
 

 

２０２２年１１月１日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンリテール株式会社 

 
“物価高を気にせず買物を楽しみたい”“おうちの節電対策”“国内旅行準備”など 

冬の消費拡大の期待に応える“イオン年間最大級セール” 

１１/１８から最大１０日間「イオン ブラックフライデー」開催 
 

 

イオンは１１月１８日（金）から、北海道から沖縄まで全国の「イオン」「イオンスタイル」

約５００店舗とオンラインショップにて「イオン ブラックフライデー」を開催します※１。 
 

イオンでは、物価高や電気代高騰により生活防衛の意識が高まる中、いよいよ始まる本格的な

冬の消費拡大に向け、地域の特性や暮らしにあわせたお買得企画や商品を年間最大規模で用意

します。また、１８日からのセールに先駆け、普段店頭では販売していない憧れの企画・商品など

が数量限定で購入できる予約販売会※２も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イオンリテール「イオン ブラックフライデー」のポイント  
 

 “今こそ魅力ある国産品・直輸入品を提供”“おうちの節電対策”“国内旅行準備”
など、環境変化のニーズにお応えするお値打ち企画商品を約１,４００品目ご用意 
 円安が進む今こそ国産品・直輸入品の“おいしさ”“価値”を感じていただける商品として

「和歌山県産他 市場活〆真鯛」「国産黒毛和牛」「オカヤマＤＥＮＩＭ」「イオン直輸入パスタ」

また、おうちの節電対策として、省エネ家電やあったか寝具・衣料品などを通常販売価格の

最大半額で提供します。さらに「全国旅行支援」などにより高まる国内の旅行需要にお応えし、

キャリーケースの均一特価など、環境の変化に対応したお値打ちな企画を用意します。 
 

 Ｚ世代の利用拡大に向け、新たにアニメキャラクターコラボ企画を実施 
ブラックフライデーを幅広い客層に楽しんでいただくため、Ｚ世代にも楽しんでいただける

企画・商品を拡充します。今年は新たにＺ世代にも人気のアニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢

さん』とのコラボ企画を実施します。コラボ商品としては、オリジナルアイテム、スイーツ

など計１４品目を用意します。 
 

 “地域を盛り上げる”各地で応援・特別企画を実施 
新鮮なご当地食材を中心とした食料品の「ご予約販売会」（東海エリア）や、ご当地飯・

ご当地スイーツを期間限定で販売（近畿エリア）など、地域ごとに独自の企画をご用意して

各地を盛り上げます。 

 

 ※１：企業ごとの詳細は、https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/を参照ください。 

※２：地域によって内容・開催期間は異なります。 

 

https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/
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イオンリテール「イオン ブラックフライデー」概要  

開催期間：２０２２年１１月１８日（金）～１１月２７日（日）の１０日間 

開催店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約３５０店舗※３ 

対象商品：最大約１,４００品目（前年比 1割増） 

特設サイト：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/ 

 

 イオンリテール「イオン ブラックフライデー」商品・企画一例  ※画像は全てイメージです 

“物価高騰を気にせずおいしいものが食べたい、ファッションを楽しみたい”のニーズにお応え      

今こそ国産品の“おいしさ”“価値”を感じていただける品々をお値打ち価格で提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品の値上げが続く中、イオンだからできる直輸入によりお値打ち価格を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像はイメージ 

※３：店舗により品揃えが異なります。 

※４：単品で購入した場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。 

画像はイメージです 

養殖場から各地域へ活魚車で配送し、消費市場で活〆処理 

をしました。身のコリコリ感が特長の真鯛です。   

品名：和歌山県産他 市場活〆真鯛（養殖）お造り・刺身用 

価格：１０切 本体６９８円（税込７５３.８４円※４） 

刺身用 １００ｇ当たり本体４９８円（税込５３７.８４円※４） 

販売期間：１１月１９日（土）限り 

すき焼き用に最適な“和牛かたロース”を通常販売価格

の約４割引のお値打ち価格で提供します。 

品名：国産黒毛和牛かたローススライス（解凍） 

価格：１００ｇ当り 本体５９８円 

（税込６４５.８４円※４） 

販売期間：１１月１８日（金）～２０日（日） 

 

