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イ オ ン タウ ン 株式 会 社
イオン九州株式会社

イオンタウン最大規模で鹿児島県初出店

３／１０（木）イオンタウン姶良 西街区 グランドオープン
イオンタウン株式会社は、当社最大規模を誇るショッピングセンター（以下、
「ＳＣ」）とし
て、鹿児島県内第１号店となるイオンタウン姶良をオープンいたしますのでご案内いたします。
この度のオープンにより、イオンタウン株式会社は全国１３５ＳＣ体制、イオン九州株式会社
は１１６店舗体制となります。
当ＳＣは、２０１４年３月に姶良市及びイオンタウン株式会社で締結いたしました「地域貢
献協定」を基に、姶良市が目指す「鹿児島県内一くらしやすいまちづくり」の一助となれるよ
う開発を進めてまいりました。今後も、全専門店の皆さまと連携し、地域との共存及び活力あ
るまちづくりに努めてまいります。

【 主な特徴】
◆対話型デジタルサイネージ「ＭＩＴＥＮＥ」 当社初
３階キッズコーナーに約１５０インチの顔認証ＡＲ搭載のデジタルサイネージ「ＭＩ
ＴＥＮＥ」
（ミテネ）を導入し、地域と触れ合いながらの子育てを応援します。
◆三世代コミュニケーション型アミューズメント「アミューズメントカフェ プレビ」の導入 鹿児島県初
こどもの遊び場と、大人がくつろいだ時間を過ごせるカフェ、キッズからシニアまで
楽しめるカラオケ、様々なことが体験できるスタジオが融合した施設を導入。
◆サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボしたトイレ設置 鹿児島県初
子育て世代のママやパパにも馴染みのあるサンリオの人気キャラクター「ハローキテ
ィ」とコラボしたトイレ設置。お子さまが自ら行きたくなるトイレとしました。

◆多言語対応タブレットを活用した「アテンダー」®が誕生 九州沖縄地区初
館内巡回型、総合案内人「アテンダー」®が、多言語対応タブレットを活用して訪日観
光客へのＳＣ内フロア案内や観光アクセス案内、フライト情報等をご提供します。
◆インバウンド（訪日外国人：韓国人・中国人）への接遇研修実施 当社初
２０１６年３月３日、大型観光船や飛行機で訪日される沢山の韓国人や中国人の皆
さまにも、快適に日本らしい文化とサービスをお楽しみいただくため、全専門店代
表約１１０名を対象に韓国語と中国語での接客研修を行います。
◆イオン姶良店は姶良・霧島エリア NO.1 のＳＣとして生まれ変わります。
人生を様々なスタイルで楽しむＧ．Ｇ世代から子育て・仕事に忙しいファミリー世代
まで地域の幅広いお客さまのニーズに対応できるように、九州初出店となるメンズ服飾
ブランドコーナー「ＭＡＲＣＨＥ ｂｌａｎｃ」や鹿児島県産の健康食品コーナー、「世
界」から「鹿児島」まで地域ＮＯ．１加工食品売場をご提供します。
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【 ＳＣの立地特性 】
姶良市は、鹿児島県のほぼ中央に位置し、２０１０年に、姶良町、蒲生町、加治木町が合併
して誕生した新しい市です。２０１５年４月には、姶良市内１７番目の小学校「松原なぎさ
小学校」が開校。更に、２０１７年には、当ＳＣから約 1ｋｍにある姶良市中心部に「桜島ス
マートインターチェンジ」が開通予定であるなど、今後益々の発展が楽しみな地域です。
当ＳＣ計画地は、１９８８年からの約２８年間（２０１６年２月１４日閉店予定）もの長
きに渡り、地域の皆さまにご愛顧いただきましたイオン姶良店の隣地にオープンいたします。
当地は、九州自動車道姶良ＩＣ及び加治木ジャンクションから各約１０分、県道３９１号
線に接道、国道１０号線とも近接していることから、お車でのアクセスにも恵まれた地域で
す。また、ＪＲ日豊線「帖佐駅」まで徒歩約１０分の場所に位置している事から、公共交通
機関をご利用のお客さまにも快適にご利用いただけます。

【 出店の経緯 】
当出店用地は、２０１２年に姶良市土地開発公社が実施した土地利用者募集に応募し、姶良
市と共に「地域経済の活性化」
、
「市民利便性を図る」
「雇用拡大」に努めて土地利用を行う事
を前提として姶良市よりお借りしている土地です。その為、イオングループでは、土地利用
者決定以降、姶良市が目指す「県内一くらしやすいまちづくり」の実現のため、様々な協定
を締結し、官民の連携を強固なものとして、地域のみなさまに喜んでいただける施設づくり
に努めてまいりました。
２０１３年１月 姶良市土地開発公社、イオンタウンにて事業用借地権設定契約締結
２０１４年３月 姶良市とイオンタウン株式会社が「地域貢献協定締結」
２０１４年６月 姶良市とイオン九州株式会社との「人材育成に関する協定」締結
２０１５年５月 イオンタウン姶良第 1 期工事（Ａ街区）起工式
２０１６年１月 姶良市とイオン㈱において「地域貢献協定」締結

【ＳＣコンセプト】
当ＳＣは、お買物を楽しむ場としてだけではなく、若者からご高齢の方まで様々な世代の人
が集い、そして繋がり、この街の人々と共に生きていると実感できる場所となれるよう、ま
た、姶良市の新たなファンづくりをサポートする場となれるよう、
“きゃったもんせ（きてね）
イオンタウン姶良”をキーワードとしてコンセプトを決定いたしました。

～ 三世代の生活を彩る街 ～

『 くらし・まいにち、あいらしくイオンタウン姶良 』
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【 施

