
２０１４年６月１９日 

イオン九州株式会社 

イオン多々良ショッピングセンター 

７ 月 １ ０ 日 （ 木 ） ９ ： ０ ０ オ ー プ ン
イオン九州株式会社は、７月１０日(木)宮崎県延岡市に「イオン多々良ショッピング  

センター」（以下、当ＳＣ）がオープンいたしますので、その概要についてご案内     

いたします。 

当ＳＣは、宮崎県北東部、延岡市多々良土地区画整理事業地内に位置し、宮崎県北部の

中心都市として旭化成発祥の地であり、宮崎県内屈指の工業都市に立地します。今後は  

都市計画道路富美山通線開通により、延岡市北部南部への行き来が容易となり、利便性の

高まる人口増加地帯として、お子さまからグランドジェネレーション※（以下、G．G）   

世代まであらゆる世代の方へ「地域のお客さまにとって便利で快適なお買い物空間を  

ご提供し、地域の情報発信となるコンパクトショッピングセンター」を目指します。 

※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。

◆地域のお客さまの“快適”“便利”にこだわったショッピングセンター 

食料品・衣料品・暮らしの品が１フロアに集約され、地域のお客さまがゆっくりと楽に

店内をお買物いただけるショッピングセンターとなっております。店内のイートイン

スペースは、店内で購入された飲食物を召し上がっていただきながら、地域の

コミュニケーションの場としてご利用いただけます。 

地域の情報発信できるイベント・催し物を当ＳＣ内にて実施してまいります。 

◆食品売場はバラエティ豊かな食卓をご提供 

  地域のお客さまに最も信頼されるお店として、生活に欠かせない食品売場では、延岡市内

最大級の「デリカワールド」を導入します。お好きなメニューをお好きな量だけ選べる

「オリジン弁当」のお惣菜の量り売りご提供いたします。食品売場全体では、地元の新鮮な

食材を常に提供し、簡便商品・時短メニューや健康志向商品な多様な「食」をご提供します。

◆地域のお客さまの健康で快適なスタイルをご提供 

くらしの品売場では、九州のイオンで初のドライブスルー調剤薬局を導入し、ご高齢の方

や小さなお子さまをお連れの方などご乗車のままにお薬が受け取れます。

エアコンのクリーニングや畳の張り替えなどお客さまの暮らしをトータルでサポートする

商品とサービスを展開します。 

◆ファッションは快適仕様にてお客さまへ「心地よさ」をご提供 

  お客さまの「心地よさ」をテーマにお子さまから G．G世代まで年齢にとらわれず、 

 個性やご自身のスタイルに合ったコーディネイトを楽しんでいただく為、

テーマ別にファッションをご提案します。家族でくつろぐためのウェアから海外旅行の

キャリーケースまで、お客さまの幅広いライフシーンに対応できる商品を

ご提供します。 



【イオン多々良ショッピングセンターの概要】 

名   称：イオン多々良ショッピングセンター 

核 店 舗 名：イオン多々良店 

電   話 （イオン代表）０９８２－２８－００５０ 

      所 在 地：宮崎県延岡市岡富町８４３番地 

営 業 時 間：イオン（食品）    ７：００～２２：００ 

※７月１０日１１日    ９：００～２２：００

    ドラッグ売場     ９：００～２０：００ 

      調剤薬局      １０：００～１９：００ 

ドライブスルー調剤 １０：００～１９：００  

専門店        ９：００～２１：００ 

※一部営業時間が異なる場合がございます。 

休 業 日：年中無休 

規   模：敷地面積   ４８,３０３㎡ 

           延床面積   約１３，９００㎡ 

      商業施設面積 約１１，２５６㎡ 

＜内訳＞  直営     約６，８５６㎡ 

      専門店    約４，４００㎡  

駐 車 場： ６９２台 駐輪場:１２０台 

店   長：下川 豊年（しもかわ とよとし） 

従業員数 ：約２５０名(内イオン約１６８名） 

商   圏：車１０分圏  約７万８０００人  約４万１０００世帯    

【核店舗 「イオン多々良店」の特徴】 

イオン多々良店は、「地域のお客さまにとって便利で快適なお買い物空間をご提供し、 

地域の情報発信となるコンパクトショッピングセンター」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ご提供します。          

