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２０２２年１１月１０日 

イオンタウン株式会社 

株 式 会 社 ダ イ エ ー 

 

 

～おいしく、楽しく、わくわくな毎日、始まる～ 

「イオンタウン豊中庄内」 

１２月２日（金）ＡＭ９：００グランドオープン！ 
 

 

 イオンタウン株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：加藤久誠）は、１２月２

日（金）大阪府豊中市庄内にショッピングセンター「イオンタウン豊中庄内」（以下：当ＳＣ）を

グランドオープンいたします。 

当ＳＣは、大阪府豊中市に所在し、阪急宝塚本線「大阪梅田駅」から約１０分の「庄内駅」より徒

歩圏にあり、国道１７６号線と府道三国塚口線に隣接することから公共交通機関やお車でのご来店

も大変便利な場所に位置しています。大阪都市圏へのベッドタウンとして人口が密集するエリアで、

駅前の商店街などは徒歩、自転車客で賑わう活気ある場所となっております。 

 当ＳＣは「コモディティ」と「食・サービス」のワンストップＳＣとして、スーパーマーケット

やドラッグストアなど日々のくらしにご利用いただける専門店や、市内初出店の飲食店・サービス

店など１６の専門店とともに、おいしく、楽しく、わくわくする毎日をご提供してまいります。 

 

【ＴＯＰＩＣＳ】 

◆おいしく、楽しく、わくわくする毎日をご提供！個性あふれる６の飲食店が出店 

 大阪の粉もん文化を楽しめる専門店、府内で人気のラーメン店、ひとり焼肉店、回転寿司や 

ファーストフード店など、ご家族と、ご友人と、お一人さま、テイクアウトでも、さまざまな 

場面で気軽にご利用いただける個性豊かな“食”体験をお届けします。 

 

◆「コモディティ」と「食・サービス」のワンストップＳＣ！ 

商業施設初出店の飲食店をはじめ、スーパーマーケット、ドラッグストア、サービス店舗など 

日々のお買い物と共にご利用いただける１６の専門店が出店いたします。 

 

◆食品スーパー「イオンフードスタイル豊中庄内店」 

 「おいしさ」「食の楽しさ」「ヘルス＆ウエルネス」をキーワードに、多様な「食」スタイルに合 

わせた品ぞろえを充実。最新のデジタル設備により快適・便利・楽しいお買物ができる店づくり 

で、地域にお住まいの方々の日々の暮らしをより豊かにする店舗を目指します。 

  

◆再生可能エネルギー１００％店舗 

 脱炭素社会の実現をめざした環境負荷低減の取り組みとして、太陽光発電設備のＳＣ屋上導入や 

ＣＯ２フリー電気の活用により、使用電力の１００％を再生可能エネルギーでまかないます。 
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＜イオンタウン豊中庄内 コンセプト＞ 

 

 

 

 

 

◆施設イメージ 

 

 

※画像はイメージです 

「コモディティ」と「食・サービス」のワンストップＳＣ 
おいしく、楽しく、わくわくな毎日、始まる 
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＜イオンタウン豊中庄内 専門店の特徴＞ 

【「コモディティ」と「食・サービス」のワンストップＳＣ！１６の専門店】 

 

①おいしく、楽しく、わくわくする毎日をご提供！個性あふれる６の飲食店が出店 

 

・＜商業施設初出店＞ 粉もん屋 とん平 

１９７２年に阪急豊中駅前で誕生した「粉もん屋 とん平」が商業施設に初出店。大阪府内と北

海道に８店舗展開するとん平焼き・お好み焼きなどの鉄板焼き店で、１００％国産小麦・こだわり

のお好みソースを使用した、「外はパリッと中はふっくら」と焼き上げたお好み焼きを提供します。

創業当時のままの創作鉄板焼と、年々考案された商品の数々をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・＜商業施設初出店＞ 山形ラーメン八八 

 ２０１９年度西日本ラーメン百名店に選ばれ、大阪府内約２，０００件あるラーメン店の中でも

トップ３０に入る人気店「山系無双 烈火」の姉妹店「山形ラーメン八八（ハチヤ）」が商業施設に

初出店。山形の県民食「ひっぱりうどん」をアレンジした混ぜそばや、大阪の牛スジ文化を取り入れ

たラーメンなど、山形で人生とラーメンを教わった店主が故郷の大阪でお届けする、スープ・麺に

拘り抜いた渾身のラーメンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※画像はすべてイメージです 
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・ダイリキ 

