、富里市内：３社）

初

県内初 ２

出

店

積

約４３，１６０㎡

駐

車

台

数

約１，０８０台

建物延床面積

約２８，５６０㎡

駐

輪

台

数

約５４０台

総 賃 貸 面 積

約１７，９１０㎡

構
基

本

商

（ 内、マックスバリュ売場面積 約２，１３８㎡ ）

造

鉄骨造２階建て（２棟）

Ｓ Ｃ 形 状

クローズドモール

圏

車１５分圏、世帯数：約４０，５７９世帯、人口：約８９，８７３人
２０１５年１１月１９日（木）午前９時グランドオープン

開

営

従

店

業

業

日

時

員

時

※グランドオープンにさきがけ、建設期間中にご協力いただきました近隣の皆さまにお
買い物をお楽しみいただく為、１１月１７日～１８日の２日間はソフトオープン期間と
して営業いたします。

マ ッ ク ス バ リ ュ

９時～２４時

そ

９時～２１時

間

数

の

他

専

門

店

※年中無休
※尚、営業時間が左記と異な
る店舗も一部ございます。

ＳＣ全体 約７４０人（内、ＭＶ従業員 約１２０名）
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■ インバウンド対応の取り組み
当ＳＣでは「成田山新勝寺」周辺散策をお楽しみの方、近隣のビジネスホテルにお泊りの方、
成田空港での乗り継ぎ時間を利用したプチ日本観光をお楽しみの方にも、気軽にご利用いただ
くため、様々な取り組みを行います。
当社初
１．フードコート用多言語メニュー検索システム「グルメコンシェルジュ」を導入
海外では今、日本食は、健康や美容に良いという理由により高く評価されており、日本食
を楽しみに来日する方も増えています。当ＳＣでは、訪日観光客の方にも気軽にお好きなメ
ニューを堪能いただけるよう、フードコートに多言語メニュー検索システムを導入し、訪日
観光客の食による日本満足度向上を目指します。
また、このシステムの導入により、ご出店いただいている飲食店舗従業員の多言語対応に
よる不安ストレス軽減を図り、笑顔による“日本のおもてなし”をサポートします。
対応言語：英語、中国語（簡体）
、韓国語

メイン画面

ショップ説明画面

当社初
２．多言語対応タブレットを活用した「アテンダー」が誕生
イオンディライト株式会社が提供するアテンダー（主に館内インフォメーション業務と施
設内警備業務を兼務する女性警備員）が多言語対応タブレットを活用して訪日観光客へのＳ
Ｃ内フロア案内や観光アクセス案内、フライト情報等のご提供を行います。
アテンダーが各種サポートを行う事により、警備員が持つ緊急対応能力と、より高い接遇
サービスが可能となり、地域にお住まいの方はもとより、国内外からのお客さまへ“おもて
なしの心”と安全安心をご提供します。
＝タブレットの機能内容 ＝
タブレット端末には、お客さまとの接客サービスをスムーズにサポートするため
の、ワンタッチで通訳オペレーターにつながる映像通訳サービスを搭載しています。
日本語と外国語が話せる専門の通訳スタッフと、Face To Face でお話しすることが
できる為、お互いの顔や表情を見ながら、微妙なニュアンスや、機械では判別が難
しい内容も認識することが可能です。通訳オペレーターは、英・中・韓・タイ・ロ
シアの５か国語に対応しており、さまざまな国籍のお客さまへの対応を行います。
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当社初
３．訪日観光客の皆さまに快適にお過ごしいただけるよう接客研修を実施
２０１５年１１月１２日（木）
、訪日観光客の方に、日本式の、笑顔と気遣いによる細や
かな接客対応の中で快適にお過ごしいただけるよう、当ＳＣにご出店いただく全専門店店長
を対象に、日本語と中国語による接客研修を行います。

