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のでご案内申し上げます
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トリミングやペットホテルのサービスも実施いた
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店』９月１３日（木）

青森県八戸市

に 5 店舗目とな

のでご案内申し上げます。 

盛岡みたけ店では、「ＳＵＮ ＰＥＴ（サンペット）」
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９月１３日（木）

八戸市、代表取締役社長

店舗目となる「サンデー

ＰＥＴ（サンペット）」

わんちゃんやねこちゃん、小動物、熱帯魚といったペット生体を

のサービスも実施いたします。また、ご家族である愛犬、愛猫の

機能性食品、衛生用品などを充実いたしました。当社で取り組みを強

化しております、自転車のパーツを組み合わせてオリジナル自転車の

」、アレンジメントフラワーも承る「フ

ライフスタイルを提案してまいります

Ｇｏｏｄ Ｌｉｆｅ（節約による豊かな暮らし）

地域のお客さまに「わが街のサンデー」と思っていただけるよう

インフラとしての役割を果たし、お客さまの

皆さまのご来店を心よりお待ち申し上げます。
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、代表取締役社長：川村暢朗
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ＰＥＴ（サンペット）」と「ＳＵＮ

わんちゃんやねこちゃん、小動物、熱帯魚といったペット生体を
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盛岡みたけ店」を

「ＳＵＮ ＡＱＵＡ（サンアクア）」
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化しております、自転車のパーツを組み合わせてオリジナル自転車の作成

」、アレンジメントフラワーも承る「フ

Ｌｉｆｅ（節約による豊かな暮らし）

サンデー」と思っていただけるよう

快適な暮らしをサポート

皆さまのご来店を心よりお待ち申し上げます。
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わんちゃんやねこちゃん、小動物、熱帯魚といったペット生体を販売するほか

します。また、ご家族である愛犬、愛猫の
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」、アレンジメントフラワーも承る「フラワーショップ」
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サンデー」と思っていただけるよう

快適な暮らしをサポートする商品とサー

皆さまのご来店を心よりお待ち申し上げます。 
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します。
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【ＳＵＮ急便】

◆店舗

ノブの交換や水道の水漏れ補修、網戸の採寸や張替え

など、住まいに関する“困った”を解決するお手伝い

を行う

スタッフはＤＩＹアドバイザーの

すので、

 

【店舗サービスの特徴（一例）】

◆店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

ーを併設いたします。

 

■ 店舗・売場の特徴

■ 岩

市は、岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

定されております。

を高めております。

大変活気のある地域です。

盛岡みたけ店は、

コンセプトに、「住」の専門性、「食」の利便性、「暮らし」のサー

地域のお客さまの快適な暮らしを

【売場や品揃えの特徴】

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

します。 

サイクルコーナーの

分だけの自転車に

というときに役立つ「自転車

自転車技士の資格を持ったスタッフ

「フラワーショップ」では、

プレゼントや

【ＳＵＮ急便】 

店舗でご購入いただいた商品の配達だけでなく、ドア

ノブの交換や水道の水漏れ補修、網戸の採寸や張替え

など、住まいに関する“困った”を解決するお手伝い

を行う「ＳＵＮ急便」を導入いたします。

タッフはＤＩＹアドバイザーの

ので、安心して

【店舗サービスの特徴（一例）】

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

ーを併設いたします。

店舗・売場の特徴

岩手県盛岡

岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

定されております。また、東北新幹線の整備により急速な都市化が進み、北東北

を高めております。周辺自治体を含め約

大変活気のある地域です。 

店は、「ホームソリューション（住まいに関する不満の解消）」をストア

「住」の専門性、「食」の利便性、「暮らし」のサー

地域のお客さまの快適な暮らしを

【売場や品揃えの特徴】 

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

サイクルコーナーの『サンデーバイク

にカスタマイズ

というときに役立つ「自転車

技士の資格を持ったスタッフ

「フラワーショップ」では、

プレゼントやご自宅用にも

でご購入いただいた商品の配達だけでなく、ドア

ノブの交換や水道の水漏れ補修、網戸の採寸や張替え

など、住まいに関する“困った”を解決するお手伝い

「ＳＵＮ急便」を導入いたします。

タッフはＤＩＹアドバイザーの

安心してご相談ください。

【店舗サービスの特徴（一例）】

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

ーを併設いたします。無料

店舗・売場の特徴 

手県盛岡市の概要 

岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

東北新幹線の整備により急速な都市化が進み、北東北

周辺自治体を含め約

 

「ホームソリューション（住まいに関する不満の解消）」をストア

「住」の専門性、「食」の利便性、「暮らし」のサー

地域のお客さまの快適な暮らしを全力で

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

サンデーバイク

カスタマイズすることが

というときに役立つ「自転車あんしんパック」

技士の資格を持ったスタッフがおりますので、お気軽にご相談ください。

「フラワーショップ」では、苗物や鉢花

にも利用できる

でご購入いただいた商品の配達だけでなく、ドア

ノブの交換や水道の水漏れ補修、網戸の採寸や張替え

など、住まいに関する“困った”を解決するお手伝い

「ＳＵＮ急便」を導入いたします。

タッフはＤＩＹアドバイザーの資格を持っておりま

ご相談ください。

【店舗サービスの特徴（一例）】 

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

無料Ｗｉ-Ｆｉ環境を整え、朝７時からご利用
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岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

