
 

 

 

２０２１年３月３０日 

イオンリテール株式会社 

 
“健康・便利”で“新しい出会い”が体感できる“初”のスマートストア 

５月２８日「イオンスタイル川口」グランドオープン 
 

イオンリテール株式会社は５月２８日（金）、「イオンスタイル川口」（以下、当店）を     

グランドオープンします。 

当店は、「イオンモール川口」（埼玉県川口市）の核店舗です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～３６５日毎日の暮らしに寄り添う～ 

“健康・便利”で“新しい出会い”が体感できる店 
 

当店は１９８４年４月「川口グリーンシティ」の核店舗「ジャスコ川口店」としてオープン

し、その後「イオン川口店」として、約３４年の長きに渡り地域の皆さまにご愛顧いただき   

ました。２０１８年８月の一時休業を経て、このたび建物や設備を刷新し、地域に根差した  

より便利で豊かな暮らしを体感できる商品やサービスを提案します。さらに、ＤＸ※を駆使した 

初の本格的な「スマートストア」としてオープンします。 

※デジタルトランスフォーメーションの略。 
 

川口市は交通の要衝であり、人口増加が期待できるエリア 

当店が立地する川口市は、「日光御成道」で結ばれた川口宿と鳩ヶ谷宿が一つになった歴史

ある街です。当店は、京浜東北線や武蔵野線など複数のＪＲ線や埼玉高速鉄道に囲まれた人口  

密集地に位置するほか、東京外環自動車道や国道１２２号に隣接しており、今も昔も交通の要衡

です。また、荒川を隔てて東京都に接していることから利便性も高く、子育てファミリーが多く

お住いで、今後も人口増加が期待できるエリアです。 

 

地域の暮らしに寄り添った総合の品揃えと新しい便利なサービスで、多様化する

ニーズにお応え 

当店では、地域に親しまれる味や魅力を再発見できる商品を展開するほか、快適に買物が  

楽しめるサービスを充実することで地域の暮らしに寄り添ったお店を目指します。また新常態

下で、リアル店舗では非接触や非対面により安心して買物いただくためのシステムを展開し、  

ネットでは生活スタイルに合わせて、注文した商品の受け取りを選択できるサービスも提供します。 
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【「イオンスタイル川口」の特長】 

 

 ＤＸを駆使した“初”の本格スマートストア 

  ２０２０年１０月から開始した「イオンスタイル有明」での実証実験を経て、初の本格

的なスマートストアとして開業します。陳列棚を通じて商品情報や販促を動画配信する 

「シェルフサイネージ」、ＡＩカメラを使った会計時の年齢認証と在館人数の把握、デジ

タル機器を活用した「大型モニターでの店内調理ライブ配信」など、今までにない快適な

買物環境と効率的な店舗オペレーションを推進します。 

 

 新鮮でおいしい“健康的な食”を毎日の食卓に 

 健康意識や内食ニーズの高まりに対応し、産地から２４時間以内に店頭に並ぶレタスや

ブロッコリーなどの野菜、全国各地から買い付けた旬の鮮魚など、鮮度にこだわった生鮮

食品を展開します。また、「ＭＳＣ認証」や「ＡＳＣ認証」を取得した「トップバリュ」の 

水産物や丁寧につくられたオーガニック商品など、健康や自然環境に配慮した商品を豊富

に取り揃えます。 
 

 川口・鳩ヶ谷ならではの「地物（じもの）」を提供 

川口の味噌醸造文化を約３０年ぶりに復活させた商品「川口御成道味噌（麦）」や、日本

で唯一のベーゴマ工場が川口にあったことから名付けられた「ベーゴマクッキー」など、

地域で親しまれている商品を提供します。また、古くから知られる植木の街ならではの花

やミニ盆栽も展開します。 
 

 日常使いの商品をまとめて展開、より便利なお買物の場を提案 

２階では、お客さまが快適・便利に買物いただけるよう、日用消耗品や化粧品、医薬品、

暮らしの品などをワンフロアにまとめて展開します。毎日の美と健康をサポートする  

「グラムビューティーク」とシンプルで豊かな暮らしをサポートする「ホームコーディ」

が隣接することで、新生活やおうち時間、アウトドアといった生活シーンに合わせた商品

をまとめて買物ができる場を提供します。 
 

 

 

 

●陳列棚に動画が流れる！「シェルフサイネージ」を導入（県内初） 

 陳列棚の前面に動画が流れるサイネージを取り付け、商品と連動し

た販促をする「シェルフサイネージ」を県内初導入します。商品情報が

表示されるほか、コンテンツ内の２次元バーコードを読み取ることで 

商品やレシピ紹介のサイトへ移動することができます。 

 

