
２０１３年１０月８日

イオン九州株式会社

地域の暮らしにこだわり、地域のあらゆる世代に対応したショッピングセンター

１１月８日（金）午前７：００「イオン小郡ショッピングセンター」オープン
イオン九州は、１１月８日(金)午前７：００福岡県小郡市に「イオン小郡ショッピング

センター」（以下、当ＳＣ）をオープンしますのでご案内申し上げます。 

【イオン小郡ＳＣの特徴】 

 ｢イオン小郡ＳＣ｣は、｢地域の暮らしに密着した“モノ”と“コト”（サービス）が充実

した地域のコミュニティの拠点｣をコンセプトにしています。当ＳＣは、お子さまからグラ

ンドジェネレーション※(以下、ＧＧ)まで、地域のあらゆる世代のお客さまが快適にお買物

いただけるよう、衣料、食品、住居関連、リフォーム、園芸、医薬品（調剤、医薬品、健

康食品、介護用品）、ペット用品などをあらゆる世代に対応し、日々のくらしの利便性を追

求したショッピングセンターです。

※ 脚本家や大学教授など幅広い分野で活躍されている小山 薫堂さんが提唱する「シニア」に代わる世代の 

考え方で、グランドは最上級を意味し、シニアを人生の中で最上の世代と捉えるものです。 

※使用する写真やパースには一部イメージ画像を使用しています。 

【イオン小郡ＳＣの商圏】 

＜イオン小郡ＳＣコンセプト＞ 

・ ＧＧ世代のセカンドライフを提案 

・ ニューファミリーの快適生活を提案 

・ ＧＭＳ（総合スーパー）とＨＣ（ホームセンター）による様々な“コト”の提案 

・ 地域のお客さまへの情報発信拠点の提案 

・ ｢サービス介助士｣「認知症サポーター」有資格者がお客さまのお買物をサポートします



【イオン小郡ＳＣの立地】 

当ＳＣは、南北にＪＲ線、西鉄線、九州自動車道、国道３号線、国道５３号線、国道    

３８６号線が走り、西鉄大保駅から東に約８００ｍの距離に立地しています。小郡市内  

全域、さらに近隣から人が集まるエリアです。同エリアは、新たなまちづくりで住宅分譲

が進み、今後さらなる人口増加が見込まれています。 

【イオン小郡ＳＣのこだわりのサービス】

１．あらゆる世代に対応したショッピング環境をご提案

 すべてのお客さまに快適なショッピング環境をご提供する 

ため、館内の案内表示にはユニバーサルデザインを取り入れ、

わかりやすい文字や色を採用しています。ショッピングセンタ

ー内の各所に、ゆっくり座れるベンチを配置し、ショッピング

やお食事、趣味の時間の合間にくつろいでいただける、   

心地よい憩いのスペースをご用意しました。

２．「サービス介助士」「認知症サポーター」によるお客さまのお買物サポート

イオン小郡店では、サービス介助士（※１）の有資格者が、ご高齢の方、ハンディキャッ

プをお持ちのお客さまをサポートします。また認知症サポーター（※２）養成講座を受講し

た従業員が、認知症の方及びそのご家族をサポートします。 

※ １「サービス介助士」とは、お年寄りや体の不自由な人に対する「おもてなしの心」と「介助技術」

を身につけるための資格です。 

※ ２「認知症サポーター」とは、認知症について理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、でき

る範囲での手助けをする人のことで、所定の講座を受講することで認定されます。 

【イオン小郡ＳＣの環境保全・社会貢献活動】 

１.直営売場のすべての照明にＬＥＤを使用します

当ＳＣは、直営売場の全ての照明にＬＥＤを採用し、従来の蛍光灯と比較して消費電力を

抑制します。 

２.毎月１１日は｢いい日・いい街・イオン・デー｣

 イオンは、毎月１１日に「いい日・いい街・イオン・デー」と

して、「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」を積極的に

推進いたします。これは、店舗に設置するボックスへ、お客さま

に投函いただいたレシート合計額の１％相当の品物を地域の  