一つの店内に、精肉の小売店とひとり焼肉レストランが併設された「ダイリキ」が出店。創業から

５０年以上のお肉を知り尽くしたプロが、おいしいお肉を「買う」楽しみと「食べる」楽しみを、創

業の地、豊中市庄内にお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バーガーキング 

イートインスタイルで豊中市内に「バーガーキング」が初出店。直火焼き１００％ビーフパティ

を使用した、ボリュームのある「ワッパー®」をご賞味下さい。 

 

 

 

 

 

 

・魚べい 

税込１１０円メニューを主軸に、「おいしさ・楽しさ・スピード」を追求し続ける、廻らない回転

寿司「魚べい」が豊中市内に初出店。 

 

 

 

 

 

 

 

・びっくりドンキー 

 １９６８年の創業以来、変わらないおいしさ。表面は香ばしく、中はジューシーに、ふっくら焼き

あがったハンバーグをお楽しみいただける「びっくりドンキー」が出店します。 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです 
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②日々の生活や趣味をサポートするデイリーユースの専門店 

 

・ウエルシア薬局 

 「地域のお客さまの豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」

という企業理念に向け、地域のお客さまに、より便利で安心して生活

していただける超高齢社会のインフラとしてのドラッグストアです。 

 

・メガネスーパー 

大阪梅田以北の２店舗目として、庄内店が当ＳＣ内に新たに 

移転オープンします。 

 

・ひごペットフレンドリー 

ペット用品、トリミング、ペットホテルを完備した総合ペット

ショップの「ひごペットフレンドリー」が豊中市内に初出店。 

 

 

③日々のくらしの利便性を高めるサービス店舗 

 

・クリニックの「はるのひ内科」、歯科の「すこやか歯科」が出店し、地域の皆さまの健康的な 

生活をサポートします。 

（※「はるのひ内科」は２０２３年４月１日、「すこやか歯科」は２０２３年春開院予定） 

 

 

 

 

 

・写真スタジオの「スタジオアリス」、カットのみに特化したヘアカット専門店の「ＱＢハウス」

が出店します。 

 

 

 

 

 

・携帯修理の「ケアモバイル」、買取専門店の「おたからや」が出店します。 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです 



 

6 

 

 

「イオンフードスタイル豊中庄内店」 
 

株式会社ダイエーが運営する「イオンフードスタイル豊中庄内店」は、「おいしく食べて“ココ

ロとカラダ”健康に」をコンセプトとするスーパーマーケットです。 

 

「おいしさ」「食の楽しさ」「ヘルス＆ウエルネス」をキーワードに、多様な「食」スタイ

ルに合わせた品ぞろえを充実させるとともに、最新のデジタル設備により快適・便利・楽しい

お買物ができる店づくりを行い、地域にお住まいの方々の日々の暮らしをより豊かにする店舗

を目指します。 

 

１．日々の食事が楽しく豊かになる「こだわりメニュー」や「新鮮素材」を充実 

・手延ばしのブラン入りの生地にこだわりの具材とソースをのせた、もっちり食感の「ピッツァ・

マルゲリータ」や「こく旨チーズピッツァ」、人気の４種が楽しめる厚手生地の「クォーター 

ピッツァ」など、好みに合わせて

選べる焼きたてピッツァを展開。 

・北海道産小麦「ゆめちから」を配

合したもっちもち食感の食パン

や、小麦の風味豊かに店内で焼き

上げた、香ばしい香りのパンを季

節に応じた品揃えで展開。 

 

 

※売場・商品はイメージです 
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・新鮮な生本まぐろを使用した人気のにぎり

寿司「魚屋の寿司」を展開。一部の寿司は

ネタを１５ｇ（従来の１．３倍）の大きさ

にすることで、さらなる食べ応えとおいし

さを味わい豊かに提供。 

・島根の漁港で水揚げされ鮮度・おいしさに

こだわった「島根のお魚市」では、季節の

生魚を対面で販売。ご要望に応じた加工や

調理方法のご相談を承ります。 

 

 

 

