
 

 

株式会社サンデー

２８店舗目となる「サンデー矢巾店」

ますのでご案内申し上げます

当社は、１０月１７日

締結し、矢巾町と連携して

ます。今回

より、オープン記念イベントを行います。

サンデー矢巾店では、取

ＥＴ（サンペット）」

ルのサービスも実施い

車を組み立てられる

ワーショップ」

サンデー矢巾店は、

出店し、地域の皆

今後も『Ｓａｖｅ

の実現をスローガンにお客

供してまいります。
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流通センターを有し、岩手県の防災と流通の拠点になるべく、

ートインターチェンジを開通するなど新たな取組みに積極的な町です。
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サンデーは、地域社会貢献の一環として行政との連携強化を図るべく、2018 年

10 月 17 日に矢巾町との間で災害時における支援協力に関する協定を締結し、有事

の際に町と連携して生活必需品や資材などの調達・配送について支援する体制を整え

ております。サンデーは本日現在、矢巾町はじめ、県との包括協定を含めて 22 の自

治体との間で協定を締結しております。 

今後も地域の生活インフラとして、皆さまが安心して暮らせる街づくりに貢献して

まいります。 

 

 

 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 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 

◆ オープン記念イベントに関して 

イオンサンデーカード 電子マネーＷＡＯＮ ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード 

■ 矢巾町との災害時における支援協力に関する協定について 
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サンデー矢巾店オープンに当たり、下記の通りオープン記念イベントを開催いたし

ます。 

日 時：２０１８年１２月１３日（木）８時４５分～９時００分 

場 所：サンデー矢巾店 特設会場 

 

 
 

店舗名称 サンデー矢巾店 

所 在 地 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第５地割３００番地 

電 話 ０１９－６９７－１００７ 

開 店 日 ２０１8 年１２月１３日（木） 

営業時間 
９：００～２０：００（年中無休） 

（２０１９年３月２１日より７：００～２１：００） 

駐車台数 ３０２台（共同駐車場） 

規 模 

敷地面積：２１,０５６㎡（６,３６９坪） 

延床面積： ４,４４９㎡（１,３４６坪） 

売場面積： ３,９４０㎡（１,１８６坪） 

店 長 蛯名 大輔（えびな だいすけ） 

テナント ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ＩＷＡＳＡＫＩ（美容室）さま 

 
【店舗周辺地図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【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 