お総菜コーナーでは、Ｂａｒｉｌｌａ（バリラ）の

ラザニア生地に、完熟トマトを使用した特製ミート

ソースと、北海道産生クリームを贅沢に配合した

ホワイトソースの２種の味わい深いソースにパルメ

ザンチーズを重ね合わせたラザニアを用意します。 

品名：ロッソ エ ビアンコ ６層仕立てのラザニア 

～完熟トマトのミートソースとパルメザンチーズ～ 

価格：本体５９８円（税込６４５.８４円※４） 

販売期間：１１月２５日（金）～２７日（日） 

イオンでは世界的に人気のＢａｒｉｌｌａ（バリラ）

のパスタを直輸入により期間限定のお値打ち価格で

提供しています。 

品名：バリラジャパン スパゲッティ １.６ｍｍ 

                 １.８ｍｍ  

価格：各本体２４８円（税込２６７.８４円※４） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

 

今が旬のりんご、みかんをお買い得な大容量で用意します。 

産地：岩手県産などの国内産 

品名：りんご箱 

価格：本体９８０円（税込１,０５８.４円※４） 

産地：熊本県産などの国内産 

品名：みかん箱 

価格：本体９８０円（税込１,０５８.４円※４） 

販売期間：１１月１８日（金）～２２日（火） 

※店舗により販売価格・形態が異なる場合があります。 

 

りんごはブラックフライデー限定ＢＯＸでご用意。 

 

https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday/
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こだわりの製法で仕上げた国産アパレルを価値あるお値打ち価格で用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気代高騰の中“暖房効率を良くしたい”“省エネ家電に買い替えたい”のニーズにお応え   

おうちの電気代削減をサポートする「あったか寝具・ 

衣料品」「省エネ家電」をお値打ち価格で用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品名：オカヤマＤＥＮＩＭ  

ストレート（レディス、メンズ） 

価格：各本体３,０００円（税込３,３００円） 

品名：オカヤマＤＥＮＩＭ  

フレア、ワイド、スカート（レディス） 

価格：各本体４,０００円（税込４,４００円）  

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

※レディス ストレート以外は限定店舗での取り扱い 

２０２１年省エネ基準達成率１１６％の「省エネモデル」

エアコンを通常販売価格の約２割引で提供します。 

 

品名：FUJITSU ノクリアＶシリーズ 

価格：本体９９,８００円（税込１０９,７８０円） 

※工事費（１８,７００円）込み価格 

販売期間：１１月１８日（金）～２２日（日） 

品名：HITACHI ４７５Ｌ ５ドア 冷凍冷蔵庫 

価格：本体１３９,８００円（税込１５３,７８０円） 

※配送費（２,０００円）込み価格 

販売期間：１１月１８日（金）～２２日（火） 

 

品名：イタリア製羽毛掛ふとん  

グース９０％、ダウンパワー４００ 

価格：本体４０,０００円（税込４４,０００円） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

 

２０２１年省エネ基準達成率

１００％の「省エネモデル」

冷凍冷蔵庫を通常販売価格の

約２割引で提供します。 

 

品名：日本製 シャツ 

価格：本体３,０００円（税込３,３００円） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

 

【イオン限定販売】 

寒い時期にうれしい、あったか「ホカロン

靴下」のイオン限定パックをご用意。 

品名：ホカロンメンズソックス４足組 

価格：本体１,０００円 

（税込１,１００円） 

販売期間：１１月１８日（金） 

       ～２７日（日） 

 

 

 

 

フリース素材であったか、世界

中で愛されているディズニー

キャラクターをモノクロで表現

したパジャマです。 

品名：ミッキーマウス 

フリーストレーナー 

パジャマ（メンズ） 

価格：本体２,８８０円 

（税込３,１６８円） 

販売期間：１１月１８日（金）

～２７日（日） 

 

 