２．ニーズが高い「焼肉」「冷凍食品」「宅飲み」「ヘルス＆ウエルネス」の商品・サービスを強化 

・キメ細やかで柔らかくジューシー、とろける脂質でほのかな甘みとまろやかな旨味が口の中いっ

ぱいに広がる当社オリジナル国産黒毛和牛「さつま姫牛」を中心とした「焼肉セット」を展開。

さらにホルモンやカルビをいつでも楽しめる「焼肉冷凍素材」を品揃え。 

・いつでも気軽に調理を楽しみたい「簡便」「時短」ニーズには、野菜・果物、精肉、魚介類など

の「冷凍素材」や「冷凍総菜」、外食の味を手軽に楽しみたいニーズに「アジアングルメ」や地

元の有名店など、さまざまな冷凍食品を豊富に品揃え。 

・健康やサスティナビリティへの意識の高まりから注目が集まる

オーガニック野菜を充実。 

・オーガニックやヴィーガン、産地などこだわりのワインを種類

豊富に品揃え。併せて宅飲みが充実するナチュラルチーズや、

ナッツ・珍味などを品揃え。 

・「オーガニック」「グルテンフリー」やカロリーや塩分に配慮し

た商品をコーナー展開。 

・キッチンサポートコーナー『ｄａｉ－ｄｏｃｏｒｏ』では、旬

の食材を使用した簡単でおいしいレシピやワインと合う食べ方

の提案など、ココロとカラダが豊かになる食情報を発信。 

 

 

 

 

３．デジタルの導入によりお買物しやすい便利な売場を提供 

・従来は紙を使用していた値札に電子棚札を採用。環境負荷の削減につながるほか、ワイン売場の

二次元コードによる商品情報の発信により、より価値を感じられるお買物環境を提供。 

・携帯端末で商品をスキャンしながら買い物し、専用レ  

ジで決済する「レジゴー」を導入。精算時間を短縮で  

きるほか、買い物カゴの金額や商品リストを確認しな  

がら快適に買い物が可能。そのほか、レジ待ち時間の 

短縮につながるセミセルフレジを設置。 

・店舗の状況を遠隔地からでもリアルタイムで確認可能 

なクラウドカメラを設置し、防犯や売場指導に活用。 
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【アプリを使ったお得な企画も満載】 

＜ｉＡＥＯＮクーポン＞ 

 イオンのトータルアプリ「ｉＡＥＯＮ」をダウンロードし、ダイエー店舗をお 

気に入り店舗に登録いただくと、期間限定のお得な割引クーポンや、ダイエー  

店舗で買えば買うほどお得になるプログラムなどお買物が楽しくなる企画が 

満載。 

 

※アプリのダウンロードは無料 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み】 

 

イオンは地域のお客さまとともに「イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル（２０２０年６月 

発行、２０２０年１１月・２０２１年４月・２０２２年６月改定）」を一時的な取り組みでなく継

続的に実行してまいります。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」な生活を守ってまいります。 

 

■施設内での飛沫感染、接触感染防止対策 取り組みの具体例  

①ウイルス抑制対策 

・光触媒により新型コロナウイルスの感染力抑制を実現する 

光触媒方式除菌機を授乳室などへ計４台設置します。 

 

②イオンフードスタイル豊中庄内店・各専門店の安全対策 

・館内への入り口にはアルコール消毒液を設置いたします。 

・レジなど対面での接客では、飛散防止パーテーションを 

設置し飛沫感染防止を図ります。 

 

③従業員の体調管理 

・従業員の体調管理として入館時には検温を実施し、体調管理を行います。 

 

  ※画像はすべてイメージです 
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【安全・安心への取り組み】 

 

近年多様化・甚大化するさまざまなリスクに対し、地域の皆さまのインフラ拠点として生活を  

便利にするだけでなく、災害に強い施設づくりで安全・安心をご提供するとともに、万一被災 

した際には、地域の早期復興を促すための防災拠点となるよう施設の整備に取り組んでいます。 

 

■当ＳＣでの取り組みの具体例 

➢施設の安全性向上 

・各種法令を遵守した堅牢な建物とするのはもちろん、年々進化する最新技術や建材などを 

積極的に活用することにより、安心してお過ごしいただける施設づくりを行います。 

・防煙垂壁は、透明不燃シートを採用しています。また、天井内の重量配管やダクト、ケーブル  

ラックの脱落防止対策をするなど、大規模地震における脱落破損による二次被害を抑制 

しています。 

 

➢ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

・館内１箇所にＡＥＤを設置し、従業員の誰もが緊急時にサポートできる体制づくりを行います。 

 

➢ハートビルインターフォン 

・介助が必要なお客さまのためにインターフォンを設置しています。 

 