設

Ｓ

名

Ｃ

所

在

概 要 】
称

イオンタウン姶良

地

鹿児島県姶良市西餅田２６４－１

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
絡
先
（３月８日開通）

イオンタウン姶良管理事務所 ＴＥＬ：０９９５－６７－６４００
イオン姶良店
ＴＥＬ：０９９５－６７－８４００

責

任

ＳＣ全体

イオンタウン姶良

モールマネジャー

核 店 舗

イ オ ン 姶 良 店

店長 安倍 俊也

田ノ上

和男

者

１１２店舗（核店舗・ＡＴＭ含む）
店

敷

舗

面

地元企業

鹿児島県内本社企業 ５０
（内、姶良市内本社企業：２社）

初 出 店

九州地区初：６、鹿児島県内初 ２７

積

約６３，２７０㎡

駐

車

台

数

約１，７５０台

建物延床面積

約４６，０００㎡

駐

輪

台

数

約４３０台

総 賃 貸 面 積

約３０，７００㎡

（ 内、イオン九州売場面積 約１２，２４９㎡ ）

構

鉄骨造３階建て

基

地

数

造
本

商

圏

Ｓ Ｃ 形 状

クローズドモール

車６０分圏（約３０ｋｍ圏内）
世帯数：約２００，０００世帯、人口：約４７０，０００人
２０１６年３月１０日（木）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、３月８日～９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。

イ オ ン 姶 良 店

営

従

業

業

時

員

９時～２２時

物

販

店

舗

１０時～２２時

飲

食

店

舗

１０時～２２時

サ

ー

ビ

ス

１０時～２２時

間

数

※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。

ＳＣ全体 約１，２００人（内、イオン姶良店従業員 約３００名）
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■ 「県内一くらしやすいまちづくり」実現の為の取り組み
当ＳＣでは、姶良市が基本理念として掲げている「子どもを安心して生み育てることがで
きる子育て支援のまち」
、
「生涯すこやかで、ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち」を
実現するため、子育て中のファミリーが地域と触れ合いながら子育てできるよう、また、お
一人でご来店いただいた方も、地域のお子さまたちが元気に遊ぶ姿を見守りつつ、子どもた
ちの笑顔から元気をもらえるよう、多くの人々が更に笑顔となれるＳＣをめざします。

１． 雇用約１，２００名創出、様々なライフスタイルに対応した職場をご提供
育児や介護などの都合により、勤務時間帯や勤務時間数に制限がある方や、人と話すこと
が好きな方、調理・清掃スタッフなど黙々とした作業が好きな方など、様々な勤務ニーズに
対応可能な職場（店舗）がオープンします。当ＳＣは、ワークライフバランスを重視する皆
さまの、豊かで楽しい暮らしづくりを応援します。
Ｓ Ｃ 全 体 （ 核 店 舗 含 む ） で の 雇 用 人 数 ・・・約１，２００人

２． 対話型デジタルサイネージ「ＭＩＴＥＮＥ」（ミテネ）導入 当社初
お子さまたちのキラキラとした笑顔は、見ている人の気持ちを朗らかにし、元気にするパ
ワーを持っていると考えています。ＳＣ内のキッズ広場を充実することで、ご利用いただく
お子さまの成長を地域みんなで見守りつつ、全ての人がいきいきと暮らせるよう、３階キッ
ズコーナーに、約１５０インチの顔認証ＡＲ搭載のデジタルサイネージ「ＭＩＴＥＮＥ」
（ミ
テネ）を導入します。
（１）具体的な機能
デジタルサイネージの前で動く人の性別や年齢層、表情を自動認識し、映し出され
る人の動きに合わせてイラストや映像がリアルタイムに追加さるシステムです。
（２）あそび方
デジタルサイネージに映った自分の動きに合わせて現われる動物や風船、被り物な
どと一緒に体を動かすことにより、一人でも大人数でも遊ぶことができます。
（無料）
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３． 三世代コミュニケーション型アミューズメント
「アミューズメントカフェ プレビ」の導入 鹿児島県初
シニア世代、パパ・ママ世代、キッズ世代の三世代のカルチャーが
感じられ、それぞれの世代の思い出話と交流が生まれるコンセプト
カフェです。こどもの遊び場と、大人がくつろいだ時間を過ごせる
カフェ、キッズからシニアまで楽しめるカラオケ、様々なことが体
験できるスタジオが融合した日本初の施設です。
（１） キッズスマイル
① ふわふわボールプール
他の施設でも人気のボールプールで遊べるコーナーです。
大人は近くに設置した見守りスペースで休憩しながら、新
たなママ友やパパ友をつくる場としてもご活用いただけま
す。
② お砂場
お子さまの創造力を伸ばし、知的好奇心を満たしてくれる
室内砂場です。砂には、白くてさらさらとした「ホワイト
サンド」を使用することで、お洋服を汚すことなく、衛生
的に遊ぶことができます。
③ はいはい広場・知育玩具
０歳から２歳までの小さなお子さま専用のスペースです。
発達段階に合わせた知育玩具を安全な環境でお楽しみいた
だけます。

（２） カフェ
お子さま連れのお客さまが安心してご利用できるカフェ
です。お子さまがキッズスマイルで遊ぶ様子を見守りなが
らゆっくりとくつろぐこともできるカフェです。
（３） カラオケ
最新の機種を導入したカラオケルームが 6 部屋あり、キ
ッズからシニアまでグループで楽しむことができます。三
世代でくつろいで歌うことができます。
（４） スタジオ
気軽に〝お子さまやお孫さんと一緒に色々なコトを楽し
みたい。＂というご要望にお応えし、様々な年齢のお子さ
まと一緒に楽しめるイベントやカルチャースクールを開催
し、三世代で楽しめる場をご提供します。また、パーティ
ールームとしても使用することも可能です。
＝イベント開催例＝
カラオケ大会、ワークショップ、屋内型卓上カーリング「カ
ーレット」など
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４． トイレトレーニングを応援するキッズトイレコーナー設置 鹿児島県初
子育て中のママやパパの大きな悩みの１つに、トイレトレーニング（オムツはずし）が
あると言われています。内装デザインをママ世代にも馴染みのあるサンリオの人気キャラ
クター「ハローキティ」とコラボすることにより、ママ世代にも快適にお過ごしいただき
つつ、お子さまも、自らが行きたくなるような空間を演出しました。
＝ トイレ内デザインについて ＝
女性用トイレでは、姶良市の花「やまざくら」とハ
ローキティがお出迎えし、ハローキティがフローラル
な空間を演出します。男性用トイレ内では、姶良市の
木「クスノキ」の草冠とディアダニエルがお出迎えし、
可愛くも、フレッシュで鮮やかな空間を演出します。