外国人
観光客増加
４．全館Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉの設置 当社初
訪日観光客の方に、自国にいるような快適なインターネ
ット接続環境をご提供するため、当ＳＣ内全館で使用可能
なＦｒｅｅ Ｗｉｆｉを設置します。当ＳＣ内にて気軽に情
報検索や、ＳＮＳをご利用いただけるようにすることによ
り、国内外の日本ファンの増加と更なる訪日観光客の増加
を目指します。
５．専門店１１店舗が免税対応
パスポートをお持ちの訪日観光客の方に、当ＳＣ内の免税
対応の専門店にて商品をご購入頂いた場合、各専門店内に
設置の免税カウンターにて、購入記録票の作成やパスポー
トチェックなどを行うことにより免税手続きを行います。
６．バス会社と連携した短時間観光客対応
成田地域にお泊りの方、ご帰国前のちょっとした時間や、多国間の乗継時間を有効活
用したい方にも、安心して気軽に短時間観光とお買物をお楽しみいただけるよう、成
田ホテルバス連合会が運営する市内循環バスＣｉｒｃｌｅ Ｂｕｓ（サークルバス）へ
参入いたします。現在の「菊水ホテル」停留所を「イオンタウン・菊水ホテル」の名
称へと改称し、旅行者の安・近・短観光をサポートします。

【 市内循環バスＣｉｒｃｌｅ Ｂｕｓ 】

イオンタウン
・菊水ホテル
イオンタウン
・菊水ホテル
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７．海外発行カードがご利用可能なイオン銀行ＡＴＭを１台設置
イオン銀行ＡＴＭでは、MasterCard、Maestro、Cirrus、銀聯、VISA、PLUS の 6 種類の
海外発行カードで日本円のお引出し、残高照会のサービスをご利用いただけます。
また、海外カードの利用時のＡＴＭ画面を５言語対応[英語、中国語（簡体字、繁体字）、
韓国語、ポルトガル語］しております。

８．ＳＣ内全専門店に中国銀聯の決済システム導入
当ＳＣは、訪日観光客の皆さまにも、スムーズにお買物をお楽しみいただくため、中国
銀聯の決済システムを導入します。
銀聯カードとは、中国人民銀行（中国における中央銀行）が主導となって設立した中国
における銀行間決済ネットワーク会社です。中国国内の各銀行は、
「銀聯ブランド」のマ
ークを付与したキャッシュカード（以下、「銀聯カード」）を発行しており、訪日外国人
のお客さまは、この銀聯カードの持つデビットカード機能を使うことにより、キャッシ
ュレスでお取引が可能となります。