２３０年の伝統を

誇る兵庫県播州織

の生地を使用し、

国内縫製で仕上げた

こだわりのシャツ

をお値打ち価格で

用意します。 

（株）ギャルソンヌ契約・製造の元、イオン限定販売 

🄫Disney 
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“ウィズコロナ”の生活様式の定着、「全国旅行支援」実施などによる“おでかけ・旅行需要”

の高まりにお応え   

国内では今後もおでかけ・旅行需要の高まりが見込まれます。このような中、おでかけに最適な
アウターやアウトドア用パーカー、帰省や国内旅行に最適なキャリーケースなどを用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｚ世代でも楽しめるブラックフライデーへ 

「イオン ブラックフライデー」をより多くのお客さまに楽しんでいただくため、新たにＺ世代
向けの企画・商品展開に力を入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品名：ＥＳＣＡＰＥ′Ｓ  

ジッパーキャリーＳサイズ 

価格：本体７,０００円 

（税込７,７００円） 

販売期間：１１月１８日（金） 

～２７日（日） 

【イオンオリジナル商品】 

品名：軽量機能中綿パーカー 

価格：本体７,０００円（税込７,７００円） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

品名：ＯＲＩＯＮ ５０型４Ｋ対応 チューナーレススマートテレビ 

型番：ＡＥＵＤ－５０Ｄ 

価格：本体３４,８００円（税込３８,２８０円） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

品名：パナソニック ベロスター 

価格：本体８９,８００円 

（税込９８,７８０円） 

販売期間：１１月１８日（金） 

～２７日（日） 

新たな取り組みとして、Ｚ世代にも人気のアニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』とコラボした商品を発売します。 

【オリジナルコラボ商品の一例】🄫かんばまゆこ・青山剛昌／小学館・「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」制作委員会 

 

※４：単品で購入した場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。 

品名：犯沢さんのパーティ用生チョコトリュフ 

価格：本体４９８円（税込５３７.８４円※４） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

【一例】 

品名：犯沢さん振りむきプルオーバー 

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

 

環境に配慮した天然繊維「カポック

中わた」を使用した、おでかけに最適

なアウターです。 

通常販売価格から４８％引の値下げ

価格で提供します。 

品名：ウーリッシュ カポック 

中わた縦キルトジャケット 

価格：本体３,０００円 

（税込３,３００円） 

※店舗により品揃えが異なる場合

があります。 

写真のカラーは一例です。 
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「イオン ブラックフライデー」限定、オリジナル商品を最大２５０品目ご用意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域を盛り上げる“ご当地企画”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の特性や暮らしに合わせた「地域応援企画」や「地域特別企画」を実施します。 

