２ ０ １ ４ 年 ９ 月 ３ 日
イオンタウン株式会社
マックスバリュ九州株式会社

イオンタウン黒崎
９月１３日（土）午前９時グランドオープン
「！」を毎日発信し続ける、３世代の元気と活気の中心として
イオンタウン株式会社は、９月１３日（土）
、北九州市八幡西区西曲里町に、福岡県内初の当
社ショッピングセンター（以下、
「ＳＣ」）
、イオンタウン黒崎をグランドオープンいたします。
これにより、イオンタウン株式会社は全国１２６ＳＣ体制、マックスバリュ九州は１３０店舗
体制となります。
当ＳＣは、マックスバリュ（以下、
「ＭＶ」）と９２の専門店で「！」を毎日発信し続ける、
お子さまからご高齢のみなさままで、全てのみなさまの元気と活気の中心となる場所、
「３６５
日のえがおまちイオンタウン黒崎」を合言葉に、地域のみなさまに、末永く愛されるＳＣづく
りを行ってまいります。

◆ みなさまをサポートする「アテンダー」常駐 九州・沖縄初
館内インフォメーション業務と施設内警備業務を兼務する女性警備員「アテンダ
ー」が常駐いたします。警備員が持つ緊急対応能力に接遇サービスを付加した新しい
お客さまサポートモデルです。警備員資格を持った女性スタッフが、“おもてなしの
心”を持って、ご来館されるお客さまの「声」や「ニーズ」にお応えすると共に、お
客さまの安全・安心を守り、快適な時間をお過ごしいただけるよう、サポートいたし
ます。
◆ 福岡県内最大規模の赤十字血液センターを開設 当社初
社会の少子高齢化が進む中、血液製剤の需要がますます高まることが予想されてい
ます。当ＳＣでは、地域のみなさまの健康な暮らしを応援するため、日本赤十字社の
献血啓蒙活動に賛同し、ご来店いただきましたみなさまにも、日常的に、気軽に献血
にご協力いただけるよう、イオンタウンが開発・運営するＳＣとしては初めて、ＳＣ
内に日本赤十字社「血液センター」を併設いたします。
◆ 女性の意見を積極的にＳＣ運営に取り組む組織づくり当社初
生活に密着した女性のニーズを、積極的にＳＣ運営に取り入れるため、当ＳＣの同
友店会（専門店会）の代表を、イオンタウン初の女性会長として、株式会社ひよ子 代
表取締役社長の石坂 淳子さまにお願いいたしました。
◆ シニアも子育て中の親子も楽しく学べるサークル「学び舎サークル」誕生
当ＳＣでは、ＮＰＯ法人男女・子育て環境改善研究所と連携し、シニアのみなさまの、
新たな趣味との出会いを応援する各種教室や、子育て中の親子向け各種教室を開催し、
同じ趣味や悩みを持ったみなさまをつなぐ、新たなコミュニティスポットづくりに努め
てまいります。
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【 ＳＣの立地 】
当ＳＣが出店する北九州市八幡西区は、鎖国時代に海外に開かれた唯一の港、長崎へ続く長
崎街道が通過していることから、黒崎宿や立場茶屋銀杏屋、旧高崎家住居（伊馬春部生家）な
どの貴重な文化財や史跡が残る地域です。
現在の八幡西区は、北九州市で最も人口の多い地区として知られていると共に、小倉地区に
次ぐ商業集積を誇る地域です。特に、当ＳＣ出店地である黒崎地区は、広域交通の要衝として、
また、遠賀・中間地域を含む圏域の産業・生活・文化を支える拠点としても重要な役割を担っ
ていることから、今後更なるまちの発展が楽しみな地域です。
【 出店の経緯 】
当地は、既に多方向からアクセス可能な道路網が確立されていると共に、マンション等住宅
地が広がる魅力的な地域であることから、かねてより、イオングループ内で出店業態の検討を
重ねてまいりました。その検討の最中、２０１１年９月、イオングループのＮＳＣ事業（近隣
型ショッピングセンター）を担う専業ディベロッパーとしてイオンタウンが誕生したため、イ
オンタウン株式会社が当ＳＣの開発・運営を担うこととなり、地域のみなさまの生活に便利な
商品やサービスを扱うＳＣとして、この度のオープンを迎える運びとなりました。
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【 施設概要 】
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名
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イオンタウン黒崎