ボランティア団体へお渡し活動にお役立ていただくものです。 

そのほか、従業員が店舗周辺道路や公共施設周辺などの清掃を 

行う「クリーン＆グリーン活動」など、さまざまな社会貢献活動

を実施してまいります。 

３．電気自動車（ＥＶ）充電器導入

お客さまのエコ意識が高まる中、今後電気自動車（以下ＥＶ）の普及が進むことを見据え、 

ショッピングの間に充電できる機能として、駐車場スペースの２基のＥＶ充電ステーショ

ンを設置します。このＥＶ充電設備の電力を再生可能エネルギーで充当します。 



４．環境保全にむけた食品レジ袋の無料配布中止の取り組み

イオンのブランド「トップバリュ 共環宣言」など、環境に配慮した商品を積極的に展開

いたします。また１９９１年よりスタートした、マイバスケットやマイバックご持参のご

協力を呼びかける「買物袋持参運動」を推進し、食品売場でのレジ袋無料配布を行わず、

ＣＯ2の排出削減に取り組みます。なお、有料レジ袋はＬＬ１枚５円、Ｌは１枚３円にて販

売し、販売に伴う収益金は、地域の環境保全活動に寄付します。 

｢イオンふるさとの森づくり｣植樹祭

 イオンは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全活動・社会貢献活動として、敷地内

にその地域に自生する｢ふるさとの木｣の苗木を植樹し、地域のお客さまとともに大切に育て

ていく、｢イオンふるさとの森づくり｣植樹祭を開催しています。当ＳＣでは、１０月２０日

（日）に植樹祭を開催し、地域の樹木を中心とした苗木約４,５００本を地域のお客さま

約５００名とともに植樹させていただく予定です。２０１３年度でイオンが国内外で実施し

た植樹の累計植樹本数は、１，０００万本を越えます。 

■イオン小郡ショッピングセンターの概要 

名   称：イオン小郡ショッピングセンター 

規   模：敷地面積   １１８,４６０㎡ 

駐 車 場：１６９９台 駐輪場：４６６台 

核 店 舗 名：イオン小郡店 

電   話 ０９４２－４１－７１００ 

所 在 地：福岡県小郡市大保字弓場１１０ 

開 店 日：２０１３年１１月８日（金）午前７時オープン 

営 業 時 間：イオン     ７：００～２２：００ 

    ドラッグ売場 ９：００～２２：００  

※調剤薬局は９：３０～２１：３０（予定）      

      専門店    ９：００～２１：００ 

      フードコート １０：００～２２：００ 

レストラン  １１：００～２２：００ 

※一部店舗により営業時間が異なります 

休 業 日：年中無休 

規   模：延床面積   約３３,３００㎡ 

      商業施設面積 約３０,０００㎡ 

＜内訳＞  直営     約１２,５００㎡ 

      テナント   約１１,５００㎡  



店   長：滝口 幹彦（たきぐち みきひこ） 

従業員数 ：約５３０名（イオン約２８０名 専門店約２５０名） 

核 店 舗 名：ホームワイド小郡店 

電   話：０９４２－４１－７２０２ 

所 在 地：福岡県小郡市大保字堀田９０番－１ 

開 店 日：２０１３年１１月８日（金）午前７時オープン 

営 業 時 間：ホームワイド  ８：００～２０：００ 

休 業 日：年中無休 

規   模：延床面積   約３,１００㎡ 

      商業施設面積 約３,２００㎡（外売場含む） 

店   長：藤原 誠（ふじわら まこと） 

従業員数 ：約３５名 

【核店舗 「イオン小郡店」の特徴】

イオン小郡店は、「地域のお客さまとともに、毎日の暮らしに欠かせない生活拠点」をコ

ンセプトに、“安全・安心”に注力し、イオンのスケールメリットを生かした品揃えやサー

ビスを提供いたします。食品ではファミリーはもちろん、単身者やＧＧ世代のお客さまを

はじめ、あらゆる世代のお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、容量や大きさにこ