➢豊中市と防災協定を締結（１１月２５日締結予定） 

・イオンの店舗は、災害などが発生したときも地域の一員として行動することを基本としていま

す。万が一の際に地域の皆さまのお役に立てるよう、地方自治体と協力支援を約束する、防災協

力協定の締結を全国で進めています。 

・豊中市と「災害時における駐車場の一時使用に関する協定」の締結を行います。災害発生時にお

いて地域の方々の安全のための一時的避難場所の確保を行うことを目的としております。 

 

➢豊中南警察・豊中市南消防署とのテロ対策合同訓練の実施（１１月２４日実施予定） 

・突発的な事件発生時における従業員の初動対応や各自の役割確認、関係機関との連携活動を円滑

化し、有事の際にお客さまの安全・安心を守ることができる体制の確立を目指して、テロ対策訓

練、消防活動、救助活動、救急活動の訓練等を実施いたします。 

 

➢停電対策 

・ＳＣ屋上に太陽光発電設備を導入し、停電時に太陽光で発電した電力で利用できるコンセント  

を４口設置いたします。 

・防災型リチウムソーラー外灯を設置し、停電時でも照明を提供し、ポールに内蔵のコンセント  

（ＡＣ１００Ｖ）では、最大２５０ＶＡ（約１７０Ｗ）までの電気機器を最大８時間使用できま 

す。（携帯電話やスマートフォンは、最大２０台まで１度に充電可能） 
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【環境・地域、社会貢献活動への取り組み】 
 

当社では、“人と環境に配慮したショッピングセンター”の実現に取り組んでいます。「イオン 

脱炭素ビジョン２０５０」達成のため、再生可能エネルギーの活用や「非化石証書」の活用、 

サインや照明へのＬＥＤ採用によるＣＯ２の削減を行います。また、グループ各社が加盟する 

「（公財）イオンワンパーセントクラブ」を通じ、「環境保全」「国際的な文化・人材交流・人材 

育成」「地域の文化・社会の振興」を柱にさまざまな活動に取り組みます。 

 

■取り組みの具体例 

➢再生可能エネルギーの活用 

・太陽光発電設備をＳＣ屋上に導入、年間最大約６万１千 

kWh（脱炭素率約４．２％）のクリーンな電力を生み出し 

ます。 

 

・実質的にＣＯ２フリー電気１００％使用の店舗 

「非化石証書」を活用することで、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス 

排出量算定・報告制度」において、使用する電気の全部または一部を、ＣＯ２排出係数をゼロと 

してＣＯ２排出量（調整後）を算定することができます。イオンは「ＲＥ１００」に参画し、 

２０４０年を目途に店舗で排出するＣＯ２等の総量ゼロを目指しています。 

 

➢ＬＥＤ器具の積極採用 

・館内共用部及び外部サインの照明は、従来の蛍光灯等の管球に替わりＬＥＤを１００％採用し、 

環境負荷低減をはかります。 

 

➢電気自動車充電器の設置 

「ＥＶ１００（※）」推進を目的として、電気自動車充電器を２０２３年度中に設置予定 

です。お買い物の合間に安心して電気自動車を充電していただけます。 

※設置時期は変更となる可能性がございます。 

※ＥＶ１００とは、企業による電気自動車の使用や環境整備促進をめざす国際的なビジネスイニシアチブ。 

 

➢公益財団法人イオン環境財団 

・イオン環境財団は、１９９０年「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に 

貢献する」というイオンの基本理念のもと、岡田卓也（イオン株式会社名誉会長相談役）に 

より、日本で初めて地球環境をテーマにした企業単独の財団法人として設立されました。 

設立以来、国内外の多様なステークホルダーの皆さまと連携し、世界各地での植樹を主な事業 

として、環境活動に積極的に取り組む非営利団体への助成や、環境人材の育成を目指した環境教育 

など、様々な活動を実施してきました。今後は、持続可能な地域の実現を目的に、各事業をさらに 

進化させ、地域の皆さまと協働して森づくりに 加え、地域づくり、人づくりにも取り組み、 

新たな「イオンの里山」の構築を目指します。 

＜イオン環境財団ホームページ https://www.aeon.info/ef/＞ 

※画像はイメージです 
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・「植樹３０万本プロジェクト」 

 イオン環境財団は、設立３０周年の記念事業のひとつとして、３か年 

で３０万本を植樹する「植樹３０万本プロジェクト」として、「さくらの 

名所づくり」等の植樹と「苗木の配布」を行っており、当ＳＣでも本取組に参画いたします。 

 