地

福岡県北九州市八幡西区西曲里町３－１

ＳＣ運営管理

イオンタウン株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１）

連

イオンタウン黒崎管理事務所 ＴＥＬ：０９３－６４４－３６４０
マックスバリュ黒崎店事務所 ＴＥＬ: ０９３－６４４－７７２９
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鉄骨造３階建て

Ｓ Ｃ 形 状

（地上２階、地下１階、屋上Ｐ）

クローズドモール

車１５分圏、世帯数：約９５，７００世帯、人口：約２１８，５００人
２０１４年９月１３日（土）午前９時グランドオープン

開

店

日

時

※グランドオープンにさきがけ、建設期間中にご協力いただきました近隣の皆さまにお
買い物をお楽しみいただく為、９月１１日～１２日の２日間はソフトオープン期間と
して営業いたします。
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約１，０００人（内、市内採用約８００人）

Ｖ

約１００人（内、市内採用約９０人）

数
Ｍ

※年中無休
※尚、営業時間が左記と異な
る店舗も一部ございます。

※ＭＶ従業員数も含んでおります。
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■安全・安心なくらしづくりの為の取り組み
私たちのＳＣの基本は、年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて頂くことです。
すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能とする快適さの演出を追求してい
ます。また、私たちはＳＣが単にモノやサービスを提供するだけの場ではないと考えてお
り、コミュニティ拠点として、地域に望まれ、そこに暮らす人々の生活をより豊かにする
ことに貢献し、ご高齢の方、お身体の不自由な方、赤ちゃん連れの方など、訪れるすべて
の人々が快適にショッピングを楽しめる場所となるよう、地域にお住まいの皆さまからの
ご意見を参考に、施設運営を行ってまいります。
１．
“おもてなしの心”で接遇

女性警備員「アテンダー」駐在

九州・沖縄地区初

イオンディライト株式会社が提供するアテンダーサービスとは、警備員が持つ緊急
対応能力に接遇サービスを付加した新しいお客さまサポートモデルです。
＜ アテンダーの主な特徴 ＞
（１）おもてなしの心
アテンダーは全員女性スタッフです。接客業で
の人事教育経験者による接遇教育を受講したスタ
ッフが「おもてなしの心」でお客さまに寄り添う
ホスピタリティ溢れるサービスを提供いたします。
お店の「顔」として、当ＳＣが地域に溶け込み、
お客さまより大きな支持をいただけるよう、安
全・安心を守り、快適な環境づくりに努めてまい
ります。
（２）インフォメーション業務 + α
通常のインフォメーション業務は、固定のカウ
ンター内でお客さまへの案内業務を行いますが、
アテンダーは館内を巡回しつつ、お困りのお客さ
まへの積極的なお声がけによりコミュニケーショ
ンを図り、お客さまの「声」や「ニーズ」にあっ
たお手伝いをいたします。
※館内情報提供や近隣地理、公共交通機関の時
刻表案内などには、タブレット端末を利用し、
素早く対応いたします。
（３）警備業務 + α
アテンダーは、通常の警備員と同様に警備員と
しての資格を保有し、不審者・不審物の確認を行
い、館内の安全を保ちつつ、館内の温度、湿度、
店内美観などにも配慮し、館内の環境維持を行い
ます。
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２．福岡県内最大規模の赤十字血液センター八幡出張所開設 当社初
社会の少子高齢化が進む中、血液製剤の需要がますます高まることが予想されてい
ます。その為、イオンでは、これまでも全国各地のＳＣにおいて、臨時の献血会場を
ご提供するなど、献血啓蒙活動に協力してまいりました。この度、当ＳＣでは、地域
のみなさまの健康な暮らしづくりを応援するため、ご来店いただきましたみなさまに
も、日常的に、気軽に献血にご協力いただけるよう、イオンタウンが開発・運営する
ＳＣとしては初めて、ＳＣ内に日本赤十字社「血液センター」を併設いたします。
ベッド数：１２、面積：約６４３㎡ ※開設予定：２０１４年１２月予定
３．ＳＣ内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置と講習受講済みスタッフを配置
心臓が突然停止した際に電気ショックを与えて心臓の動きを戻すＡＥＤを館内２
カ所（１階北側エレベーター前、２階南側エレベーター前）に配置し、救急車を待つ
間にも応急手当ができるようにしました。
４．ユニバーサルデザインの導入
当ＳＣでは、計画にあたり「わかりやすく、使いやすい」をめざし、施設全体に
ユニバーサルデザインを導入しております。
（１）直観的に理解しやすい表示サイン
色・サイズ・表現方法などについて、年齢・性別・障がいの有無に関わらず
さまざまな方々が利用しやすいよう、各法令遵守はもちろん、当社独自で改良
を重ねて、より見やすく、より分かりやすくしています。また今後の「超高齢
化社会」に備え、ご高齢者のみなさまの利便性がより向上するよう、サイン（文
字・絵柄）の大きさ、色調に注意をはらいました。
（２）無料車椅子の配備（ＳＣ内での利用専用）
当ＳＣでは、介助者用ブレーキとチューブレスタイヤを装備した車いすを４
台配置いたします。ご希望の際は、ＳＣ入口に設置しておりますインターホン
にてお申し出いただくか、お近くの従業員へお申し出ください。
＝インターホン設置場所＝
ＭＶ東側入口 、屋上入口Ａ、屋上エレベーター入口Ｂ
５．登録者専用の駐車場「ハートゲート」を２台設置
お身体が不自由な方専用の駐車場で、専用リモコンで開
閉する「ハートゲート（リモコンゲート）」を２台設置いた
します。
（ハートゲート専用リモコン ：２００個）
＝ お申込み場所 ＝
・２０１４年９月１１日～１５日
イオンタウン黒崎 1Ｆ
モール中央エスカレータ特設会場にて受付
・２０１４年９月１６日以降
ＭＶ黒崎店サービスカウンターにてお申込み受け付けます。
※お申込みの際は、各種証明書のご提示手続きが必要となります。
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６．断水・停電状態でも受水槽内の水を利用できるよう水栓（蛇口）を設置
断水・停電時であっても、受水槽内の水を飲料用及び調
理に利用できるよう受水槽に水栓（蛇口）を設置し、万が
一の時に備えております。