だわり、小分け商品やばら売りに取り組んでいます。その他、衣料や住居関連の売場でも、

地域の特性に合わせた品揃えを充実させ、地域のお客さまに頼りにしていただける専門性

の高い品揃えとサービスを展開します。

食品フロア 

′「デリカワールド」では、惣菜やインストアベーカリー中心

に“健康”“美味しさ”“利便性”をキーワードに、様々なお客

さまの食卓に合わせたこだわりのメニューをご提案いたします。

単身者やファミリーまでご利用いただける弁当・惣菜専門店 

「オリジン東秀」の惣菜量り売りや手作りおにぎりを導入し、

食の楽しさを演出する様々な種類の品揃えをいたします。 

′冷凍食品売場は、「鮮度や栄養価保持」「衛生的」「簡便性」に

対するお客さまからの支持が年々高まっていることに対応する

ため、レンジ対応の「トップバリュ レディミール」を充実させ

て、｢好きなものを、好きな時に、好きな量だけ食べたい｣と  

いうお客さまのニーズにお応えします。 

また、従来のお弁当用だけではなく、グラジェネ、女性の  

お客さまの個食要望に対応したどんぶりの具材、冷凍パン、  

冷凍和菓子などの品揃えを充実させます。 



′水産売場は、近海のあじやさばをはじめとする新鮮な魚を毎日ご提供します。また、お

客さまの「少しずつ、いろいろな種類の刺身を食べたい」との声にお応えし、１人用サイ

ズの刺身を展開します。また“手軽に美味しく”をサポートする「ファストフィッシュ※１」

商品やフライパンクッキング商品を本格的に展開します。 

※ １ファストフィッシュ：手軽・気軽に水産物を食べること及びそれを可能にする商品や食べ方のこと

で、今後普及の可能性を有し、水産物の消費拡大に資するものを水産庁が認定しています。 

′リカー売場は、国内トップクラスの輸入扱い高を誇る、イオン

グループのワイン輸入専門商社であるコルドンヴェール株式会

社を通じて、世界のワインをご提供し、［ワインのある生活］を

ご提案いたします。 

さらに、２０１２年度モンドセレクションにおいて金賞を受賞

したプレミアム生ビール「バーリアル ラガービール」など、  

イオンのブランド「トップバリュ」商品を豊富に品揃えします。 

′農産売場は、健康志向の高まりに対応しサラダ野菜コーナーを充実させるほか、単身者から

グラジェネのお客さまに対応した小分け商品やばら売り販売を実施します。各地で生産された

新鮮でおいしい野菜や果物を常にお届けします。 

暮らしの品とヘルス＆ビューティーケアフロア

′イオン調剤薬局では、年中無休で全国どこの処方箋でも承り

ます。また電子マネー「ＷＡＯＮ」を活用したお薬手帳機能を

有し健康管理を支援するサービス「からだメモリ」（※） 

を導入します。 

※「からだメモリ」は「ＷＡＯＮ」カード番号を登録することでご利用

いただけます。お客さまご自身のスマートフォンやパソコンを使って、お

薬手帳の閲覧、服用・残薬の管理に加え、血圧や体重などのデータを記録

できる健康管理支援システムも併せ持つ「電子版健康手帳」です。 

′パンドラ売場では、布地等の素材からレザー、スタンプ、手芸を楽しむための人気クラ

フト関連商品を豊富に展開します。実用から趣味までさまざまな“手作り”を楽しむため

のアイディアを提案するほか、気軽にご参加いただける手作り講習会の開催も予定してお

り、コミュニケーションの場となる売場を目指しています。 

′寝具売場では、「自分にぴったり合う寝具を選びたい」という

お客さまのニーズにお応えし、実際に枕やマットレスを“見て・

触って”お選びいただける「お試しコーナー」を設置。データ

端末を使った枕の販売では、性別・体型・年代からお客さまに

最適なまくらをご案内します。 



′イオンの自転車専門店「イオンバイク」では、自動車本体は

もちろん、パーツやウェアなど、自転車を趣味としても楽しめ

るアイテムを展開します。１例としてお子さま用の自転車は今