【地域応援・地域特別企画の一例】 

【南関東エリア】 

国内・海外旅行を取り扱うイオンコンパスと連携しイオン

トラベルモールにて「海外旅行最大３万円ＯＦＦクーポン」

「国内旅行最大１万円ＯＦＦクーポン」ができる告知を折り

込みチラシなどにて実施し、店舗でのトラベルグッズの展開

拡大とあわせて旅行需要の回復を後押しします。  

企 画 名：ブラックフライデー 秋旅・冬旅セール 

開催開始：１１月１７日（木） 

【近畿エリア】 

近畿で人気のご当地飯や神戸ポートピアホテル監修の

贅沢な“ベイクドチーズケーキ”などを期間限定で用意

します。 

企画名：ご当地飯、ご当地スイーツ企画 

開催期間：１１月２３日（水・祝）～２７日（日） 

※４：単品で購入した場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。 

【東海エリア】 

東海エリアでは、店頭とネットスーパーで注文できる、

新鮮なご当地食材を中心とした食料品の予約販売企画

を実施します。 

企 画 名：東海エリア限定「ご予約販売会」 

予 約 期 間：１１月 ２日（水）～１３日（日） 

受取り期間：１１月２５日（金）～２７日（日） 

人気の「フェイシャルトリートメント エッセンス」 

の“ブラックボトル”をイオングループ限定で用意 

します。 

【イオン ブラックフライデー限定商品】 

品 名： 

ＳＫ－Ⅱ フェイシャルトリートメント エッセンス 

２０２２ クリスマスリミテッド エディション（ブラック） 

＆スキンパワー エアリー デラックスコフレ 

価 格：本体３６,３００円（税込３９.９３０円） 

販売期間：１１月１８日（金）～限定数完売次第終了 

限 定 数：５,５００セット 

【イオン ブラックフライデー限定商品】 

品 名：ブラックテクスチャー ルービックキューブ 

価 格：本体２,７８０円（税込３.０５８円） 

販売期間：１１月１８日（金）～２７日（日） 

カカオ濃度５５％～７３％のチョコレートを絶妙な配合で設定した、ゴディバ監修

の５層仕立ての濃厚チョコレートタルトです。 

【イオンオリジナル商品】 

品 名：ＴＨＥチョコレートタルト 

価 格：本体１,３８０円（税込１.４９０.４円※４） 

販売期間：１１月１８日（金）～２０日（日） 
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ネットで注文、おうちに届く、おうちでも楽しめるブラックフライデー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンリテール「ご予約販売会」概要  

予 約 期 間：２０２２年１１月 ２日（水）～１３日（日）の１２日間 

受取り期間：２０２２年１１月２５日（金）～２７日（日） 

開 催 店 舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」 約３５０店舗 

ネット予約：「イオン e予約」「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」 

特設サイト： https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday_yoyaku/ 

「ご予約販売会」商品一例  

「ご予約販売会」では「純金企画」などのプレミアムな品から、クリスマスギフトを先取りする 
ホビー、今話題の家電品まで、消費を刺激する商品を数量限定で用意します。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４：単品で購入した場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。 
 

イオンのオンラインショップ「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」「イオン
ショップ」でもブラックフライデー企画を実施します。 

「ご予約販売会」にて限定２,０００点 

用意します。※お一人さま１点限り 

品名：Nintendo Switch（有機 ELモデル） 

スカーレット・バイオレットエディション 

価格：本体３５,４３６円 

（税込３８,９７９.６円※４） 

販売期間：１１月２日（水）～限定数完売で終了 

冷凍食品の需要拡大に合わせて人気上昇。 

【店舗・ネット合計で先着４００点限定】 

品名：Ｈａｉｅｒ（ハイアール） 

１０２Ｌ 前開き式冷凍庫（直冷式） 

価格：本体２１,８００円（税込２３,９８０円） 

   配送費２,０００円込 

 

金の価値上昇に伴い、注目が集まる純金企画。 

【店舗・e予約合計で先着５点限定】 

品名：金工房「光則」純金 千両箱セット（葵小判） 

純金小判約１０ｇ×５０枚 

価格：本体１１,９８０,０００円（税込１３,１７８,０００円） 

※受注生産のため１月２８日以降（ｅ予約２月１１日以降）のお渡し 

イオンスタイルオンライン限定企画  イオンネットスーパー限定企画    イオンショップ限定企画 

「ご予約販売会」にて、デパ地下の中華

総菜専門店「四陸」の本格中華詰合せ

セットを用意します。 

品名：四陸 中華バラエティセット（冷凍） 

   ７種９点 

価格：本体５,０００円 

（税込５,４００円） 

販売期間：１１月２日（水）～１３日（日） 

市場にはほぼ出回らない特大の６Ｌ～

８Ｌサイズを厳選しました。 

品名：ラ・フランス大玉５～６玉入 

価格：６Lサイズ 本体５,８００円 

（税込６,２６４円） 

   ８Lサイズ 本体６,８００円 

        （税込７,３４４円） 

販売期間：１１月２日（水）～２７日（日） 

人気のクリスマスギフトを予約で先取り。 

【店舗・ネット合計で先着５００点限定】 

※お一人さま１セット限り 

品名：プラレール  

クリスマスギフトバッグセット 

価格：本体４,９８０円 

（税込５,４７８円） 
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メディアでも話題の美容器具をご用意。 

【店舗・ネット合計で先着４００点限定】 

品名：ＥＬＥＣＴＲＯＮ 

デンキバリブラシⓇ ２.０＋ボディ 

価格：本体１９８,０００円 

（税込２１７,８００円） 

©ＴＯＭＹ ＪＲ東日本商品化許諾済 

https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/blackfriday_yoyaku/