７．耐震性強化のため「スケルトン天井」の設置
強い地震が発生した際には、天井そのものの落下や、天
井付近の設備器具の落下が懸念されます。当ＳＣでは、天
井が広範囲に落下するのを防ぐため、主要箇所において耐
震性能をより高めた工法を採用すると共に、高い位置から
の天井落下が発生しないよう、モール吹き抜け部分の天井
には、天井材自体を張らない「スケルトン天井」を採用し、
大震災発生時にも、甚大な被害が発生しないよう配慮いた
しました。

■地域活性化の為の取り組み
１．地域活性化を願い、北九州市と包括連携協定を締結
２０１４年９月３日（水）
、北九州市とイオンは、双方が持つ資源を有効に活用し、
北九州市の一層の活性化と、市民サービスの向上に協働して取り組むことを目的に、
包括連携協定を締結いたしました。
【包括連携協定の概要】
（１）高齢者及び障がい者の支援に関すること
（２）子育て支援及び青少年の健全育成に関すること
（３）健康及び食育に関すること
（４）災害対策及び地域の安全・安心に関すること
（５）環境対策に関すること
（６）ＩＣカード等の活用に関すること
（７）地産地消の推進及び市産品の販路拡大に関すること
（８）観光振興及び市政の情報発信に関すること
（９）その他地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること

■ 北九州市のワーク・ライフ・バランスを応援します。
当ＳＣが出店する北九州市では、仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスを推
進しています。
イオングループにおきましても、従業員一人ひとりの個性を尊重し、多様な人材の活躍を
企業成長の原動力とするダイバーシティ(多様性)・マネジメントを推進しており、特に、女
性の積極的登用・配置により「日本一女性が働きやすく活躍できる会社」、
「日本一女性が働
きたい会社」の実現を目指しております。
当ＳＣにおきましも、上記２点を踏まえ、全てのみなさまが、これまで以上に楽しく、充
実した生活を実現できる社会を目指し、各種取組を行ってまいります。
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１．女性の意見を積極的にＳＣ運営に取り込む組織づくり 当社初
イオンでは、グループ各社の商業施設にご出店いただいている専
門店のみなさまを会員とした“同友店会”を組織しております。同
友店会会員が連携・協力することで、地域のみなさまによりご満足
いただける、効果的な専門店人材育成や地域貢献活動、販促イベン
トなどの企画推進を行っております。
当ＳＣにおきましては、地域特性を踏まえ、特に、生活に密着し
た女性のニーズを積極的にＳＣ運営に取り入れるため、イオンタウ
ン初となる女性会長として、株式会社ひよ子 代表取締役社長の石
坂 淳子さまに同友店会長をお願いいたしました。当ＳＣは、末永
く、この地域になくてはならない存在となれるよう、地域に喜んで
いただけるＳＣづくりに努めてまいります。