●ＡＩカメラを活用した会計時の年齢認証と在館人数の把握 

 店内に設置したＡＩカメラを活用し、より良いお買物環境の提供を

目指します。一例として、会計時にお客さまの年齢をＡＩ分析で推定

し、未成年者の可能性がある場合はレジに設置した端末にアラートが

表示され、お酒の販売時に確実な声かけをする仕組みや、売場の滞在

人数を計測し、混雑前に状況を把握しレジ応援や入店制限などの対策

ができるほか、接客が必要なお客さまの自動検知によるお買物支援 

などを実施できるようにします。 

ＤＸを駆使した“初”の本格スマートストア 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●デジタル機器を活用し、店内調理を大型モニターでライブ配信 

 鮮魚売場の店内加工場にカメラを設置し、調理の様子を売場の大型モニターでライブ配信し

ます。非対面や非接触でも体験できるお買物の楽しさを提供します。 

 ※ライブ配信の実施は日時限定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●川口の高まるネットスーパー需要にもお応え「おうちでイオン イオンネットスーパー」 

これまで「イオン川口前川店」が担当していた「イオンネットスーパー」の配送エリアの   

一部を当店が担うことで、より多くのお客さまの注文の承りが可能となります。また、対象の

一部のエリアにお住まいのお客さまは、ご都合に合わせて当店と「イオン川口前川店」のどち

らからも選択いただけます。 
 

当店では、野菜やお肉、お刺身などをはじめとする生鮮品や冷凍食品、トイレットペーパー

や紙おむつなど暮らしに便利な生活必需品を約３万点品揃えします。また、店舗で開催して  

いる期間限定の県産フェアや季節に合わせたフェアの商品などもネットスーパーでも取り扱い、

リアルでもネットでも選ぶ楽しみを提供します。 

 

 

 

 

●人気急上昇！店舗受け取りサービス「ピックアップ！」では３つの受け取り方法を用意 

「ピックアップ！」は、「イオンネットスーパー」から注文した   

商品を配送料や手数料がかかることなくお客さまの都合に合わせて店

舗で受け取れる便利なサービスです。忙しい毎日の買物時間を短縮し、

自分のスタイルに合わせて効率よく商品をお受け取りいただけます。 

 当店では、車に乗ったまま受け取れる「ドライブピックアップ！」、完全非対面・非接触で

受け取れる「ロッカーピックアップ！」、店内の買物と併用するのに便利な「カウンター    

ピックアップ！」の３つの受け取り方法をご用意します。「ドライブピックアップ！」では、    

専用レーンを設置することで、直接お渡し窓口に幅寄せを可能とし、より短時間でお受け取り

できます。 

 

 

 
 ※画像はすべてイメージです。 
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●スキャンしながらお買物！かごの中の商品リストや合計金額を確認できる「レジゴー」 

 食品売場では、セミセルフレジに加え店舗の貸出用スマホでお客 

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。非対面で

のお支払いができるため、感染防止対策としても好評です。マイバス

ケットとあわせてご利用いただくと、カゴに入れた商品を会計後に 

そのまま持ち帰ることができ、お買物の時間をさらに短縮できます。 

 

●注文からお支払いまで事前に済ませてスムーズな受け取り「モバイルオーダー」 

 総菜やお弁当をスマホから事前にオーダーし支払いを完了させることで、来店時にできたて

の商品を待たずに受け取れるサービス「モバイルオーダー」を導入します。テイクアウトでも

イートインでも、できたてのおいしさをお楽しみいただけます。 

 

 

 

●埼玉県のイオン最大級の対面鮮魚コーナーで全国各地の旬の魚を提供 

埼玉県の「イオン」最大級の対面鮮魚コーナーで、福島で水揚げされた新鮮な魚を直送で  

運ぶ「福島鮮魚便」など全国各地の旬の魚を展開します。鮮度抜群の魚をおいしく食べていた

だくためのメニュー提案や調理サービスも承ります。 

 また、環境にやさしいトレーレスの真空パックで冷凍した切身魚や開き物、漬魚など約２０

種類を品揃えします。さらに、鮮度とおいしさにこだわった魚屋の総菜や鮨など、手軽に   

魚料理を楽しめる商品も展開するほか、当店オリジナルメニュー「金目鯛西京焼き炊き込み  

ご飯」や生の“あじ”を店内で加工した「手作りあじフライ」なども提供します。 

 「持続可能な漁業」と「環境や社会に責任ある養殖業」の普及に向けた取り組みの「ＭＳＣ

認証」や「ＡＳＣ認証」を取得した「トップバリュ」の水産物を取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