■災害発生時の安全・安心サポートの取り組み
１．成田市及び富里市と「災害時における支援協力に関する協定」を締結
イオンタウン及びマックスバリュは、災害が発生した際に、速やかに官民一体となり被
災者・避難者に対応をするため、成田市及び富里市の各市と「災害時における支援協力に
関する協定書」を締結いたします。災害発生の際は、近隣にお住まいの皆さまはもとより
観光客や通勤通学途中の皆さまの一時避難場所として皆さまに安全と安心をご提供いたし
ます。
＝ 協定締結日 ＝
成田市：２０１５年１１月９日（月） 富里市：２０１５年１１月１３日（金）
２．年２回、地域行政と連携した防災訓練を実施
２０１５年１１月１１日（水）
、万が一の際に、従業員が速やかにお客さまを安全な場所
へ誘導できるよう、地域行政の皆さまと共に、ＳＣ従業員代表にて防災訓練を行います。
オープン後には、毎年２回、定期的に訓練を実施し、地域の安心ステーションとなれるよ
う努めてまいります。
３．断水・停電時に備え受水槽に直結水栓（蛇口）を設置
断水・停電時に備え、受水槽内の水を飲料用及び調理に利用で
きるよう受水槽に水栓（蛇口）を設置し、万が一の時に備えて
おります。
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■人に優しいＳＣとしての取り組み
私たちのＳＣの基本は、国籍・年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて頂くことです。
すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能とする快適さの演出を追求しています。
また、私たちはＳＣが単にモノやサービスを提供するだけの場ではないと考えており、コミュ
ニティ拠点として、地域に望まれ、そこに暮らす人々の生活をより豊かにすることに貢献し、
ご高齢の方、お身体の不自由な方、赤ちゃん連れの方など、訪れるすべての人々が快適にショ
ッピングを楽しめる場所となるよう、地域にお住まいの皆さまからのご意見を参考に、施設運
営を行ってまいります。
１．人に優しいＳＣづくりのために「認知症サポーター」約８０名養成
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、ひとりでも多くのお
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の取り組みに、グループを挙げ
て参画してきました。当ＳＣにおきましても、オープンに先駆け１０月２７日（火）に当Ｓ
Ｃで働く従業員代表約８０名（専門店従業員含む）を対象として「認知症サポーター養成講
座」実施しました。今後も、従業員が、お客さまを的確にお手伝いできるホスピタリティ溢
れる認知症サポーターとなり、地域の皆さまとともに安心して暮らせるまちづくりを目指し
てまいります。
（１） 認知症サポーターの目的
近年の高齢化に伴い、現在、認知症の方は、全国で約４６２万人と言われておりま
す。今後益々の高齢化に備え、以下の知識の習得と接客方法を学び、認知症の方やそ
の家族を温かく見守り、以下のサポートが行えるように努めます。
・認知症の方がご来店された際は、気配り、心配りのある適切な対応を行う。
・
「認知症」の方の状況に合わせ、地域の専門家へ協力要請を行う。
・地域活動の一環として、自治体・ＮＰＯ・民間の介護施設等と協働で活動を行う。
・
「認知症」のご家族を持つ従業員が、介護の場で役立つ知識を得ることが出来る。
（２） 認知症サポーター養成講座内容
・認知症に関する知識の習得。
・レジや売場など、身近な場面での対応事例に基づき、各自が自分の問題と捉えて認
知症のお客さまを接客する際にどのように行動するべきかを考えます。
２．ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置
心肺が突然停止した際に電気ショックを与えて蘇生を行うＡＥＤを、１階イベントスペー
ス付近と２階エレベーターホールの２カ所に設置します。
３．誰にでも「見やすい・わかりやすい」を追求した案内表示板の設置
当ＳＣでは、施設の計画にあたり「わかりやすく、使いやすい」をめざし、ご高齢の方
や訪日客にも直観的に理解しやすい表示サインの色・サイズ・デザイン（絵柄）とするた
め、各法令遵守は勿論、当社独自での改良を重ねました。また、海外からのお客さまにも
快適にお過ごしいただけるよう、共用部分のご案内表示物は３か国語表記（英語、中国語、
韓国語）といたしました。
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４．高齢化社会に対応し通常より多く無料車いす（ＳＣ内利用専用）を配備
当ＳＣでは、成田エリアの観光施設や総合病院を訪れるご高齢の方やお身体が不自由な方
にも、買物やイベント見学を快適にお楽しみいただけるよう、介助者用ブレーキとチューブ
レスタイヤを装備した車いすを、ＳＣの各入口とＭＶに合計６台配置いたします。ご希望の
際は、正面入り口付近に設置しておりますインターホンにてお申し出いただくか、お近くの
従業員へお申し出ください。
５．お身体が不自由な方の為の登録者専用駐車場「ハートゲート」を２台設置
お身体が不自由な方専用の駐車場で、専用リモコンで開閉する「ハートゲート（リモコン
ゲート）
」を平面駐車場に２台設置いたします。
【お申込み方法】
イオンタウン成田富里管理事務所へお電話にてお問い合わせください。
ＴＥＬ：０４７６－２２－６１００（１１月１７日より開通予定）
※お申込みの際は、各種証明書のご提示手続きが必要となります。
６．お客さまの声をＳＣ運営に取り入れる為の「ご意見承りＢＯＸ」設置
館内に「ご意見承りＢＯＸ」を設置し、お客さまからのご要望を承ります。いただきま
したご意見につきましては、内容（商品、サービス、施設等）に応じ、各該当店舗からの
回答を記載して掲示させていただきます。お客さまのご意見を踏まえたＳＣ運営を行って
まいります。