２．シニアも子供も楽しく学べるサークル「学び舎サークル」誕生
当ＳＣでは、ＮＰＯ法人男女子育て環境改善研究所と連携し、シニアのみなさまの、
新たな趣味との出会いを応援する各種教室や、子育て中の、親子向け各種教室を開催
し、同じ趣味や悩みを持ったみなさまをつなぐ、新たなコミュニティスポットづくり
に努めてまいります。
－ シニア向けお稽古サークルづくり「Ｇ．Ｇ※１学びの舎」－
イオンでは、アクティブシニアに向け「人生は、後半戦がおもしろい。」と題し、
様々なグランド・ジェネレーション（以下、「Ｇ．Ｇ」）向け商品やサービスの訴求を
行っております。高度成長期を支え、猛烈に仕事の事だけを考えて生きてきたＧ．Ｇ
世代の多くは、定年退職前後、仕事中心の生活から、自分（あるいはパートナーと一
緒の）中心の生活に移行します。これまで、仕事にやりがいを感じ、仕事を楽しんで
きた人ほど、
“お金も自由な時間も沢山あるけれど、どうやって自分時間（趣味・特技）
を楽しんで良いのか分からない。”という悩みを抱きます。当ＳＣでは、定年退職を控
えるみなさまと、定年退職したてのアクティブシニアのみなさまに、新たな趣味（オ
シャレ美容、健康、文化）等と出会える講座をご提供し、新たな発見と、新たな仲間
との出会いの場をご提案いたします。また、これまでと違う、新たな「自分の居場所
を確保することによる安心感」と、第２の人生をより一層楽しむための「知恵」をご
提供し、多くのみなさまの、健康で、こころトキメク生活を応援いたします。
＜講座の一例＞
ミニブーケづくり、押し花、苔玉づくり、５５歳からのお片付け、健康づくり体操
防犯・防災教室など
※１Ｇ．Ｇとは、グランド・ジェネレーション世代の略であり、脚本家や大学教授などとして
幅広い分野で活躍されている小山薫堂氏が提唱するシニアに代わる世代の考え方です。この
言葉で使われている”グランド”は最上級を意味し、人生の中でも最上の世代と捉え、若々
しく年齢を重ね、ゆたかな知識と経験を持ちながら、人生を様々なスタイルで楽しむ年長者
を敬意を持って表している言葉です。

7

－ 親子向け体験＆子育てサークル「親子の学び舎」－
２０１０年、厚生労働省が、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とし
た「イクメンプロジェクト」をスタートさせてから、早４年がたちます。しかし、実
際には、男性の育児・家事参加がなかなか進んでいないのが現状です。当ＳＣでは、
一般的な、老若男女を対象とした講座から、男性の育児参加をサポートするための講
座まで、多種多様な講座を開催し、女性の社会進出と、ワーク・ライフ・バランスの
推進をサポートいたします。
（１）子育てサポート講座について
子育て中は、様々な悩みやストレスが尽きないものです。
最近では、隣近所の付き合いが少なくなったことや、転勤
などにより、近くに頼る人がおらず、ひとりで悩みを抱え
込む人も少なくありません。当ＳＣでは、講座を楽しく受
けながら、同じ悩みを持つ人同士、悩みを共有することで、
互いに癒される仲間づくり、新たなコミュニティづくりを
サポートいたします。
講座の一例
地域小児科医による子育て相談、離乳食、ベビーマッサージ、絵本読み聞かせ
など
（２）親子で楽しみながら学ぶ講座について
子どもと「いつもと違った遊びをしたい。」「ただ遊ぶだけでなはく、子どもの
将来に役立つ遊びをしたい」などのニーズをお持ちのみなさまにもお応えするた
め、以下のような、各種講座も多数開催いたします。
講座の一例
親子リトミック、フェイスペイント、木工作、パパと子供の手遊び、
親子防犯・防災教室など