●笑顔がつながる新鮮なおいしい野菜や果物が充実 

 農産売場では、彩り豊かな新鮮な野菜や旬の果物を品揃えします。

産地直送のレタスやブロッコリーなどの「シャキ直野菜」は、出荷か

ら２４時間以内にお店に並び、採れたてならではの、みずみずしさを

お楽しみいただけます。また、埼玉県産をはじめ、全国の産地から  

近隣市場に入荷する季節の商材をバイヤーが買い付け即日販売する

「朝買い」も実施します。 

さらに、近隣の「イオン農場」から農薬や化学肥料などに頼らない

有機栽培のオーガニック野菜を仕入れるほか「イオンネット    

スーパー」では全国各地から「選りすぐりの旬果実」や「オーガニック

野菜の詰め合わせ」の予約も承ります。 

新鮮でおいしい“健康的な食”を毎日の食卓に 
 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●埼玉県のブランド黒豚や安全・安心を追求した「トップバリュ グリーンアイナチュラル」

のお肉が充実 

埼玉県のブランド「彩の国黒豚」を埼玉県の「イオン」で初めて   

品揃えします。肉質に定評のある英国系バークシャー種が原種の黒豚

で、独自の専用飼料でじっくりと育てています。筋繊維が細かいので

歯切れよくやわらかい肉質で、脂肪は甘みがあり、まろやかです。  

また、「トップバリュ グリーンアイナチュラル」の牛肉・豚肉・   

鶏肉を提供します。出生から出荷まで、飼料に抗生物質・合成抗菌剤

を使用せず育てた安全・安心を追求した国産「ナチュラルポーク」や

「純輝鶏」、オーストラリアタスマニア島のイオン自社牧場で遺伝子  

組換飼料や成長ホルモン剤、抗生物質を使用せず育てた「タスマニア

ビーフ」などを取り揃えます。 

 

●健康や環境に配慮した植物由来の食品を展開 

近年、健康志向の高まりで注目されている大豆を加工した低   

カロリーで高たんぱくの“大豆ミート”を使用したハンバーグのほか、

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  

含むヨーグルトなど植物性原料を使用した商品を取り揃えます。 

 

●糖質オフの商品や、食物アレルギーに配慮した「やさしごはん」を品揃え 

手軽においしく糖質をコントロールできる「糖質オフ」のデザート

やレトルト食品、冷凍食品などを取り揃えます。健康に配慮しながら

無理なく置き換え、おいしい食事を楽しむ食スタイルを提案します。 

また、家族の中に食物アレルギーをお持ちの方に向けて、家族   

みんなで食べられる特定原材料７品目（卵・乳・小麦・落花生・そば・    

えび・かに）を使用しない「トップバリュ やさしごはん」シリーズも

展開します。 

 

●オーガニックをもっと身近に。日常使いができるお手頃なオーガニック食品 

オーガニック食品は、化学合成農薬や化学肥料などに頼らず自然の

力を生かして生産された農産物や家畜、それらを原料にした加工食品

です。豆乳やジャム、お茶など毎日の食卓に取り入れやすいお手頃な

オーガニック商品を提案し、健康や環境に配慮された商品を気軽に 

お楽しみいただけます。 

 

●焼きたてパンの専門店「カンテボーレ」では「毎日手作り」「毎日焼きたて」のおいしさを提供  

店内で焼きたてのミニクロワッサンやお芋のクロワッサン、くるみ

のロールパンなどを対面形式で購入いただける販売コーナーをイオン

で初めて導入します。また、ご当地グルメとして人気の「鳩ヶ谷   

ソース焼きうどん」を使った当店オリジナルパン「鳩ヶ谷ソース焼き

うどんパン」も提供します。焼きたてのパンと、ソース焼きうどんが

マッチしたおいしい味わいをお楽しみいただけます。 

 

 

 
 ※画像はすべてイメージです。 
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●歴史ある川口・鳩ヶ谷の魅力が伝わる食や地域に愛される味を提供 

川口の味噌醸造文化を復活させる取り組みとして商品化され、学校

給食やお土産品として使用されている「川口御成道味噌(麦)」を品揃

えします。そして鳩ヶ谷で８０年以上地域に根付き工場を稼働してい

る「ブルドックソース」も提供します。 

 