食品フロアではファミリーはもちろん、単身者や G．G 世代のお客さまをはじめ、お客  

さまのライフスタイルにお応えできるよう、お惣菜の量り売り、小分け商品やばら売りに

取り組み、新鮮でおいしい地元の食材をお客さまへお届けします。          

暮らし品とヘルス&ビューティケアフロアでは、健康をテーマにあらゆる世代に対応でき

る商品を充実させます。スキンケアやヘアケア、ボディケアまで幅広い品揃えを     

行います。 

イオンの調剤薬局は年中無休で全国どこの処方箋でも受付します。地域のお客さまの 

生活応援として、日用雑貨中心にお買い得価格にてご提供します。 

ファッションと服飾雑貨フロアでは、お客さまの「心地よさ」をテーマに、様々な    

ライフシーンにご対応できるファッションを品揃えいたします。            

婦人衣料「セルフサービス」や紳士衣料「カリビアン・ジョー」や子供衣料「ロックイ

ン」などのカジュアルブランドを品揃えします。帽子や服飾などトータルコーディネイト

で旬なスタイルをご提供します。         



◆「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、量・種類    

ともに多様なニーズにお応えするメニューをご提案します。   

 和食・洋食・中華・サラダまで多彩な種類の中からお好きな

メニューをお好きな量だけお選びいただける弁当・惣菜専門店

「オリジン弁当」の惣菜量り売りを宮崎県内で初めて導入   

します。 

 パン工場では、できたてのパンを隣接するイートイン   

コーナーにて、ごゆっくりお食べいただけます。

◆冷凍食品売場は、延岡市内最大級のアイス・冷凍食品売場を

展開します。お弁当はもちろん、食卓でお楽しみいただける  

主食とおかずがセットになった「トップバリュワントレー」  

シリーズや様々なトッピング等に便利な冷凍フルーツ、   

冷凍ベーカリー、冷凍スィーツ等人気の商品からこだわりの  

商品まで展開します。 

◆スイーツ売場は、延岡で親しまれている和菓子メーカー「日吉だんご」の商品を品揃え

します。宮崎の銘菓であるチーズ饅頭などの焼き菓を展開します。夏時期には本わらびを

使用したわらび餅など涼味和菓子の品揃えをご提供します。 

◆畜産売場は、「美味しさ」と「安全」「安心」にこだわった   

イオンのブランド「トップバリュグリーンアイ・タスマニア   

ビーフ」「トップバリュ黒毛和牛」「トップバリュセレクト   

国産黒豚」をご提供します。電子レンジで簡単にすばやく調理

できる商品やフライパン１つで簡単に作れる商品などお手軽

調理商品を充実させています。 

◆水産売場は、近海のあじ、さば、きびなごをはじめとする新鮮な魚を毎日ご提供します。 

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※」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。 

※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。宮崎産都農ワイン・綾ワインなど地元   

こだわりのワインをご提供します。ご当地宮崎焼酎はこだわりの  

ブランド焼酎を幅広く種類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「サラダワールド」と

してトマトを中心に品ぞろえが充実いたします。単身者から   

G．G 世代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。地元で育まれたＪＡのべおか旬菜市場を設けて、地元の