■ 地域に根ざしたＳＣとなる為の取り組み
１．毎月１１日に「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」を実施
イオンでは、毎月１１日の「イオン・デー」に、お客さまからの「お買物を通じて地
域のボランティア団体や地域の活性化に貢献している団体の活動を応援したい」という
ご要望と、地域で活動されている団体をつなぐための活動として、
「イオン 幸せの黄色
いレシートキャンペーン」を実施しています。この活動は、毎月１１日に、皆さまにお
渡しするレシートを黄色いレシートに変更し、地域で活動する団体名を記したレシート
投函ＢＯＸを設置して、お客さまご自身が支援したい団体のＢＯＸにレシートを入れて
いただく取り組みで、イオンと地域の皆さまが協働で行う社会貢献活動です。お客さま
にご投函いただいたレシート金額の１％分の物品を各団体へ寄贈いたします。マックス
バリュ黒崎におきましても、地域で活動する団体の募集を行い、応援してまいります。
さらに「イオン・デー」には、ＳＣスタッフ及び専門店スタッフで、店舗周辺などの
清掃活動を行う「クリーン＆グリーン活動」を行うなど、さまざまな地域貢献活動にも
積極的に取り組んでまいります。
◆ 助成先団体としてお申込みいただくための基準
基準１

団体活動分野（活動内容が以下の５つの分
野の内いずれかにあてはまる）
１．福祉の増進を図る活動
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２．環境保全・環境学習の推進を図る活動
３．街づくりの推進を図る活動
４．文化・芸術の推進を図る活動
５．子どもの健康と安全を図る活動
基準２ 店舗の近隣にて過去６カ月以上の活動実績があり、活動分野の目的を遂行し
ながら、今後も継続的に活動できる団体。
基準３ 応募時及び半年に１度、定期的に「参加申込書」を提出できる団体。
基準４ イオン・デーの店舗活動、その他必要に応じて交流活動ができる団体。
◆ 助成先団体お申込み方法
ＭＶ黒崎店サービスカウンターにて「参加申込書」を受け取り、ご記入の後、サ
ービスカウンターへご提出ください。
１． イベント広場を設置して年間５００回のイベントを開催
１階に約３０㎡のイベント広場を設け、地域の自治会や各種サークル、ＮＰＯ団体
や各種学校と連動し、様々なイベントを企画・開催して、地域のみなさま同士の交流
を深める場として、そして、新しい発見やひらめき、趣味のヒントをご提案できるよ
う、年間５００回のイベント開催を目指します。
イベントスペース設置の目的
① 地域と共に成長するＳＣを目指して、地域参加型のＳＣ運営を行いたい。
② みなさまの趣味や特技を発表する場としてもご利用いただきたい。
③ これまで受け継がれてきた伝統文化の継承の場としてお使いいただきたい。
２．お客さまの声をＳＣ運営に取り入れる為の「ご意見ＢＯＸ」設置
ＳＣ内２箇所（１階北側エレベーター前、２階スポーツゼビオ前）「ご意見承りＢ
ＯＸ」を設置し、お客さまからのご要望を承ります。いただきましたご意見につきま
しては、内容（商品、サービス、施設等）に応じ、各該当店舗からの回答を記載して
掲示させていただきます。お客さまのご意見を踏まえたＳＣ運営を行ってまいります。