女性用トイレ

男性用トイレ

キッズトイレ

みんなのトイレ
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５． 毎日でも姶良市をサポートできる「姶良きんこうＷＡＯＮ」の取り扱い開始
２０１６年３月８日より、当ＳＣを含む九州地区のイオングループ約１４０店舗にて、
イオンの電子マネー「姶良きんこうＷＡＯＮ」の販売を開始します。毎日の暮らしの中で、
お買物などのお支払の際に「姶良きんこうＷＡＯＮ」をお使いいただくことで姶良市をサ
ポートできる仕組みです。
（１）電子マネー「ＷＡＯＮ」とは
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。
発 行 手 数 料：３００円／枚
発 行 場 所：九州地区のイオングループ店舗約１４０店舗（順次全国販売）
チャージ可能金額：上限５万円（１回あたりのチャージ金額上限は２万９,０００円）
ポ イ ン ト 付 加：ご利用金額２００円で１ポイント加算
ポ イ ン ト 還 元：１ＷＡＯＮポイント＝１円 ※有効期限あり
利 用 可 能 箇 所：全国約２４万１，０００カ所
（内、自動販売機、宅配ドライバー端末約１４万３，０００カ所）
※ＳＣ内でも、一部使用できない店舗もございます。
（２）寄付について
イオングループは、全国のＷＡＯＮ加盟店で「姶良きんこうＷＡＯＮ」を使って
支払われた金額の０．１％を姶良市に寄付し、姶良市の子育て環境の推進と産業振
興、地域活性化事業にお役立ていただきます。

錦江湾の自然とファミリーの調和を表現

特別天然記念物、日本一の巨樹「蒲生の大ク
ス」と、国の指定文化財である「龍門司坂」
の歴史と文化の調和をデザイン

６． 姶良市の情報掲示板の設置
暮らしやすいまちづくりを目指し、３階フードコート側トイレ前通路に、姶良市専用掲
示板を設置し、姶良市の旬の情報をお届します。
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■ インバウンド対応の取り組み
鹿児島県は、２００７年に大型観光船が優先的に利用できる国際観光船ふ頭「マリンポー
トかごしま」の整備を行い、国内外からの沢山の観光客を受け入れています。また、航路に
関しても、２０１２年の鹿児島―台北線就航以降、韓国、台湾、上海とも就航し、年々、訪
日観光客が増加しています。当ＳＣでは、多くの訪日観光客の皆さまにも、快適に、日本ら
しい文化とサービスをお楽しみいただけるＳＣづくりに努めております。
1.多言語対応タブレットを活用した「アテンダー」®が誕生 九州沖縄地区初
イオンディライト株式会社が提供する新しいスタイルの館内巡回型、総合案内人「アテン
ダー」®が施設内を巡回し、多言語タブレットを活用して訪日観光客へのＳＣ内フロア案内や
観光アクセス案内、フライト情報等のご提供を行います。
専門の接遇研修を受けた「アテンダー」®が、地域にお住まいの方はもとより、国内外から
のお客さまへ“おもてなしの心”でお迎えし、お客さまから寄せられる様々なご意見・ご要
望を承ります。同時に「警備、設備、清掃」視点と「お客さま」目線で館内の安全・安心・
快適性をご提供します。
＝タブレットの機能内容 ＝
タブレット端末には、お客さまとの接客サービスをスムーズにサポートするための、ワ
ンタッチで通訳オペレーターにつながる映像通訳サービスを搭載しています。日本語と
外国語が話せる専門の通訳スタッフと、Face To Face でお話しすることができる為、お
互いの顔や表情を見ながら、微妙なニュアンスや、機械では判別が難しい内容も認識す
ることが可能です。通訳オペレーターは、英・中・韓・タイ・ロシアの５か国語に対応
しており、さまざまな国籍のお客さまへの対応を行います。

２．訪日観光客（韓・中）にも快適にお過ごしいただけるよう接客研修を実施 当社初
２０１６年３月３日（木）
、主に韓国と中国からお越しの訪日観光客の方に、日本式の、
笑顔と気遣いによる細やかな接客対応の中で快適にお過ごしいただけるよう、当ＳＣに
ご出店いただく全専門店店長を対象に、日本語と韓国語、中国語による接客研修を行い
ます。
３．全館Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉの設置
訪日観光客の方に、自国にいるような快適なインターネット接続環境をご提供す
るため、当ＳＣ内全館で使用可能なＦｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉを設置します。当ＳＣ内にて
気軽に情報検索や、ＳＮＳをご利用いただけるようにすることにより、国内外の日本
ファンの増加と更なる訪日観光客の増加を目指します。
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４．専門店１４店舗が免税対応
パスポートをお持ちの訪日観光客の方に、当ＳＣ内の免税
対応の専門店にて商品をご購入頂いた場合、各専門店内に
設置の免税カウンターにて、購入記録票の作成やパスポー
トチェックなどを行うことにより免税手続きを行います。
５．海外発行カードがご利用可能なイオン銀行ＡＴＭを２台設置
イオン銀行ＡＴＭでは、MasterCard、Maestro、Cirrus、銀聯、VISA、PLUS の 6 種類の
海外発行カードで日本円のお引出し、残高照会のサービスをご利用いただけます。
また、海外カードの利用時のＡＴＭ画面を５言語対応[英語、中国語（簡体字、繁体字）、
韓国語、ポルトガル語］しております。

６．ＳＣ内全専門店に中国銀聯の決済システム導入
当ＳＣは、訪日観光客の皆さまにも、スムーズにお買物をお楽しみいただくため、中
国銀聯の決済システムを導入します。
銀聯カードとは、中国人民銀行（中国における中央銀行）が主導となって設立した中
国における銀行間決済ネットワーク会社です。中国国内の各銀行は、「銀聯ブランド」
のマークを付与したキャッシュカード（以下、「銀聯カード」）を発行しており、訪日
観光客皆さまは、この銀聯カードの持つデビットカード機能を使うことにより、キャ
ッシュレスでお取引が可能となります。