■ 環境に優しいくらしづくりの為の取り組み
１．
「イオン ふるさとの森づくり」植樹活動
イオンでは、１９９１年より、ＳＣが緑につつまれ地域環境にとけ込んだ場所になるこ
と、さらに緑を育む心が日本全国へ、そして海外へと広がっていくことを願い、新設する
ＳＣの敷地内に、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活動「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を行っております。
当ＳＣにおきましても、２０１５年１１月１日（日）、
近隣にお住まいの皆さま約１，１００名にご参加いただき、
成田市の花であるアジサイやジンチョウゲなどの「ふるさ
との木」の苗木、全６３種類、約１０，０００本を植樹い
たしました。
２．古紙リサイクルポイントシステム「ｅｃｏｍｏ」導入！
お子さまにも、楽しく、気軽に環境社会貢献活動を行っ
ていただくため、正面入口付近に古紙ポイント変換システ
ム「ｅｃｏｍｏ」を設置します。回収した古紙は、１㎏＝
１ＷＡＯＮポイント（１円）として換算し、お客さまがお
持ちのＷＡＯＮカードにポイントを付与いたします。古紙
リサイクル活動を通し、お子さまへの環境教育をサポート
いたします。
※１２月中旬より運用開始
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■地域活性化の為の取り組み
１．毎月１１日に「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」を実施
イオンでは、毎月１１日の「イオン・デー」に、お客さまからの「お買物を通じて地域
のボランティア団体や地域の活性化に貢献している団体の活動を応援したい」というご要
望と、地域で活動されている団体をつなぐための活動として、
「イオン 幸せの黄色いレシ
ートキャンペーン」を実施しています。この活動は、毎月１１日に、皆さまにお渡しする
レシートを黄色いレシートに変更し、地域で活動する団体名を記したレシート投函ＢＯＸ
を設置して、お客さまご自身が支援したい団体のＢＯＸにレシートを入れていただく取り
組みで、イオンと地域の皆さまが協働で行う社会貢献活動です。お客さまにご投函いただ
いたレシート金額の１％分の物品を各団体へ寄贈いたします。イオンタウン成田富里にお
きましても、地域で活動する団体の募集を行い、応援してまいります。
さらに「イオン・デー」には、ＳＣスタッフ及び専門店スタッフで、店舗周辺などの清
掃活動を行う「クリーン＆グリーン活動」を行うなど、さまざまな地域貢献活動にも積極
的に取り組んでまいります。
【 助成先団体としてお申込みいただくための基準 】
基準１

団体活動分野（活動内容が以下の５つの分野
の内いずれかにあてはまる）
・福祉の増進を図る活動
・環境保全・環境学習の推進を図る活動
・街づくりの推進を図る活動
・文化・芸術の推進を図る活動
・子どもの健康と安全を図る活動
基準２ 店舗の近隣にて過去６カ月以上の活動実績があり、活動分野の目的を遂行し
ながら、今後も継続的に活動できる団体。
基準３ 応募時及び半年に１度、定期的に「参加申込書」を提出できる団体。
基準４ イオン・デーの店舗活動、その他必要に応じて交流活動ができる団体。
＝ 助成先団体お申込み方法 ＝
イオンタウン成田富里管理事務所へお問い合わせください。
ＴＥＬ：０４７６－２２－６１００（１１月１７日より開通予定）
２． 日本伝統文化継と地域参加型イベントの積極開催
（１）地域の皆さまのコミュニティの場としてのステージ活用をご提案
１階に約１２０㎡のイベント広場を設け、地域の自治会や各種サークル、ＮＰＯ
団体や各種学校と連動し、様々なイベントを企画・開催して、地域のみなさま同士
の交流を深める場をご提供します。
（２）新しい発見やひらめき、新たな趣味のヒントをご提案できるようイベントテーマの
募集を行い、見るだけではなく、自ら参加して楽しめる、参加型イベントを積極的
に開催します。
＝ ステージでのイベント開催申込み方法 ＝
イオンタウン成田富里管理事務所へお問い合わせください。
ＴＥＬ：０４７６－２２－６１００（１１月１７日より開通予定）
（３）訪日観光客の方にも日本の伝統文化をお楽しみいただけるイベントの開催
当ＳＣでは、訪日観光客の皆さまにも「何度も気軽に立ち寄りたい場所」と思って
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いただけるよう、お買物だけではなく、日本文化を見て・体験して、五感でお楽しみ
いただけるイベントを積極的に開催いたします。
＝ イベント例 ＝
① 日本式の節句体験
・正 月…餅つき体験、中国語おみくじ、獅子舞体験等
・ひな祭…変身写真撮影会、ペーパークラフトでのお雛さまづくり
・五月節句…甲冑試着撮影会、鯉のぼりづくり
・七夕祭…織姫、彦星体験＆撮影会、短冊づくり体験
② 茶道体験会
③ 着物体験＆写真撮影会
④ 琴、三味線等和楽器による演奏会
⑤ 千葉県の物産展
⑥ 全国各地の物産展