年新発売された「トップバリュカジュアル自転車キッズタイプ

（全６色）」と「トップバリュカジュアル自転車ジュニアタイプ

（全６色）」を中心に品揃えをご用意し、お子さまにぴったりの

自転車をお選びいただけます。 

また、公的資格をもつ「イオンサイクルアドバイザー」が快適

なサイクルライフをサポートします。 

ファッションと服飾雑貨フロア 

′レディス・メンズともにファミリーから G・G世代まで幅広いコーディネイトを提案しま

す。ファミリー世代に向けたトレンド要素を取り入れた「ペルソディア」や「セルフサー

ビス」などレディスブランドをはじめ、G・G世代に向けては「PART2
パートツー

 ｂｙ
バ イ

 JUNKO
ジ ュ ン コ

 SHIMADA
シ マ ダ

」

など着心地とデザインの両立を追及したスタイルを集めるゾーンを展開します。

′服飾雑貨売場では、おしゃれのアクセントとなる「帽子」を

お客さまのテーマシーンにあった多彩なアイテムを取り揃えた

専門コーナーを展開します。またコーディネイトを彩る靴下や

レギンス、トレンカなど「レッグファッション」のコーナーを

展開します。 

′トラベル売場ではイオンブランド「トップバリュ」中心に、

有名ブランドとの共同企画から誕生したブランド「タビアージ

ュ」など旅のコーディネイトを彩るアイテムをご提案します。 

′イオンの靴専門店「グリーンボックス」は、健康とファッシ

ョンをテーマに、デザイン性はもちろん、履き心地にもこだわ

った商品をレディス、メンズ、お子さまからＧ・Ｇ世代まで幅

広い種類の商品を取り揃えて展開します。足型測定器を使って

お客さまの足のサイズ、重心バランス、圧力分布を計測し、お

客さまの足にベストな一足をご提案します。 

′インナー売場は、寒い季節を快適に過ごすため、「保温」「消臭・制菌加工」「部屋干し対策」へ

などの機能性と、肌触りや着心地の良さにこだわった｢トップバリュ あたたかインナー｣を中心と

した品揃えで展開します。 

′キッズ売場では、お子さまの快適な生活のサポートを目指し、

地域の通園、通学に必須な服飾雑貨を中心にした品揃えで   

展開します。 

′おもちゃ売場では、「遊ぶ」「学ぶ」「コミュニケーション」を 

テーマに「ラーニングキッズ」「サンリオミニファンシー」「レゴ

ブロックコーナー」など３世代でお楽しみいただけると共に、 

“見て・触って・体験できる”「タッチ＆トライ」コーナーも 

導入します。 



′スポーツ売場ではスポーツをライフスタイルの中に取り入れ、健康で活き活きとした 

生活を提案する健康をキーワードに【歩く（ウォーキング）】を核とした 

新しいスタイルのスポーツ売場を提案します。

【核店舗「ホームワイド小郡店」の特徴】 

ホームワイド小郡店は、「地域のお客さまとともに、余暇活用・コミュニティ作りの拠点」

をコンセプトに、“モノ・コト”に注力し、イオンのスケールメリットを生かした品揃えや

サービスを提供いたします。体験できるコトの場を提供し、地域のお客さまがいつでも楽

しみに来ていただける品揃えとサービスを展開します。

′リフォーム・リペア売場はイオンの安全・安心に特化し、お客さまのニーズにトータルでお

応えできる売場作りを提案いたします。水廻り補修、建具補修、室内安全用品、防災用品、   

補修商品中心の物販に加え、住まいのクリーニング、修理、組立、取付けなど暮らしのサポー

トサービスもご提案いたします。 

′園芸売場は、お庭をトータルでご提案いたします。花苗、野菜

苗に庭材など資材関連を充実させていきます。観葉植物、花鉢、

花苗は多品種を品揃えし、野菜苗は地域の生産者さまからの商品

も品揃えいたします。 

【専門店ゾーン】

【専門店ゾーンの特徴】 

・ お子さまからＧＧ世代まで快適で、心地よい暮らしを実感できるライフスタイル提案 

・ 自分らしい時間の過ごし方の提案 

・ 家族揃って楽しい時間が過ごせる空間の提案 