東北新幹線の整備により急速な都市化が進み、北東北

周辺自治体を含め約50

「ホームソリューション（住まいに関する不満の解消）」をストア

「住」の専門性、「食」の利便性、「暮らし」のサー

全力でサポートしてまいります

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

サンデーバイク』では、パーツを中心とした品揃えに

することができます。また

あんしんパック」を取扱いいたします

がおりますので、お気軽にご相談ください。

苗物や鉢花、季節の切花

利用できるアレンジメント

でご購入いただいた商品の配達だけでなく、ドア

ノブの交換や水道の水漏れ補修、網戸の採寸や張替え

など、住まいに関する“困った”を解決するお手伝い

「ＳＵＮ急便」を導入いたします。ＳＵＮ急便

資格を持っておりま

ご相談ください。 

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

Ｆｉ環境を整え、朝７時からご利用

岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

東北新幹線の整備により急速な都市化が進み、北東北

50万人の盛岡都市圏を形成しており、

「ホームソリューション（住まいに関する不満の解消）」をストア

「住」の専門性、「食」の利便性、「暮らし」のサー

サポートしてまいります

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

パーツを中心とした品揃えに

ます。また、タイヤのパンクなど

を取扱いいたします

おりますので、お気軽にご相談ください。

、季節の切花などを

アレンジメントの作成も承

でご購入いただいた商品の配達だけでなく、ドア 

ノブの交換や水道の水漏れ補修、網戸の採寸や張替え 

など、住まいに関する“困った”を解決するお手伝い 

ＳＵＮ急便 

資格を持っておりま 

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

Ｆｉ環境を整え、朝７時からご利用

※

岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

東北新幹線の整備により急速な都市化が進み、北東北

万人の盛岡都市圏を形成しており、

「ホームソリューション（住まいに関する不満の解消）」をストア

「住」の専門性、「食」の利便性、「暮らし」のサービスを充実させ、

サポートしてまいります。

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

パーツを中心とした品揃えに

、タイヤのパンクなど

を取扱いいたします。自転車安全整備士、

おりますので、お気軽にご相談ください。

を販売いたします

の作成も承ります。

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

Ｆｉ環境を整え、朝７時からご利用いただけます

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

東北新幹線の整備により急速な都市化が進み、北東北

万人の盛岡都市圏を形成しており、

「ホームソリューション（住まいに関する不満の解消）」をストア

ビスを充実させ、

。 

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

パーツを中心とした品揃えにしてお

、タイヤのパンクなど“いざ”

自転車安全整備士、

おりますので、お気軽にご相談ください。 

いたします。また、記念

ります。 

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

いただけます

写真はイメージです。

写真はイメージです。

岩手県の中部に位置する都市で、同県の県庁所在地であり、中核市に指

東北新幹線の整備により急速な都市化が進み、北東北の拠

万人の盛岡都市圏を形成しており、

「ホームソリューション（住まいに関する不満の解消）」をストア

ビスを充実させ、

◆犬・猫生体コーナーの『サンペット』、魚生体コーナーの『サンアクア』を設置いたします。

サンペットではペットセルフウォッシュを導入し、トリミングやペットホテルを完備いた

しており、自

“いざ”

自転車安全整備士、

 

。また、記念

店内の観葉植物等を鑑賞しながらコーヒーを飲み、くつろいでいただけるカフェコーナ

いただけます。 

写真はイメージです。 

写真はイメージです。 
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サンデーでは、お買い物のたびにポイントがどんどん貯まるお得な現金専用ポイントカー

ド『マイカード』の会員を募集しております。会員数は２０１８年２月末現在で１６０万人

を突破しており、多くのお客さまにご利用いただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他、イオングループ共通でご利用できるカード】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
店舗名称 サンデー盛岡みたけ店 

所 在 地 岩手県盛岡市みたけ二丁目９番８０号 

電 話 ０１９－６４８－０８３０ 

開 店 日 ２０１8 年９月１３日（木） 

営 業 時 間 ７：００～２１：００ 

駐車台数 １９９台 

規模 

敷地面積：１５,１２８㎡（４,５７６坪） 

延床面積： ５,００１㎡（１,５１３坪） 

売場面積： ４,４９４㎡（１,３５９坪） 

店 長 鯨谷 雅甲（くじらや まさき） 

【この件に関するお問合せ先】経営企画室 幸崎・中畑   電話：0178－47－8511（代表） 

 

■ 店舗概要 

■ 各種カードについて 

◆入会金・年会費無料。 

◆５００ポイントで５００円分の割引券を発行いたします。 

◆優待施設で特典を受けられます。 

◆日曜日と３のつく日はポイント３倍。 

◆毎月２０日・３０日はポイント５倍。 

◆５５歳以上のお客さまは毎月１５日はポイント５倍。 

現金専用マイカード 

カスタマーズカード アグリッシュカード 

農作業用品のお支払いを冬期１回にまとめ

られる便利な農家さま向けのカードです 

便利な法人・団体さま向け掛売カード！ 

サンデー全店でご利用いただけます 

イオンサンデーカード 電子マネーＷＡＯＮ ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード 