■ 利便性向上のための取り組み
イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」を活用した生活の利便性向上
お買い物の度にポイントがたまるお得なイオンの電子マ
ネー「ＷＡＯＮ（ワオン）」の端末機を店舗に導入。お買
い物前に「ＷＡＯＮ」カードにチャージ（入金）しておく
ことにより、レジではカードを専用機端末機にかざすだけ
でお買いものができます。（一部ご利用いただけない専門
店もございます。
）
また、５５歳以上の方を対象に「Ｇ．Ｇ ＷＡＯＮ」、
６５歳以上の方には「ゆうゆうＷＡＯＮ」もご利用いただけます。
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■ 専門店について
当ＳＣは、車で１５分圏内にお住まいの３０才代～４０才代のファミリーをメインターゲッ
トとし、サブターゲットを同地域にお住まいの６０才代アクティブシニア（ＧＧ世代）として
いるため、日常生活に密着した商品やサービスをご提供する専門店構成としています。また「成
田山新勝寺」等の社寺仏閣を訪れる、国内外からの観光客の皆さまにも喜んでいただけるよう、
非物販店舗（飲食、サービス）と物販店舗をほぼ均等に誘致しました。
１． 核店舗「マックスバリュ成田富里店」の特徴
マックスバリュは、
「日々の食生活に必要な商品を最大限のバリュ（品質・価格・品揃え・
サービス）でご提供」することを志向するスーパーマーケットです。マックスバリュ成田富
里店は、マックスバリュ関東㈱として市内初、千葉県内では１６店舗目の出店となります。
当店はマックスバリュのコンセプトに加え、
食品スーパーとして「鮮度」
にこだわった商品、
お買物を通じたお客さまの「楽しさ」、地域のお客さまや国内外からお越しの観光客の皆さ
まに対応できる
「便利さ」
の３つのこだわりをご提供できる店づくりをすすめてまいります。