また、日本で唯一のベーゴマ工場が川口にあったことから名付けられた「ベーゴマクッキー」

を品揃えします。埼玉県産の小麦粉と米粉を使用した生地を、川口の鋳物で作られた焼き型を

使って焼き上げています。そのほか、川口市領家のやさしい味にこだわった洋菓子店    

「ドルチェメンテ」のクッキー・マドレーヌなどの焼菓子や、川口市南鳩ヶ谷の口コミで人気

の洋菓子店「よつ葉スィーツショップ」のスコーンも販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●専門店ならではのトレンドとこだわりを伝える「イオンリカー」 

「イオンリカー」では、川口で収穫された酒米を一部使用した純米酒をはじめ、秩父ファー

マーズファクトリー「兎田ワイナリー」の「兎田ワイン」など地域のおいしさを提案します。 

また、世界各地から厳選したイオン直輸入のワインやウィスキーなどを豊富に品揃えし、  

知識豊かなソムリエの接客でお酒選びをお手伝いします。 

 

●地域で愛されるご当地メニュー「鳩ヶ谷ソース焼きうどん」を当店でも 

近隣の「イオンスタイル新井宿駅前」や「イオン川口前川店」で  

地域オリジナルメニューとして展開しているご当地グルメ「鳩ヶ谷 

ソース焼きうどん」を当店でも提供します。酸味と甘みのバランスが

よい専用ソースを使用した“もちもち”のうどんの食感をお楽しみ 

いただけます。 

 

●植木の街ならではの花やミニ盆栽がある生活をご提案 

「ルポゼ・フルール」は「ココロを休める・カラダを休める」を   

コンセプトに“人々の暮らしに花を通して癒される生活を提供したい”

という想いから生まれたイオンのお花専門店です。お客さまのお好み

のお花を１本ずつお選びいただけます。 

川口は古くから植木の街として歴史がある街です。丹精込めて育て

られた川口市の花「テッポウユリ」を代表とする地域の花やミニ盆栽

などを展開します。生産者の皆さまと協力し、「地域の価値」再発見

につなげます。 

 

 

川口・鳩ヶ谷ならではの「地物（じもの）」を提供 
 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●「グラムビューティーク」と「ホームコーディ」が融合。ワンフロアで買物しやすい売場 

２階のフロアでは、利便性を重視した新たな取り組みとして、毎日の美と健康づくりを    

サポートする「グラムビューティーク」と、シンプルでゆたかな暮らしをコーディネートする

「ホームコーディ」を隣接し、新生活やおうち時間、アウトドアといった生活シーンに合わせ

た商品をワンフロアで、便利にまとめて買物ができる場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「グラムビューティーク」は、幅広い品揃えや利便性、専門    

スタッフの接客により、お客さまのご要望やお困りごとに、十分な  

満足を提供するバラエティドラッグストアです。 

国際オーガニック認証取得のスキンケアシリーズトップバリュ  

グリーンアイオーガニック「geo
ジーオ

 organics
オ ー ガ ニ ク ス

」やフランスで６０年の  

歴史をもつボタニカルブランド「YVES
イ ヴ

 ROCHER
ロ シ ェ

」など、こだわりの   

ビューティーケア商品をはじめ、健康維持や体力増進をサポートする

医薬品や健康食品、日用消耗品を取り揃えます。 

美容と健康に関する専門の知識を持つスタッフがお客さまをお迎え

し、お買物をサポートします。 
 

「ホームコーディ」では、キッチン用品や生活雑貨、寝具、家具、 

カーテンなど長く使っていただけるものから短いサイクルで買い替え

るものまで、シンプルで暮らしになじむ商品を取り揃えます。 

また、ガスコンロ等機器交換やお風呂、キッチンの交換など幅広い

住宅関連リフォームも承ります。住まいと暮らしのお困りごとから 

ライフスタイルの変化まで、豊富な品揃えでお客さまの住環境に最適

なトータルコーディネートを提案します。 

 

●“健康”をキーワードにしたウエルネススポーツ専門店「スポージアム」 

スポージアムでは「歩く」「走る」「フィットネス」という３つの   

活動を通じて、お客さまの健康促進をサポートします。 

ウォーキングやランニング需要に対応し、普段使いもできる   

スポーツウェアや、キャップ、ポーチなどの小物も品揃えします。  

またヨガマットやバランスボール、ストレッチローラーなど自宅で 

気軽にできるフィットネスグッズも取り揃えます。 

 

日常使いの商品をまとめて展開、より便利なお買物の場を提案 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●地域の子育てを応援する「キッズリパブリック」 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口市は小学校の児童数が多く、子育てファミリーが多くお住いです。「キッズリパブリック」