■災害発生時の安全・安心サポートの取り組み
１．津波避難を含む「災害時における防災活動協力に関する協定」を締結
イオンタウン株式会社及びイオン九州株式会社は、津波を含む災害が発生した際に、速
やかに官民一体となり被災者・避難者に対応をするため、２月１２日（金）
、姶良市「災
害時における支援協力に関する協定書」を締結いたします。災害発生の際は、近隣にお
住まいの皆さまはもとより、観光客や通勤通学途中の皆さまの一時避難場所として、皆
さまに安全と安心をご提供いたします。
２．年２回、地域行政と連携した防災訓練を実施
２０１６年３月５日（土）
、万が一の際に、従業員が速やかにお客さまを安全な場所へ
誘導できるよう、地域行政の皆さまと共に、ＳＣ従業員代表約５００名にて防災訓練を
行います。オープン後には、毎年２回、定期的に訓練を実施し、地域の安心ステーショ
ンとなれるよう努めてまいります。
３．断水・停電時に備え受水槽に直結水栓（蛇口）を設置
断水・停電時に備え、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。
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■人に優しいＳＣとしての取り組み
私たちのＳＣの基本は、国籍・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、訪れるすべての方々
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． 姶良市にお住まいの方の為に「福祉車両」贈呈
イオンは、障がいをお持ちの方の自立と社会活動への参加促進、障がい者福祉の向上
を図ることを目的に、１９７７年に「イオン社会福祉基金」を設立しました。
この基金は、労使双方が一人当たり５０円ずつ（労使双方で
１００円）積立てるもので、
「福祉車両の贈呈」
「ボランティア
活動」を柱とした社会福祉活動を行っています。当ＳＣにおき
ましても、２０１６年３月１日（火）
、社会福祉法人 姶良市社
会福祉協議会へ「福祉車両の贈呈」を行います。また、ボラン
ティア活動として地域の施設を訪問し、クリスマス会などへの
参加を通じて施設の方々との交流を図ってまいります。
＜１９９７年～２０１６年１月末までの実績＞
姶良市への福祉車両贈呈は全国６４台目（内、九州・沖縄エリアとしては８台目）

２．人に優しいＳＣづくりのために「認知症サポーター」約３６０名養成
イオンは、従業員が認知症への理解を深め的確な対応を行うことで、ひとりでも多くの
お客さまが、店舗で快適にお過ごしいただけるよう、２００７年より厚生労働省とＮＰ
Ｏ法人「地域ケア政策ネットワーク」が協働で推進している認知症サポートの取り組み
に、グループを挙げて参画してきました。当ＳＣにおきましても、イオン姶良店従業員
約２５０名と専門店代表約１１０名、総勢約３６０名を対象に「認知症サポーター養成
講座」を実施いたします。今後も、従業員が、お客さまを的確にお手伝いできるホスピ
タリティ溢れる「認知症サポーター」となり、地域の皆さまとともに安心して暮らせる
まちづくりを目指してまいります。
（１） 認知症サポーターの目的
近年の高齢化に伴い、現在、認知症の方は、全国で約４６
２万人と言われております。今後益々の高齢化に備え、以
下の知識の習得と接客方法を学び、認知症の方やその家族
を温かく見守り、以下のサポートが行えるように努めます。
・認知症の方がご来店された際は、気配り、心配りのある適
切な対応を行う。
・認知症の方の状況に合わせ、地域の専門家へ協力要請を行
う。
・地域活動の一環として、自治体・ＮＰＯ・民間の介護施設等と協働で活動を行う。
・認知症のご家族を持つ従業員が、介護の場で役立つ知識を得ることが出来る。
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（２） 認知症サポーター養成講座内容
・認知症に関する知識の習得。
・レジや売場など、身近な場面での対応事例に基づき、各自が自分の問題と捉えて認
知症のお客さまを接客する際にどのように行動するべきかを考えます。

３．ＡＥＤ（自動体外式除細動器）をＳＣ内４カ所に設置
心肺が突然停止した際に電気ショックを与えて蘇生を行うＡＥＤを、ＳＣ内４カ所に設
置し、緊急時に備えます。
４．誰にでも「見やすい・わかりやすい」を追求した案内表示板の設置
施設の計画にあたり「わかりやすく、使いやすい」をめざし、ご高齢の方や訪日客に
も直観的に理解しやすい表示サインの色・サイズ・デザイン（絵柄）とするため、各法
令遵守は勿論、当社独自での改良を重ねました。また、海外からのお客さまにも快適に
お過ごしいただけるよう、共用部分のご案内表示物は４か国語表記（日本語、英語、中
国語、韓国語）といたしました。
５．高齢化社会に対応し無料車いす（ＳＣ内利用専用）を１０台配備
ご高齢の方やお身体が不自由な方にも、お買物やイベント見学を快適にお楽しみいただ
けるよう、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、ＳＣの各入口
に合計１０台配置いたします。ご希望の際は、中央入口付近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声掛けください。
６．お身体が不自由な方の為の登録者専用駐車場「ハートゲート」を９台設置
平面駐車場に、専用リモコンで開閉する、お身体が不自由な方専用の駐車場を９台設
置いたします。
＝ お申込み方法 ＝
イオンタウン姶良管理事務所
ＴＥＬ：０９９５－６７－６４００
（３月８日より開通予定）
※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。

７．お客さまの声をＳＣ運営に取り入れる為の「ご意見承りＢＯＸ」設置
館内に「ご意見承りＢＯＸ」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ＳＣ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。
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当ＳＣにおきましても、２０１６年２月２０日（土）、
近隣にお住まいの皆さま約９００名にご参加いただき、
姶良市の花である「やまざくら」や「つつじ」などの「ふ
るさとの木」の苗木、全３４種類、約６，０００本を植
樹いたします。