■ 環境に優しいくらしづくりの為の取り組み
１．
「イオン ふるさとの森づくり」植樹活動
イオンでは、１９９１年より、ＳＣが緑につつまれ地域環境にとけ込んだ場所に
なること、さらに緑を育む心が日本全国へ、そして海外へと広がっていくことを願
い、新設するショッピングセンターの敷地内に、その地域に自生する「ふるさとの
木」の苗木を、地域の皆さまとともに植えて大切に育てていく活動「イオン ふるさ
との森づくり」植樹祭を行っております。当ＳＣにおきましても、２０１４年８月
３０日（土）
、近隣にお住まいの皆さま約３００名にご参加いただき、ツツジやカン
ツバキ、サツキなどの「ふるさとの木」の苗木、全４１種類、約２，５００本を植
樹いたしました。
尚、
「イオン ふるさとの森づくり」植樹活動を通じて植樹した苗木の本数は、昨
年、累計で１，０００万本に達しました。イオンは、地域の一員として緑あふれる
まちづくりに貢献するため、これからも木を植えてまいります。
２．持続可能な社会づくりの為に「電気自動車充電ステーション」設置
イオンは、グループ環境目標「イオンのエコプロジェクト」の一環として、地域
のお客さまのくらしを守るため、経済産業省の「次世代自動車充電インフラ整備促
進事業」に参画し、電気自動車（ＥＶ）充電ステーションの設置拡充を強化してい
ます。ＥＶは、走行中にＣＯ２や排気ガスを出さず環境負荷が低いため、経済産業
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省より普及が進められている他、東日本大震災発生時にガソリンが不足した被災地
では、電気がいち早く復旧したことにより、有用な交通手段になりました。
設置場所：地下１階駐車場 設置台数：２基（急速１、普通１）
３．ＬＥＤ照明採用による環境負荷低減
マックスバリュ九州の新店では、消費電力の少ない「ＬＥＤ照明」を看板及び売場
やお手洗いの照明、事務所・作業場・従業員休憩室の照明で使用しています。また、
ショーケースと空調の一体制御により消費電力を抑える「エコストアシステム」や時
間帯・売場スペースごとに適切な明るさを設定し、消費電力を抑える「売場調光シス
テム」を導入しています。冷凍ケースは、
「リーチインケース」を導入し、冷気が逃げ
るのを防ぎ、省エネをはかります。お手洗いや一部の売場の照明には、
「人感センサー」
を取り付け、お客さまや従業員が近付くと、照明器具のスイッチが自動的に点灯・消
灯することで、不必要な電力を削減します。
４．買い物袋持参運動
ＭＶ黒崎店では、お客さまとともに行う環境保全活動として、買い物袋持参運動を
推奨しています。レジ袋を減らすことで、ゴミを低減し、レジ袋の原料となっている
石油資源を節約することができ、レジ袋を燃やす際に発生するＣＯ２も抑えられます。
５．リサイクル資源の回収
ＭＶ黒崎店では、お客さまの不要になった食品トレイや牛乳パックを資源として再
利用する取り組みを行っています。店舗に回収ボックスを設置し、多くのお客さまへ
リサイクルを呼びかけています。