【 店舗の特徴 】
・インバウンド対応店舗として免税カウンターを設置、パスポートをお持ちの訪日観光客
の皆さまに対応致します。また、銀聯カードに対応したレジ、イオン銀行ＡＴＭを設置
し利便性を高めています。
・イートインコーナ－には３８席を配置、個人のお客さまからグループのお客さままで幅
広くご利用いただける空間をご用意しています。
・マックスバリュ店内では１００％ＬＥＤ照明を採用、電力負荷を低減します。
・プラズマクラスターイオン発生機を５０台（天井に４０台・お惣菜コーナーに１０台）
設置し、空気環境に配慮したお買物空間づくりを目指します。
【 商品の特徴 】
地元商品や千葉県産商品を積極的に導入することで「千産千消」を推し進めるとともに、
旬の生鮮食品や毎日の暮らしを豊かに彩る「鮮度」と「品揃え」でお客さまをお迎えいた
します。また、
「ヘルス＆ウェルネス」への意識の高まりにあわせ、一般医薬品（二類・
三類）を取扱うとともに、健康を軸とした商品展開や情報発信を実施致します。
・お野菜、果物コーナーでは、地元生産者の皆さまと協力し地場野菜をコーナー展開する
など、品揃えや鮮度、食味にこだわった“じもの”を豊富にご提供致します。
・お魚コーナーでは、銚子を中心とした千葉県内の漁港からの仕入を実施し、鮮度の高い
“じもの”をご提供、より多くの皆さまにお魚を楽しんで頂ける売場づくりを目指しま
す。
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・お惣菜コーナーでは、千葉県産の“じもの”原料を積極的に使用したお惣菜やお弁当な
どの商品を開発、ご提供してまいります。
【 お得情報 】
イオングループの販促・セールスとともに、マックスバリュ関東㈱独自のセールスを行
います。
・毎週火曜日は「マックス火曜市」
毎週火曜日は“イキイキ生鮮市”の「マックス火曜市」。均一セールをはじめ旬の商品
やお得な商品が大集合。いつもと違う売場でお値打ち商品の数々をお楽しみ下さい。
・毎週土曜日は「土曜朝市」※一部割引対象外商品がございます。
毎週土曜日のひる１２時までは、どなたさまでも５％引。週末のまとめ買いにご利用く
ださい。
・月のまんなか♪「すまいる市」
“ミート＆デリカーニバル”と銘打ち、生鮮食品、とりわけお肉やお惣菜をお値打ち価
格でご提供致します。また、加工食品や日々の暮らしの必需品を中心によりどりセール
や均一価格でお値打ちに提供致します。
・月の最後の週末は「げんき市」
毎月最後の金・土・日は「野菜・果物大市」
「お魚大市」
「お肉大市」など、生鮮素材を
メインとした月に一度の名物催事です。
・毎月２０日・３０日は「お客さま感謝デー」※一部割引対象外商品がございます。
各種イオンマ－クのついたカードのお支払・ご提示（お預かり）、またはＷＡＯＮでの
お支払いでレジにて５％ＯＦＦとなります。
・毎月５のつく日は「お客さまわくわくデー」
毎月５・１５・２５日は、ＷＡＯＮでのお支払いでは「ＷＡＯＮ」ポイントが２倍、イ
オンカードご利用の場合は「ときめきポイント」が２倍となります。
・毎月１０日は「ありが１０デー」
ＷＡＯＮでのお支払いでは「ＷＡＯＮ」ポイントが５倍、イオンカードご利用の場合は
「ときめきポイント」が５倍となります。
・毎月１５日は「Ｇ．Ｇ感謝デー」※一部割引対象外商品がございます。
５５歳以上のお客さまにお得な電子マネー「Ｇ．Ｇ ＷＡＯＮ」、６５歳以上のお客さま
にお得な電子マネー「ゆうゆうＷＡＯＮ」でのお支払いでレジにて５％ＯＦＦとなりま
す。さらに、５のつく日の「お客さまわくわくデー」の特典として、「ＷＡＯＮポイン
ト」が２倍となります。
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２． その他専門店について
（１）県内初出店店舗
・Ｔｏｐ´Ｓ Ｋｅｙ´Ｓ Ｃａｆｅ…カフェ
ケーキでお馴染みの「Top's（トップス）」とキーコー
ヒーがコラボレーションしたカフェです。
店頭でお持ち帰り用ケーキや焼き菓子の販売を行う他、
店内では、ケーキやパスタ、カレー等をお召し上がり
いただけます。いつもがんばっている自分へのちょっ
としたご褒美に、贈答用に、オススメのお菓子を取り
揃えて皆さまのご来店をお待ちしています。
・ちば整形外科…クリニック
首や腰の痛み、手足のしびれ、肩や腕の痛みや骨折、脱臼、お子様の外傷、ケガ、
スポーツ外傷、交通事故によるケガなど、つらい痛み、お身体のお悩みについて幅広
く対応しています。また、手術の際は、実績豊富な院長が自ら行い、患者さまに安心
をご提供します。
（２）成田市内初出店店舗の一例
・バーガーキング…飲食
バーガーキングのビーフパティは、通常のハンバー
ガーチェーンと異なり、鉄板焼きするのではなく、直
火焼きして肉汁を留め、余分な油だけを落とすため、
とても香ばしい状態でご提供します。ジューシーなお
肉の味が活きたビーフパティを是非ご賞味ください。
・オークス ブック プラス…書籍
「オークス ブック プラス」は、千葉県を中心に２０店舗を展開する「オークスブ
ックセンター」の新業態です。ファミリー向け絵本・知育玩具、シニア向けの趣味・
時代小説など、テーマ別のご提案を心掛けた書籍売場の他、インバウンド需要にも対
応する和雑貨や文具などの商品を１６５㎡の広い売場に十分に取り揃えています。
各世代向け商品を充実させ、和をテーマにしたゆとりある空間にて、お客さまに、
より豊かな暮らしをご提案してまいります。
・ウオッチタウン…時計
「ウオッチタウン」は２０１３年９月からスタートし
た新しい時計チェーンです。
時計を通じて、地域の皆さまと、より豊かで楽しい時
間を共有したいと考えています。信頼性・耐久性の高
い国産ウオッチを中心に取り揃え、皆さまの目的に合
ったベストの一品をお探しするほか、大切な方へのプ
レゼントやメンテナンスに関するご相談も対応してお
ります。
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（３）新業態での初出店
・ＪＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ ＤＯＮＵＴＳ（ジャックインザドーナツ）…ドーナッツ
オランダやベルギー・タイ・アメリカといった世界
各国で食べられているドーナツをメインに販売します。
ドーナツ生地の特色を生かしたとろけるチーズタルト
やザクザクチョコなどといったＢＡＫＥ商品のライン
ナップもあり、常時約３０～４０種類を全てオープン
キッチンで調理してパフォマンスを演出します。お客
さまには、五感で味わっていただく演出を毎日、違う
形で味わって頂き、世界に唯一無二のドーナツ屋を、
世界にもっとも近い成田で初出店します。
・ＮＩＣＯＰＡ…アミューズ
家族みんなでお楽しみいただける遊具施設です。施設内には、小さなお子さま用の
時間制キッズパークがあり、ボールプールや滑り台など、成長に合わせて楽しめる遊
具があるため、幅広い年代のお子さまをお持ちのパパ、ママの集いの場としてもお使
いいただけます。また、段ボール遊具は、新しい製品が開発される度に入れ替えを行
うため、飽きのこない工夫がされています。
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【専門店一覧】
屋号