２．古紙リサイクルポイントシステム「ｅｃｏｍｏ」導入！
お子さまにも、楽しく、気軽に環境社会貢献活動を行
っていただくため、中央入口付近に古紙ポイント変換シ
ステム「ｅｃｏｍｏ」を設置します。回収した古紙は、
１㎏＝１ＷＡＯＮポイント（１円）として換算し、お客
さまがお持ちのＷＡＯＮカードにポイントを付与いた
します。古紙リサイクル活動を通し、お子さまへの環境
教育をサポートいたします。※３月２５日より運用開始
３．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：平面駐車場（車スロープ下） 設置台数：3 基（急速１、普通２）
４．ソーラーパネル約６０ｋｗ（４２５㎡）
ＣＯ２排出量削減と災害に強い街づくり（セーフティ
シェア）の為、屋上に発電容量約６０ｋｗのソーラーパ
ネルを設置いたしました。発電された電力量は、１階レ
ストラン側トイレ前通路の「エコインフォメーション」
のモニターに表示し、皆さまに、エコへの取り組みを身
近に感じていただけるような仕組みとなっております。
また、ソーラーパネルで発電した電力は施設照明の一部
に利用するため、停電時にもみなさまの足元を照らしま
す。最大年間削減ＣＯ２量：１８．８ｔ／年
５．ガスコージェネレーションシステム導入
ガスで発電すると同時に、ガス発電の際に排出される熱を給湯として活用するガスコ
ージェネレーションシステムを導入します。クリーンな天然ガスを利用することで、
環境配慮に努めます。
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■地域活性化の為の取り組み
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。イオンタ
ウン姶良におきましても、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）
・福祉の増進を図る活動
・環境保全・環境学習の推進を図る活動
・街づくりの推進を図る活動
・文化・芸術の推進を図る活動
・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 ＝
イオンタウン姶良管理事務所 ＴＥＬ：０９９５－６７－６４００
（３月８日より開通予定）

２． 地域参加型イベントの積極開催
１階のイベント広場「森のコート」
（約１８０㎡）と３階キッズパークを活用し、地域
密着型の参加型イベントなどを開催し、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、新たな趣味のヒントをご提案できるよう努めてまいり
ます。
（１）地域の皆さまのコミュニティの場としてのステージ活用をご提案
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をご提供します。
（２）新しい発見やひらめき、新たな趣味のヒントをご提案
できるようイベントテーマの募集を行い、見るだけで
はなく、自ら参加して楽しめる、参加型イベントを積
極的に開催します。
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＝ ステージでのイベント開催申込み先 ＝
イオンタウン姶良管理事務所 ＴＥＬ：０９９５－６７－６４００
（３月８日より開通予定）
（３）訪日観光客の方にも日本の伝統文化をお楽しみいただけるイベントの開催
当ＳＣでは、訪日観光客の皆さまにも「何度も気軽に立ち寄りたい場所」と思ってい
ただけるよう、お買物だけではなく、日本文化を見て・体験して、五感でお楽しみいた
だけるイベントを積極的に開催いたします。
＝ イベント例 ＝
・日本式節句体験（正月・ひな祭り・五月節句・七夕）
・茶道体験会
・着物体験＆写真撮影会
・琴、三味線等和楽器による演奏会
・鹿児島県・全国の物産展
・日本人気アニメ撮影会

■ 専門店について
姶良市は、比較的若い子育てファミリーの流入が多く続く地域であるため、最新の情報や
トレンドに敏感な感度の高いファミリーがお住まいの地域であると捉えております。また、
全国の他の地域と同様、５０歳代以上の方も多くお住まいであるため、その両方の皆さまに
喜んでいただけるような専門店構成としました。
＜メインターゲット＞
都市ライフスタイルに憧れる２０歳代後半～４０代を中心とした若いファミリー層とし、
最新の情報やトレンドを発信します。
＜サブターゲット＞
有意義な時間を過ごせる場や交流の場を求めている商圏内（お車で約６０分）にお住ま
いの５０歳代以上の成熟した大人（アダルト・シニア層）とし、その大人達のニーズを
喚起する豊かな体験をご提供します。

メインモールイメージ

フードコートイメージ
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１．核店舗「イオン姶良店」について

「くらし・楽しみの街・姶良」の原動力へ！
「イオン姶良店」では、人生をさまざまなスタイルで楽しむＧ.Ｇ世代から、子育て・仕
事に忙しいファミリー世代まで、幅広い年代の皆さまのニーズにお応えできる店舗としてイ
オンの新しい専門性に特化した提案型の売場で鹿児島県央・北部の地域特性にあった売場編
集に取組みました。
イオン姶良店は「鹿児島県央・北部のタウンセンター」の中心施設として、また、姶良・
霧島エリアＮｏ.１のＳＣとして生まれ変わり、
「くらし・楽しみの街・姶良」の原動力とな
ります！

「地元にいちばんうれしいお店へ」の実現に向けて
従業員心装の取組み
イオン姶良店では「明るく（積極的な考えで）
、楽しく（自立的に）
、元気良く（スピード
感をもって）お客さまをお迎えする企業風土づくり」をコンセプトに従業員のＣＳ力向上に
努め、初心に立ち返り心装新たにお客さまをお迎えいたします。認知症の正しい知識と対応
方法を学ぶ「認知症サポーター研修」を全従業員が受講し、認知症の方、及びご一緒にご来
店のお客さまやそのご家族に、必要なサポートが出来る体制作りを目指します。また、お一
人でのお買物に不安をもたれる方のお手伝いの為の専門知識と技術を持つサービス介助士
の増員に積極的に取組み、ご来店いただく全てのお客さまにご満足していただける環境を目
指します。
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アパレル：ワンランク上の高品質・高付加価値商品の提案と
「自分らしさ」を発見する売場へ
◆メンズコーナー◆
九州初！メンズ服飾ブランドコーナー
「ＭＡＲＣＨＥ ｂｌａｎｃ」
イオンが提案する新メンズ服飾ブランドコーナー「ＭＡＲＣＨＥ ｂｌａｎｃ（マルシェ ブ
ラン）
」
。都市型百貨店でしか買えなかった有名ブランドの商品や、メイドインイタリー、メイ
ドインジャパンなどの本物志向商品の品揃えを実現することで、グレードアップした大人の男
の雑貨をご提案いたします。

すべての男性にかっこいいボトムを「エドウィン」
「すべての男性にかっこいいボトムを」をコンセプトにジーンズブランドとして認知度の高
い「エドウィン」をコーナー展開。今までのボトム売場で満足できなかったお客さまに、素材・
スタイルにこだわったジーニングスタイルを、確かな履き心地と追及したシルエットでご提案
いたします。定番の４０２,４０３シリーズから、トレンドの「ジャージーズ」はチノ/カーゴ
を品揃え。シーズン商品は春夏のクールボトムやショート丈など幅広く展開いたします。また、
レギュラーサイズは２８インチから３６インチまで、イレギュラーサイズは３８インチから４
３インチまでを取り揃え、すべての男性が自分らしく着こなせるボトムをご提案いたします。