・ “モノ”と“コト”（サービス）の双方が充実した楽しさの提案 



【イオン小郡ＳＣ 専門店リスト】 

店名 業種 
福岡県内 

企業 

福岡

初 
備考 

Ｆａｓｈｉｏｎ Ｍａｒｔ

（ファッションマート） 
レディス ●  

アビアント レディス ●  

ＩＫＫＡ レディス・メンズ   

グリーンパークストピック レディス   

ハニーズ レディス   

ブージュルード レディス ●  

ライトオン レディス・メンズ・キッズ

ブランシェス キッズ   

ランジェノエル ランジェリー・ファンデーション 

ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ 呉服   

スポーツオーソリティ スポーツ用品   

ＡＳＢee 靴（レディス・メンズ・キッズ）

ミスピカソ 靴   

ラパックスワールド 鞄   

RATS NEST FACTORY RAVE 服飾雑貨・シルバーアクセ ●  

エステール シュエリー   

メガネのヨネザワ メガネ・コンタクト・補聴器 

コスタコート キッチン雑貨 ●  

リル・シュル・ラ・ソルグ 生活雑貨 ●  

Ｗｏｏｄ ｌｉｆｅ インテリア・家具 ●  

Ｃ＆Ｃ ファンシー雑貨 ●  

イープレイス 携帯グッズ・通信   

イーモバイル 通信   

パレットプラザ ＤＰＥ   

ダイソー 日用生活雑貨   

未来屋書店 書籍   

（仮）いしむら 和洋菓子 ●  

千鳥屋本家 和洋菓子 ●  

お茶の山口園 お茶   

木の花ガルテン レストラン・直売所   

鎌倉パスタ イタリアン  ● 11/14 OPEN

鹿児島黒豚とんかつしゃぶしゃぶ大山 とんかつ・しゃぶしゃぶ  ● 11/14 OPEN

庄屋 和食   12 月下旬 OPEN

九州すし市場 回転寿司   

モンシュシュ お好み焼き ●  

Ｐanel Ｃafe ベーカリーカフェ ● ● 

シアトルズベストコーヒー カフェ   

        福岡初出店： ３店舗     福岡県内企業：２７店舗

※ １０月８日時点の予定ですので、業種や店名が変更になる場合がございます。



店名 業種 
福岡県内 

企業 

福岡

初 
備考 

タピキング ドリンク   

サーティワンアイスクリーム フードコート   

ミスタードーナツ フードコート   

ケンタッキーフライドチキン フードコート   

サブウェイ フードコート   

博多うどん はち屋 フードコート ●  

リンガーハット フードコート   

築地 銀だこ フードコート   

楽市楽座 アミューズメント ●  

メイクアイ アイラッシュサロン   

スピードネイル ネイルサロン   

ラフィネ リラクゼーション   

マキシム 美容室 ●  

オンリーカットボックス １０００円カット ●  

ジュエルカフェ 買い取り   

筑後旅行センター トラベル ●  

こども写真城 スタジオアリス こども写真スタジオ   

カルチャータウン カルチャー ●  

講談社 すこやか教室 子供カルチャー   

セイハ英語学院 子供カルチャー ●  

クリーニング洗光舎 クリーニング・コインランドリー ●  

Ｆit プラスワン リペア・合鍵・靴・かばん 修理 ●  

かりん整骨院 整体・鍼灸   

小郡アイクリニック 眼科   

小郡スマイル歯科小児歯科医院 歯科 ●  

くらしのマネープラザ 銀行・保険   

福岡銀行 ＡＴＭ ●  

西日本シティ銀行 ＡＴＭ ●  

筑邦銀行 ＡＴＭ ●  

ＪＡみい ＡＴＭ ●  

ゆうちょ銀行 ＡＴＭ   

イオン銀行 ＡＴＭ   

チャンスセンター 宝くじ   

ケーズデンキ 家電 ●  近日 OPEN 

エネオス ガソリンスタンド・車検・整備



■ ショッピングセンターのアクセス図 
【広域図】 

【近隣図】 