新鮮な野菜や果物をお届けいたします。 

食品フロア



◆イオン調剤薬局では、九州のイオン初となる「ドライブ   

スルー調剤」を設置し、お車に乗ったまま調剤をお申込み、お

渡しすることができます。 

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。 

◆ヘルス売場では、ご高齢者向けに介護用品コーナーを充実 

させ、４点杖の取り扱いや大人用紙おむつなど生活に欠かせ 

ない商品を地域最大級の品揃えにてご提供します。 

◆ビューティ売場では、アンチエイジングに対応したスキン 

ケアや洗顔クレンジングの豊富な品揃えをご提供します。      

「ちふれ」や「バイタルステージ」などイオン専売商品を地域

最大級にてご提供します。 

◆お住まいを彩るホームファッション売場では、総合的に商品

やサービスをご提案する「暮らしのサポートカウンター」を  

設置。お取り寄せや配送、工事を承る機能に加え、お部屋の  

模様替え、ハウスクリーニングや宅配クリーニング、さらには

鍵や水廻りなど緊急のトラブル対応など、お住まいにまつわる

あらゆるご相談にお応えします。 

◆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」を設置し、    

お客さまがお気に入りの寝具をお選びいただきます。      

◆ギフト売場では、イオンオリジナルの総合カタログギフト 

「フレーバー」、「薫」をはじめ、思い出を贈る新しいかたちの

カタログギフト「選べる体験ギフト」や収納用品、      

オーダーカーテン、ペットをお届けする「Simao！kuturogo」や

「Okuro」など様々なライフシーンに対応したギフトをご提案 

します。 

◆文具売場では、学童文具から文具事務用品まで様々な用途に

応じた多種多様な商品をご提供します。トータルコーディ  

ネイトできるファッショナブルなカラー文具を提案し、    

お客さまのライフスタイルに合わせて品揃えいたします。 

暮らしの品とヘルス&ビューティケアフロア



◆レディス売場では、エコロジー・リサイクルをテーマに   

地球環境に配慮し、トレンドのアースカラーをベースにゆったり

としたシルエットの普段着カジュアルを品揃えするショップ

「SELF＋SERVICE」(セルフサービス)を展開します。 

 ミセスカジュアルではプライムリネンや綿など着心地を重視

したシャツやブラウスを展開します。 

◆メンズ売場では、“休日は気分から”をコンセプトに幅広くトータルコーディネイト   

できるリラックスした大人のカジュアルブランド「カリビアン・ジョー」を展開します。    

お客さまの生活シーンに対応したカジュアルバックや帽子を幅広くご提供します。 

◆スポーツウェア売場では、「ラン&ウォーク」をテーマにしたレディス、メンズのデイリー

スポーツウェアを品揃えし、機能性にこだわったスポーツインナーをご提案します。 

◆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。スポーツ  

シューズコーナーでは、人気のブランドを揃え、ウォーキング、

ジョギング、ハイキングなど様々なシーンに対応した商品を 

ご提供します。 

◆トラベル売場では「快適な旅のコーディネイト」をテーマに

お子さまから G.G 世代まで様々なトラベルシーンに対応した 

イオンブランド「トップバリュ」を幅広くご提供いたします。 

「有名ブランドとの共同企画から誕生したブランド「tabiage」

(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  

ご提供します。 

◆インナー売場は、季節を快適に過ごすため、機能性と肌触りや着心地の良さにこだわった  

トップバリュ新機能インナー「PEACE FIT」をご提供します。 

 女性の美しいシルエットをサポートする「WING」と幅広いお客さまに対応したイオン限定  

ブランド「fufu」をご提供します。 

◆キッズ売場では、お子さまの日々の通学に好適なアイテムから

お出かけ用のトータルコーディネイトファッションまで、おしゃ

れなお子さまにも満足いただける品揃えを展開します。また人気

のカジュアルブランド「ロックイン」をご提供します。 

◆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“見て・触って・体験できる”「タッチ＆トライ」コーナ

ーも展開します。小さなお子さまから楽しく遊べる幼児知育玩具

を幅広くご提供します。 

◆ベビー売場では、ベビーフード、ベビー飲料、日用雑貨中心に 

地域最大級の品揃えをご提供します。 

ファッションと服飾雑貨フロア



【イオン多々良ＳＣ 専門店リスト】 

店名 業種 開店日 営業時間 

本棟 

コスタコート ピエニ 生活雑貨 7月10日 9：00～21：00 

セリア 100円ショップ 7月10日 9：00～21：00

お菓子のゴローズ 洋菓子 7月10日 9：00～21：00

宝くじセンター 宝くじ 10月予定 10：00～18：30

宮崎ツアーサービス 旅行代理店 7月10日 9：00～20：00

クリーニング ライフ クリーニング 7月10日 9：00～21：00

オンリーカットボックス ヘアカット ８月予定 9：00～20：00

ゆうちょ銀行 ATM 7月 10日 9：00～21：00

宮崎太陽銀行 ATM 7月 10日 9：00～21：00

延岡信用金庫 ATM 7月 10日 9：00～21：00

イオン銀行 ATM 7月 10日 9：00～21：00
※営業時間が変更になることがございます 

店名 業種 開店日 営業時間 

別棟 眼鏡市場 メガネ 7月10日 10：00～21：00 
※その他専門店は未定です。 

【イオン多々良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 

イオン多々良店では、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。 

３.ＡＥＤ（自動体外式除細器） 

ＡＥＤを設置し当ＳＣ従業員において、ＡＥＤの使用方法について講習を受け、誰もが緊急時

にサポートできるように取り組みます。 

※ ６月１９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。



【イオン多々良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

灯と比べ、約４０%の照明消費電力の削減効果が期待できます。 

２.リサイクル回収BOXの取り組み 

当ＳＣの店頭にリサイクルＢＯＸを設置して、牛乳パック、食品トレイ、アルミ缶、ペット

ボトルを回収しています。貴重な資源を捨てずに再資源化し循環型社会の構築に向けた取り組

みを積極的に続けています。 

３.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。 

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 

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、６月１５日（日）に

植樹祭を開催し、地域の樹木を中心とした「クロガネモチ」「タブノキ」「アラカシ」「サザンカ」

等の苗木約２,０００本を地域のお客さま約２５０名とともに植樹を行いました。 

 イオン環境財団と「イオンふるさとの森づくり」植樹祭の累計植樹本数は、２０１３年 

１，０００万本を達成いたしました。 



■ イオン多々良ショッピングセンターのアクセス図 

【イオン九州株式会社の店舗数】               2014 年 7 月 10 日時点 

 イオン ＳｕＣ ＨＷ Ｄ＆Ｆ サイクル 計 

福岡 １７ ４ ５ ５ １２ ４３ 

佐賀 ４ １ ３   ８ 

長崎 ７  ４   １１ 

大分 ５  １７ ３ １ ２６ 

宮崎 ５  ９  １ １５ 

熊本 ７  ２ ２ ３ １４ 

鹿児島 ３     ３ 

山口   １   １ 

計 ４８ ５ ４１ １０ １７ １２１ 

（注）ＳｕＣ・・・スーパーセンター     ＨＷ・・・ホームワイド 

   Ｄ＆Ｆ・・・ドラッグ＆フード     サイクル・・・イオンバイク 