◆レディースコーナー◆
鹿児島最大級のゆったりサイズコーナー
従来のゆったりサイズの品揃えに鹿児島では初の取扱いとなるＮＢブランドショップ「ｂi
ｔｔｅr ｓｙｒｕｐ（ビターシロップ）
」とヤング世代をターゲットにしたぽっちゃりサイズの
「ｎｏａｎｎｕ（ノアンヌ）
」をプラスし、鹿児島最大級のゆったりサイズコーナーを展開いた
します。リアル店舗ならではの実物を試しながらのおしゃれなコーディネートをお楽しみいた
だけます。またノアンヌのインターネットサイトでは全身コーディネートをご紹介しています。
http://fashion.aeonsquare.net/noannu/
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ボディラインの悩みを解消！ランファンコーナー
お客さまに最適なサイズ提案を実現するため、ブランドに捉われない売場展開を実現しま
した。それぞれの販売員がお客さまのライフステージの変化に伴い発生するボディラインの悩
みを解消するお手伝いをいたします。またランジェリーを雑貨感覚で楽しみたい方には、カラ
ーバリエーションが豊富でかわいいカジュアルランファンをご提案いたします。

プチギフトにぴったり！ハンカチギャラリー
最近では感謝の気持ちをギフトで送る場面が度々訪れます。例えば女子会やママ会、お誕生
日会のゲストへ、ホストより記念のプチギフトをお渡しする機会も増えてきました。そんな時、
日々使用するハンカチはプチギフトにぴったり。ハンカチギャラリーでは「コスチュームアー
ティスト ひびのこづえ」の自然をモチーフにしたテキスタイルデザインのハンカチや小物を
トータル展開いたします。

★キッズ・ベビー売場★
マタニティライフのサポートから、新生児の為の安全・安心な
商品の品揃えを実現するベビーコーナー
ベビーコーナーでは、マタニティライフを快適に過ごすためのサポートグッズや、新生児の
ための安全・安心な商品の品揃えを強化しました。ベビーギフト雑貨の「ベビーポケット」で
は、遊びながら学べる知育玩具を中心としたギフト商品を取扱い、タッチ＆トライによる「触
れる」
「試せる」空間で３世代が楽しめる輸入雑貨コーナーを展開いたします。「エンゼル」コ
ーナーではご出産をむかえる妊婦さまへの専門アドバイザーによるご出産準備品のお手伝いや
快適なマタニティライフのご提案をいたします。また、赤ちゃんとママによりそって９０年あ
まりの歴史をもつ「チャックルベビー」ではご出産準備品・ギフトのご提案をいたします。う
ごきやすく・はきやすいジーニングショップ「ボブソン」のコーナーでは８０㎝～１３０㎝ま
での幅広いサイズ展開でお子さまの成長にあわせた商品をお選びいただけます。

プレティーンズは要チェック！「かわいい」
「クール」を
叶えるキッズコーナー
キッズ売場ではプレティーンズをターゲットに、
「かわいい」「クール」をテーマにした品揃
えをいたします。女の子に人気の小学生向けファッション誌にも掲載される「ＰＯＰＡＧＥ」
ではそれぞれの個性を表現できるコーディネートをお楽しみいただくと同時におしゃれの幅が
ぐっと広がります。またママのお化粧にあこがれる女の子の夢を叶えるコスメ雑貨売場が登場。
化粧品・化粧道具・ネイルシールなどは安全性を最優先で取り揃えていますので、安心してご
利用いただけます
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どんなおもちゃか遊んでみよう！
触れて楽しい体験型ホビーコーナー
おもちゃ売場では、お子さまが触って遊び心地を確かめていただける体験型の売場をご提案
いたします。
「バンダイキャラクターワールド」では男の子に人気の「動物戦隊ジュユオウジャ
ー」
、
「仮面ライダーゴースト」のおもちゃや、女の子に人気の「魔法つかいプリキュア」のお
人形や変身グッズ、変身プリチュームやぬいぐるみ等を品揃えし、一部の商品についてサンプ
ルをご用意いたします。
「トミカ・プラレールタウン」ではプラレールでミニカーや電車が走る
ジオラマを設置し、おもちゃが動く様子をみながら専用スペースで実際にお試しいただけます。
また、おじいちゃん・おばあちゃんがお孫さんに買ってあげたいおもちゃＮｏ.１の木製玩具コ
ーナーでは、木の特徴である優しくてぬくもりのあるさわり心地を活かしたおもちゃを５０種
類以上品揃えいたします。

住居余暇：キーワードは「ウェルネス」と「ナチュラル」。
ライフスタイルをより豊かに、楽しく、美しく
健やかに導く商品を提案する売場へ
鹿児島最大のウェルネス寝具コーナー！
質の高い睡眠を実現する環境をご提案いたします
高機能マットレスとしてイオン九州が自信を持っておすすめするのは、イタリアンメイドの
「マニフレックス」
。健康な眠りの実現の為、商品の基礎知識をマスターした従業員がお試しコ
ーナーでの体験を通してお手伝いをいたします。その他にも多数の快眠寝具も品揃えし、人間
の一生のうち３分の１を占める睡眠を総合的にサポートいたします。

体にうれしい！話題のスーパーフード
鹿児島県産健康食品コーナー
健康志向の高まりとともに最近注目をされている「スーパーフード」
。イオン九州では福岡県
糸島市の「カルナスーパーフード」の商品をピックアップしお客さまへご提案いたします。ス
ーパーフードとはビタミンやミネラルなどの栄養素を多く含む食品で、不足しがちな栄養素を
毎日の食生活にプラスすることで補うことができます。また、地元鹿児島の坂元醸造株式会社
の黒酢を始め、鹿児島県産の健康食品を展開いたします。
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ナチュラル＆オーガニックコスメコーナー
ナチュラル＆オーガニックコスメコーナーでは自然派志向のライフスタイルを応援するコス
メやフードをご提案いたします。オーガニックコスメコーナーでは鹿児島県佐多岬近辺に自生
する植物などの自然の恵みから生まれた鹿児島発「佐多岬オーガニクス」の商品を品揃えいた
します。一日の始まりを植物の清々しい香りでスタートし、終わりは自然の優しい香りでリラ
ックス、そして心をリセットしましょう。個々のライフスタイルにあわせたナチュラルライフ
を応援します。