■ 利便性向上のための取り組み
イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」を活用した生活の利便性向上
お買い物の度にポイントがたまるお得なイオンの電子マ
ネー「ＷＡＯＮ（ワオン）」の端末機をＭＶ黒崎店他７０
店舗に導入。お買い物前に「ＷＡＯＮ」カードにチャージ
（入金）しておくことにより、レジではカードを専用機端
末機にかざすだけでお買いものができます。（一部ご利用
いただけない専門店もございます。
）
「元気発信！北九州ＷＡＯＮ
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■ 専門店について
１．
「マックスバリュ黒崎店」の特徴
＜ 品揃えの特徴 ＞
「お野菜・果物」旬の食材を欲しい分量だけ
お野菜や果物のコーナーでは、旬と鮮度、安全安心にこだわり、お客さまのニーズ
に合わせて好きな数だけ買えるよう「バラ売り」を中心に品揃えいたします。また、
お客さまの調理の時間を短縮するカット野菜・フルーツ、下ゆで野菜も展開いたし
ます。
「お魚」新鮮なお魚をお求めやすい価格で
お魚のコーナーでは、一人分から買い易い分量の新鮮なお刺身・生ねた鮨、切身を
はじめ、木よう市や土曜朝市には新鮮な丸魚をお買い得価格で豊富に品揃えいたし
ます。
「お肉」安全安心にこだわったお肉を買い易い分量で
お肉のコーナーでは、国産の牛肉、豚肉、鶏肉を中心に、鮮度と買い易い分量にこ
だわった品揃えを行います。抗生物質や合成抗菌剤、合成ホルモン剤を使用しない
飼料で健康に育てた特別飼育鶏などの人気の高い商品をご提供いたします。
「お惣菜」選ぶ楽しさと出来たてのおいしさを提供
・惣菜売場では、様々なお惣菜の中からお客さまが欲しい量をご自分で容器に詰めて
ご購入いただける「おかずの計量販売」を実施いたします。
・おかず計量販売の他にも「お弁当」
「コロッケ」
「焼き鳥」
「お寿司」
「サラダ」、季節
に合わせた「おでん」や「レンジ専用商品」などを品揃えいたします。
「日配」毎日の生活に欠かせない、地域の味を品揃え
日配コーナーでは、豆腐や練り製品など「地元でなじみの商品」を品揃えするほか、
毎日の食卓に欠かせない食品を毎日お買い得価格で販売いたします。
＜ お得情報 ＞
毎月１５日は、
「Ｇ．Ｇ感謝デー」（各店舗でご確認ください）
毎月１５日は、５５歳以上のお客さまにお得な電子マネー「Ｇ．Ｇ ＷＡＯＮ」、
６５歳以上のお客さまにお得な電子マネー「ゆうゆうワオン」でのお支払または、
ご提示で各専門店での特典がございます。（一部実施していない店舗もございます）
ＭＶは５％割引となります。（一部割引対象外商品があります）
毎月２０日・３０日は、
「お客さま感謝デー」(各店舗でご確認ください)
毎月２０・３０日は、ＷＡＯＮでのお支払い、または各種イオンカードのご提、
または、お支払いで各専門店の特典がございます。
（一部実施してない店舗もござい
ます）ＭＶは５％割引になります。
（一部割引対象外商品があります）
毎月５のつく日は、
「お客さまわくわくデー」
（一部ご利用できない店舗がございます）
毎月５・１５・２５日は、ＷＡＯＮご利用金額２００円につき「ＷＡＯＮポイント」
２倍、イオンカードご利用の場合はカードショッピング利用金額２００円につき「と
きめきポイント」２倍となります。
毎月１０日は「ありが１０デー」※ＭＶは実施しておりません
毎月１０日は、各専門店にてＷＡＯＮご利用金額２００円につき「ＷＡＯＮポイン
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ト」が５倍になります。
（一部実施してない店舗がございます。）
毎週土曜日は「土曜朝市」
毎週土曜日朝９時から昼１２時までは『土曜朝市』を開催し、お買い得商品を販
売致します。
（お魚コーナーの「魚魚魚朝市」も毎週土曜日朝９時から開催）
＜ 衛生管理や品質管理・適正表示 ＞
イオンの自主基準に基づいて商品の衛生管理や品質管理・適正表示を徹底して行
います。毎日１１時・１５時のクリーンタイムでは、お客さまに安心してお買物い
ただけるよう、商品の品質チェック、温度管理、清掃を行います。
２．福岡県内初出店の専門店について
（１）ドラッグストア「ウォンツ」
中国地方では店舗数・売上高ともに業界トップのドラッグストアです。
店名のウォンツには、「欲しい物がある」という意味に加えて、お客さまとの
暖かい交流、心と心の触れ合いも求めている店という意味合いを持たせていま
す。親切、丁寧な接客・カウンセリングに努めてまいります。
※２０１３年１２月にツルハホールディングスの傘下となりました。
（２）アパレル「ＮＡＶＹ ＳＴＯＲＥ」
何気ない日常にハッピーをプラスするブランドです。ファッションアイテム
とキッチン、バス＆フレグランス等ライフスタイル雑貨との融合で、生活に潤
いの提案をいたします。
（３）アパレル「Ｒｉｇｈｔ-ｏｎ ｅｘ」
いつものカジュアルに「ちょっと新しい」や「ちよっとおしゃれ」をプラスし
てあなただけの特別なファッションにしてご提案します。
着易いベーシックなデイリーウエアと程よくトレンドを取り入れたウェアを
セレクトした、新しいライフスタイルショップです。
（４）中華レストラン「上海豫園」
本場中国の上海料理を、安心・安全な食材を使って、おいしく、低価格で提供
いたします。
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【専門店一覧】★イオングループ企業
屋号

業種

本社

初出店

核店舗 １
マックスバリュ★

SSM

サービス ３０
チャンスセンター

宝くじ

洗濯工房 吉野屋

クリーニング

おしゃれ工房

衣類のリフォーム

ジュエル カフェ

貴金属買取

お部屋選べるジュ

不動産

市内

やわらぎ鍼灸整骨院

整体・整骨

市内

サンキューカット

理容

県内

日本旅行

トラベル

プラスワン

合鍵、靴、鞄、修理

ベルベナ

リラクゼーション

名称未定
(１２月オープン予定)