では“みらいをつくる人を、つくりたい”をコンセプトに、妊娠中から小学校卒業までの   

子育てをサポートする商品やサービスを提供します。 

 ベビー用品では、妊娠中に必要なマタニティ用品や出産準備として必要な新生児衣料、  

ベビーカー、チャイルドシート、育児期の必需品のベビー服、ベビーフード、おむつなどを  

取り揃えます。豊富な商品知識や接客力を身につけたイオンの社内認定資格「ベビー    

アドバイザー」を取得した担当者が、お客さまのご要望やご相談に応じた商品の提案や買物の

お手伝いをします。当店ではお子さまの成長に合わせた商品が一式揃う、地域に寄り添った子

育ての場を目指します。「キッズリパブリックアプリ」を通じて子育て支援情報やお買得商品

情報を発信し、リアルでもデジタルでも地域のお子さまの健やかな成長をサポートします。 

 

●毎日の暮らしに寄り添うカジュアルファッションが充実 

新しい生活様式に対応し、毎日を快適に過ごせるカジュアル   

ファッションを中心に品揃えします。着用することで疲労回復が期待

できる「トップバリュ セレクト セリアント ウェア」や機能性    

インナー「トップバリュ ピースフィット」など機能や素材にこだわっ

た商品を取り揃えます。 

また、シルエットにこだわり、外出でも在宅シーンでも快適に履け

るストレッチパンツやオーガニックコットンを使用したＴシャツなど

のアイテムも充実させます。 

 

 

 

 

●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。昨年

度の活動一例では、子育て支援団体にリモート相談受付用のカメラや、

障がい者相談支援団体に文具や消毒液などを寄贈し、お役立ていただ

いています。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。 

 

 

地域への社会貢献の取り組み 

 ※画像はすべてイメージです。 
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●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「川口イオンチアーズクラブ」を 

結成する予定です。 

 

 

 

 

イオンは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、防疫対策の基準などを示した「イオン  

新型コロナウイルス防疫プロトコル」を制定しています。本プロトコルは、防疫対策を一時的

な取り組みでなく継続的に実行していくことで、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

ることを目的にしています。安心してお買物いただけるよう、以下の環境整備を行っています。 

「イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル」（１１月改定） 

(https://www.aeon.info/wp-content/uploads/2020/11/coronavirus_correspondence20201111_2.pdf） 

  

＜当店の取り組み一例＞ 

・入退店時のお客さま同士の接触を避けるため入口と出口を分割 

・混雑時は入場制限を実施 

・アクリル板やビニールカーテン等、間仕切りをレジ前やサッカー台に設置 

・使用済みカートのアルコールによる拭き上げ 

・入口と出口のドアや窓の開放を徹底し、店内換気を実施 

・従業員の体調管理や手洗い、うがいの徹底、アルコールによる手指の消毒、マスク着用の  

実施 

 

買物かごを紫外線にて除菌する！「ジョキンザウルス」を導入 

 当店では、買物かごの持ち手を一つずつ自動で持ち上げ、紫外

線(ＵＶ－Ｃ)を照射することで、短時間で持ち手の裏側まで除菌

でき、１５秒照射で９９.９７％(主要部分)※と高い除菌率が実現

できる買い物かご除菌装置「ジョキンザウルス」を導入します。

より安全・安心にお買物ができる場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

※：株式会社総合水研究所が実施した「買い物かごの付着ウイルスに対する除去性能評価試験」より。主要部

分とは、かごの縁の長辺部分裏側などを指します。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み 

 

 ※画像はすべてイメージです。 

 

https://www.aeon.info/wp-content/uploads/2020/11/coronavirus_correspondence20201111_2.pdf
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【「イオンスタイル川口」 店舗概要】 
 

名 称：イオンスタイル川口 

所 在 地：埼玉県川口市安行領根岸３１８０番地(イオンモール川口) 

責 任 者：店長 小島 英明（コジマ ヒデアキ） 

オープン日：２０２１年５月２８日（水） 

売 場 面 積：直営計：９，４６８㎡ 

(食品：３，２１６㎡、グラムビューティーク：１，３００㎡、 

キッズリパブリック：１，４２１㎡、ホームコーディ：２，０４１㎡、 

衣料品：１，２２３㎡） 

イオンリカー専門店契約 ２６７㎡ 

 

駐 車 台 数：約２，８００台 

駐 輪 台 数：約１，１００台 

営 業 時 間：１階 食品          ８：００～２３：００ 

      ２階 化粧品・薬・調剤薬局  ９：００～２２：００ 

         暮らしの品       ９：００～２２：００ 

      ３階 衣料品・キッズ     ９：００～２２：００ 

※一部売場により異なる場合がございます。 

休 業 日：年中無休 

 

 

【「イオンスタイル川口」 店舗周辺地図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