Ｇ.Ｇ世代の身近な運動をサポートする
ライトトレーニングコーナー
下半身の筋力、骨、関節の衰えにより「立つ」
「歩く」といった機能が低下してしまう「ロコ
モティブシンドローム」
。イオン九州では「ロコモティブシンドローム」の解消を「ライトトレ
ーニングコーナー」にてご提案いたします。２本のポールを使うウォーキングで、その手軽さ
と全身運動効果の高いエクセサイズとして注目度の高いフィンランド発祥の「ノルディックウ
ォーク」コーナーや、トレーニングに必要な身の回り品やサプリ・水分補給食品などを総合展
開いたします。また定期的なウォーキングイベントを計画し、トレーニングを継続しやすい環
境や情報をご提供いたします。

イオン九州最大規模！調剤薬局コーナー
イオンでは「ヘルス＆ウェルネス」を推進しています。地域の「かかりつけ薬局」の位置づ
けとしてイオン九州最大規模の調剤薬局コーナーを開設いたします。併設する「ヒーリングコ
ーナー」ではサウンドヒーリング協会が推薦するヒーリングバイブレーションを実際にお試し
いただけます（薬剤師在中時間）
。音楽の響きを心地よい体感振動にして体に伝え、自律神経の
バランス・免疫力向上に役立ちます。また「セルフチェックカウンター」では体組成計・血管
年齢計・血圧計の３つの測定機器を導入し、お客さま自ら健康チェックできる環境をご提供い
たします。

京セラ鹿児島川内工場との取組み
インバウンド需要にも対応！キッチンコーナー
キッチンコーナーでは、地元企業との取組みとして京セラ鹿児島川内工場で生産されている
セラミックキッチン用品のコーナー化を実現しました。インバウンドで来店される海外のお客
さまに「メイドインジャパン」の優れた商品をご紹介いたします。ハンドルカラーがかわいい
「カラフル」キッチンシリーズはさびない、漂白除菌ができるなど、
「カワイイ」に使い勝手の
良さが加わったキッチン用品です。大好きな色を取り入れることでキッチン時間に楽しさをプ
ラスしてみましょう。その他、大人気のウェブサイト「クックパッド」とのコラボレーション
アイテムもご紹介いたします。
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忙しいＯＬさんや主婦のかわいい味方
女子文具コーナー
女子文具コーナーでは、忙しいＯＬさんや主婦の皆さまの事務仕事にユーモアとヒラメキを
与える、持っていると嬉しくなるかわいい文房具を厳選して品揃えしました。ＯＬさんには事
務作業に使って愉しくなるカラーバリエーション豊富な文房具や、気分転換のお友としてキュ
ートな小物など、お仕事中に少しだけ笑顔のエッセンスを加える文房具や雑貨をおすすめしま
す。主婦の皆さまにはスケジュール帳や家計簿など日々の生活の中で管理する帳票などを色々
なモチーフのシールやスタンプなどを使って自分好みに編集できるアイテムをご提案いたしま
す。

店頭に品揃えしていない商品の
取り寄せ・店頭受け渡しができる「タッチゲット」サービスの導入
専用のタブレット端末を使い、店舗にない商品もお取り寄せ、店頭でのお受け取りやご自宅
にお届けすることができる「タッチゲット」サービスをインテリア、寝具、収納用品や大型ベ
ビー雑貨など約８，２００アイテムを展開します。
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食品：「個・少量」「こだわり」「安全」「地元」「健康」を
提案する地域Ｎｏ.１の食品売場へ
全国銘店１２ブランドを新規導入！
幅広い用途に対応する銘店コーナーへ
銘店コーナーは、イオン九州初の「日本橋長兵衛」
、鹿児島県初の「フリュイデセール（鹿鳴
館）
」を含めた全国銘店ブランドの導入で和から洋まで幅広い用途に対応できる銘店売場へ生ま
れ変わります。また、鹿児島手土産コーナーを新設し、鹿児島にて親しまれている「花林糖饅
頭」を代表商品とする薩摩じねんやの商品や地場メーカーの手土産品を導入し、観光や帰省の
際にご利用いただける地域一番の手土産コーナーを実現します。

全ての年齢層が満足するデリカコーナーへ！
お惣菜のコーナーでは、地元で親しまれている味付けで調理した和惣菜・魚惣菜の品揃えに
取組み、地元のお客さまにおいしくお召し上がりいただける商品を充実いたします。お弁当コ
ーナーでは、女性やシニアの方にご満足いただける小容量のお弁当の品揃えを強化いたします。
「パン工場」では店内で注文を受けてから焼き上げるピザ売場を併設しリーズナブルな価格で
本格的な焼き立てピザをご提供いたします。またイートインコーナーではドリップコーヒーと
ドーナツを販売し、気軽にご利用いただける休憩所としてご利用いただけます。

「世界」
「全国」
「九州」
「鹿児島」を切り口に
地域Ｎｏ.１加工食品売場に挑戦！
加工食品では、
「世界」
「全国」
「九州」
「鹿児島」を切り口に売場を編集いたしました。世界
のコーヒー、オリーブオイル、パスタ、ワインを品揃えし、新しい食文化をご提案いたします。
和菓子やレトルトカレーは全国の人気商品を品揃えし、味噌や醤油などの基本の調味料は、鹿
児島はもとより、九州全域よりイオンが自信を持っておすすめする商品を品揃えいたします。
また、Ｇ.Ｇ世代への対応として、調味料・嗜好品を中心に「こだわり」
「地場」の食品を強化
し、クイックフーズを中心に「個食・少量」な簡便食品をご提案いたします。