・苗木の配布 

桜等の苗木をご来店のお客さまにお渡ししご自宅等で育てて 

いただき、花と緑を増やす企画に参画いただきます。イオン 

タウンでは、誕生１０年に合わせて２０２１年１０月より苗 

木配布の取り組みに参画しており、５６ＳＣで１４，７５０ 

本の苗木を配布しております。 

当ＳＣではグランドオープン当日の１２月２日に２００本の 

苗木を配付予定です。 

 

➢「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

・イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会 

貢献活動の一環として、施設の敷地内にその地域に自生する 

「ふるさとの木」の苗木を植えて大切に育てていく「イオン 

ふるさとの森づくり」の取り組みを行っています。当ＳＣで 

は、２０２２年１１月５日（土）に、お客さまや当ＳＣ専門店 

従業員を中心に、感染防止対策を徹底し、地域の樹木を中心に 

２３種、約１，２００本（専門業者による植樹を含めた植樹は 

５１種、約４，０００本）を植樹いたしました。 

 

➢「認知症サポーター」がお客さまや高齢の方々をサポート（２０２３年１月実施予定） 

・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、一人 

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 

している認知症サポートの取り組みに、グループを挙げて参画 

しています。当ＳＣではグランドオープンにあたり、約５０名の従業員が 

「認知症サポーター養成講座」を受講します。（※） 

ＳＣ全体で、認知症のお客さまやその付き添いの方々をサポートいたします。 

（※）イオングループ全体では、約８０，０００名が受講しています。 

 

➢ＳＤＧｓへの貢献について 

・イオンは、さまざまな活動を通して地域の皆さまとともに 

「より豊かな未来を創造し続ける」 

活動を行う、ＳＤＧｓの取り組みを推進しています。 

※なお、本リリースの取り組みは、ＳＤＧｓにおける６の 

 目標に貢献しています。 



 

12 

【イオンタウン豊中庄内施設概要】 

 

Ｓ Ｃ 名 称 イオンタウン豊中庄内（いおんたうん とよなかしょうない） 

所 在 地 大阪府豊中市庄内西町５－１－２２ 

連 絡 先 ０６－６４５４－１８８４（西日本事業部） 

責 任 者 
西日本事業部 近畿営業部 

高橋 尚孝 （たかはし ひさたか） 

敷 地 面 積 ８，７６１㎡ 

延 床 面 積 ９，７５３㎡ 

総 賃 貸 面 積 ５，７９４㎡ 

駐 車 台 数 １８９台 

店 舗 数 １６店舗 

構 造 鉄骨造２階建て 

開 店 ２０２２年１２月２日 

営 業 時 間 

専門店 １０時～２１時（店舗により一部異なる） 

イオンフードスタイル・ウエルシア薬局 ９時～２３時 

従 業 員 数 約５００人 

基 本 商 圏 車５分圏内、世帯数約３２，０００世帯、人口約６０，０００人 
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＜イオンタウン豊中庄内 専門店一覧＞ 

豊中市初出店：４店舗、地元企業（大阪府内に本社のある企業）：５店舗 

※店名、業種及び本資料については、１１月１０日現在のものとなります。 

 

 店名 業種 市内初出店 地元企業 

核店舗 

１ イオンフードスタイル豊中庄内店 ＳＭ   

物販 

２ ウエルシア薬局 ドラッグストア   

３ メガネスーパー メガネ   

４ ひごペットフレンドリー ペット ○  

飲食＆食物販 

５ バーガーキング ファーストフード ○  

６ ダイリキ 精肉、焼肉  ○ 

７ 粉もん屋 とん平 鉄板焼き  ○ 

８ 魚べい 寿司 ○  

９ 山形ラーメン八八 ラーメン  ○ 

１０ びっくりドンキー ファミリーレストラン   

サービス 

１１ 
はるのひ内科 

※２０２３年４月１日オープン予定 
クリニック  ○ 

１２ スタジオアリス 写真スタジオ   

１３ ケアモバイル 携帯修理   

１４ ＱＢハウス 理容   

１５ 
すこやか歯科 

※２０２３年春オープン予定 
歯科 ○  

１６ おたからや 買取  ○ 
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＜フロアガイド＞ 

 

１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2023 年春 

オープン予定 

※2023 年 4月 1 日 

オープン予定 
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＜アクセスマップ＞ 

 

【広域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【近隣図】 

 

 

 

 

 

 

 

 