献血ルーム

ザ・サードプラネット

アミューズメント

天使のブッヒー

キッズパーク

サードキッズパーク

市内

市内

ｂｏｓｃｈ ＨＡＩＲ Ｐｌｕ´

美容

市内

セイハ英語学院

子供英会話・個別指導塾

県内

カルチャータウン

カルチャースクール

県内

イオン銀行★

ＡＴＭ

福岡銀行

ＡＴＭ

県内

西日本シティ銀行

ＡＴＭ

県内

ほけん選べるｼﾞｭ

保険相談窓口

市内

中央コンタクト くろさき眼科

コンタクト、眼科

ふりそでＭＯＤＥ

振袖レンタル、撮影

スタジオアリス

写真スタジオ

ニッシン住宅工房

住宅リフォーム

ホットヨガスタジオＬＡＶＡ

ホットヨガ

ウィンスクール

パソコン教室

トライ+プラス
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県内

市内

市内

屋号

業種

ゲオ

レンタル CD，DVD

ジャザサイズ黒崎フィットネスセンター

フィットネス

本社

初出店

歯科医院
歯科
（仮称２０１５年３月オープン予定）

住まいの情報館

住宅ショールーム

県内

ひよ子本舗吉野堂

和菓子

県内

ベニハナ

花

県内

タカチホカメラ

DPE

コスタコート

生活雑貨

県内

オペレッタ

化粧品

県内

エステール

宝飾

Y！モバイル

モバイル

市内

グローバルセレクション

モバイルアクセサリー

県内

イオンバイク★

自転車

イオンペット★

ペット

ａｕショップ

モバイル

市内

ソフトバンク

モバイル

市内

物販 ４９

ホームカミング
(2014 年 10 月ｵｰﾌﾟﾝ予定)
グリーンパークス フーワ
(2014 年 10 月オープン予定)

市内

雑貨
レディスアパレル

シューラルー

ファミリーアパレル

カトレア

鞄

Ｊｕｐｉｔｅｒ

輸入食品

ママイクコ

生活雑貨

ＭＡＲＵＳＨＩＭＡ

茶

柿安口福堂

和菓子

湖月堂

和洋菓子

市内

かば田

明太子、海産物

市内

ウォンツ

ドラッグ

未来屋書店★

書籍、文具

ザ・ダイソー

バラエティ雑貨

市内
市内

県内
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県内

屋号

業種

本社

初出店

マイまくら

寝具

ＢＩＴＴＯＫＯ

レディスアパレル

スフランネージュ

レディスアパレル

ラトゥカミック

アジアン雑貨

スペース田中

ファンシー雑貨

市内

ＮＡＶＹ ＳＴＯＲＥ

ファミリーカジュアル＆雑貨

県内

ナトゥーラ

レディスアパレル

市内

スピリチュアール氣石

ストーンアクセサリー

市内

ＲＩＯ ｆａｍｉｌｙ

ファミリーアパレル

県内

ら・たんす

呉服

エル・サ・ラ

ミセスアパレル

オンデーズナイン

眼鏡

スーパースポーツゼビオ
ヴィクトリアゴルフ

市内
県内

県内

市内

市内

スポーツ

アスビー★

靴

Ｒｉｇｈｔ－ｏｎ ｅｘ

アパレル（総合）

ハニーズ

レディースアパレル

ルームルーム

インテリア雑貨

エスプリミュール★

レディースアパレル

ミスピカソ

婦人靴

帽子屋Ｆｌａｖａ

帽子

クラフトハート トーカイ

手芸

あかしや はんこ

印鑑

市内

武田メガネ

眼鏡、時計

県内

韓流ショップ OZ

韓国グッズ

県内

県内

飲食 １２
ミスタードーナツ

ドーナツ

県内

ケンタッキーフライドチキン

フライドチキン

県内

サーティワンアイスクリーム

アイスクリーム

銀だこ

たこ焼き、鯛焼き

くだものかふぇ

ジュースバー

シアトルズベストコーヒー

コーヒー
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市内
県内

屋号

業種

百菜

和食

上海豫園

中華

天下一品

ラーメン

サイゼリア

ファミリーレストラン

はま寿司

回転寿司

ガスト

ファミリーレストラン

本社

初出店

県内

全９２店舗
本社所在地：福岡県内３２店舗（内、市内１３）
初出店店舗：福岡県内初６、北九州市初１１
イオングループ店舗７

＜アクセス＞

【本件に関するお問い合わせ先】
イオンタウン株式会社
マックスバリュ九州株式会社

広 報 ・ 社 会 貢 献 部 菅野（かんの）ＴＥＬ０４３―２１２－６３０７
社長室 須田（すだ）
ＴＥＬ０９２－４３３－１２２８
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