業種

地元企業

初出店

インバウンド
商品

免税

ＳＭ

○

○

ノジマ

家電

○

○

スーパースポーツゼビオ

スポーツ

○

○

ワンラブ

ペット

ダブルフォーカス★

レディス

県内

○

○

ＣＲＢ

レディス

県内

グリーンパークス

レディス

Ｉｋｅｄａｙａ

レディス

ＴＡＴＳＵＭＩＹＡ

レディス

Ｋｙｏｓｉｎ

婦人服

ディヴォーション

婦人服

市内

ハニーズ

婦人服

市内

リセコレクション

雑貨

キウチ薬局

調剤

市内

○

○

オプトあらきプラス

眼鏡

県内

カンガルー堂

鞄

県内

カルディコーヒーファーム

輸入食品

おかしのまちおか

お菓子

とんかつ新宿さぼてん

食物販

ジャックインザドーナッツ

食物販

たこ神

食物販

銀座惣菜店

食物販

西川園

食物販

不二家

食物販

オークスブックプラス

書籍

ウオッチタウン

時計

ザ・ダイソー

100 円均一

パンドラハウス★

手芸

東京きもの愛

呉服

核店舗

（１）

マックスバリュ★
物販

（３５）

–Aiko―

市内

県内
県内

市内

市内

○
○

市内

○

○

市内
市内
県内
県内

○
市内

○

○

市内

○

○

○
県内

○

○

市内

買取センターＧＰ

ブランド買取・販売・雑貨

県内

市内

ハイド＆シーク

雑貨

市内

ＤＨＳ

雑貨

市内

アスビーファム★

総合靴

ｒｏｏｍ＆ｒｏｏｍ

寝具

○
市内
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○

屋号

業種

フォーエル
サービス

地元企業

紳士服

初出店

商品

免税

市内

（２２）

山本はりきゅう整骨院

リラク・接骨院

県内

ＢＲＵＮＯ

美容室

県内

AIＴ

旅行

市内

成田チャンスセンター

宝くじ

ゆうちょ銀行

ＡＴＭ

千葉興業銀行

ＡＴＭ

県内

千葉銀行

ＡＴＭ

県内

ママショップ加納

クリーニング

県内

フレンドリー

理容

県内

ＮＩＣＯＰＡ

アミューズ

トライプラス

教室

セイハ英語学院

教室

リアット★

リペア

洋服のお直し工房

お直し

在宅介護相談センター

介護受付

保険 de

保険

Ｒive Gauche

あんしん館

こども写真城

スタジオアリス

市内

市内

市内
市内

スタジオ
クイックカラー

県内

オーラルケアデンタルクリニッ
ク
ちば整形外科

歯科

市内

整形外科

県内

ホットヨガスタジオ

ホットヨガ

市内

携帯

市内

ヴィ・ド・フランス

ベーカリーカフェ

市内

Ｔops

カフェ

県内

ワイモバイル

ＬＡＶＡ

〇

市内

サンキューカラー

飲食

インバウンド対応

市内
県内
〇

１０
Keys

Ｃafe

うなぎ新川

うなぎ

バーガーキング

フードコート

福泰厨房

フードコート

肉ＪＩＲＯ

フードコート

はなまるうどん

フードコート

レインボーハット

フードコート

リンガーハット

フードコート

ＧＥＥＴＡ

フードコート

全６８店舗数

市内
市内
県内

市内
市内

市内

★イオングループ企業

千葉県内企業：２６店舗（内、成田市内４店舗、富里市内３店舗）、千葉県内初出店：２店舗
※店名・業種を含む本資料は、１１月５日現在の情報であるため、変更となる場合がございます。
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＜アクセス＞

公共交通機関をご利用の場合
ＪＲ「成田駅」
、京成電鉄「成田駅」から徒歩約１０分
お車をご利用の場合
東関東自動車道「成田」ＩＣ、
「富里」ＩＣより車で約１０分

【本件に関するお問い合わせ先】
イオンタウン株式会社コーポレートコミュニケーション推進部

菅野 ＴＥＬ：０４３―２１２－６３０７

マックスバリュ関東株式会社

山本 ＴＥＬ：０３－６８９２－５８０１

経営企画部

コントロールグループ
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