親しみ深い地元の味の品揃えを強化した
日配食品コーナー
和風日配コーナーでは、地元の味を大切に育んできた地元企業の商品を展開いたします。お
豆腐では昭和２４年創業の「株式会社いわきり」、お漬物は切り干し大根を使った山川漬が人気
の「株式会社山川食品」の商品を品揃えいたします。また、地元の「河内源一郎商店」の米麹、
無添加の甘酒、麹入り糠みそを新規で品揃えしました。その他にもラーメンに親しみの深い文
化を考慮し、鹿児島市、志布志、串木野の名店のラーメンを取り揃えた「鹿児島らーめんのれ
ん街」をコーナー化。ご家庭でいつでも鹿児島らーめんをお楽しみいただけます。
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地元企業の情報発信と販路拡大を目指した
「伊佐牧場」コーナー
デイリーコーナーにおいては地元発掘商品として「鹿児島の北海道」と呼ばれる鹿児島県伊
佐市で酪農とチーズ製造をメインに行っている「伊佐牧場」の商品をコーナー展開いたします。
伊佐牧場では日本人の味覚にあう美味しいチーズを製造する為、お米を食べて育った牛のミル
クをフランスから招いたチーズ職人の熱意と技術によって製造をしています。地元企業の情報
発信と販路拡大の場を設けることで地域活性化に貢献します。

簡単・便利

冷凍食品コーナー

冷凍食品売場では料理にかかる時間と手間を短縮できるレディーミールをご提案いたします。
イオンのプライベートブランド「トップバリュおかずのワントレー」シリーズは３種類のおか
ずで構成されており、電子レンジで簡単に調理することができます。手間暇のかからないバラ
ンス良い食事をお手頃な価格でご提供いたします。その他、トップバリュグリーンアイを中心
とした有機冷凍野菜や、カロリー、糖質等を抑えたアイスクリームなど健康に配慮した商品を
取り揃えます。

全国の名産和菓子を常時３０品目品揃え！
ほしい分だけ・食べたい分だけを叶える「かすみ庵」コーナー
和菓子のコーナーでは「ほしい分だけ・食べたい分だけ」を叶える小分け・適量サイズの和
菓子をご提案いたします。
「かすみ庵」コーナーでは、鹿児島本家文旦堂のかるかん、京都井筒
八ッ橋本舗の生八ッ橋、仙台甘仙堂のゆべしなど全国の名産和菓子常時３０品目程品揃えし、
ご自宅でのお茶会からおやつまで幅広い用途でご利用いただけます。また郷土菓子として人気
の高いふくれは福山黒酢の「桷志田」を使用したこだわりの商品を量販店では初めての取組み
として食べやすいサイズでご提供いたします。

地元の新鮮お野菜やイオン九州が取り組む
「九州力作野菜」で幅広い選択肢を提供する農産コーナー
お野菜コーナーではＪＡあいら有機部会、ＪＡあおぞらを中心とした農産市場コーナーをリ
ニューアルいたします。また、イオン九州が主体となり、イオングループで取組んでいる「九
州力作野菜・果物」プロジェクトにおいて各地のイオン直営農場で育てられた新鮮な野菜を品
揃えいたします。またイオンの安全安心のトップバリュグリーンアイの品揃えで商品選択の幅
を広げます。
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毎週火曜日は新鮮な地獲れ鮮魚の朝市開催！お魚コーナー
鮮魚コーナーでは、毎週開催の火曜市において地獲れ鮮魚の朝市を開催し、地元の新鮮なお
魚をよりお求めやすい価格でご提供いたします。塩干物コーナーでは、地元「前浜鮮魚」加工
のこだわり商品の取組みを実施。鹿児島ならではの商材と製法にこだわった商品を品揃えしま
す。また、イオンのグローバル力を活かした仕入れにより、海のエコラベルで知られる環境に
配慮したＡＳＣ、ＭＳＣ認証商品の展開を実施します。

イオンだから提案できるこだわりのお肉コーナー
お肉のコーナーでは、鹿児島サンライズファームの「さつま姫牛」を取扱いいたします。地
元鹿児島の生産者の皆さまが一頭一頭大切に育てた「さつま姫牛」は肉のキメがこまやかでし
っとりまろやかな口当たりが特徴です。食の提案として「お肉のオードブル」を充実いたしま
す。鹿児島の食文化「鶏たたき」や「炭火焼」、洋風メニューの充実としてローストビーフを拡
大し多種多様な品揃えをいたします。豚肉や鶏肉のコーナーでは、
「鹿児島県産黒豚」や「赤鶏
さつま」などの鹿児島産食材や、イベリコ豚などのグローバル食材を取り揃え、安全安心なお
肉を幅広く品揃えいたします。

イオン姶良店専門店
創業明治十七年。国分とらやは、鹿児島のお土産を代表
とするかるかん万十をはじめ、多数の和菓子、洋菓子、焼菓
子を取りそろえております。
場
所：１階

さつま揚げの本場・鹿児島から作りたてのさつま揚げを全
国にお届けいたします。伝統と信頼を守り、「安心・安全・お
いしい」にこだわって製造しております。昔ながらの懐かしい
味と時代と共に創り出されたさつま揚げの融合をお楽しみく
ださい。
場
所：１階

大人も子供も遊べるアミューズパークです。ファンクラブ・イ
クジー会員募集中！スタッフ全員笑顔でお待ちしておりま
す。
場
所：３階
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２．その他の主な専門店について

１Ｆ 豊かな文化の発信と、個性的なライフスタイルを提案するフロア
都市型ライフスタイルに憧れる若いファミリー層のニーズにお応えする為、核店舗である
イオン姶良店の食品（スーパーマーケット、デリカ、リカ―、ベーカリー）と連動した専門
店４３店舗の一大フードゾーンです。イートインコーナーを併設しているため、開放的な空
間の中で、今話題のスイーツやお食事、お買いものをお楽しみいただけます。
◆ＪＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ ＤＯＮＵＴＳ（ジャックインザドーナツ）鹿児島県内初
オランダやベルギー・タイ・アメリカといった世界各国で食べ
られている直径１０～１２㎝の大きなドーナツをメインに販売し
ます。商品は、常時３０～４０種類。２か月に１度メニュー変更
するため、年間を通して新しいドーナツとの出会いをお楽しみい
ただけます。
◆日本全国のうまいものセレクトショップ「久世福商店」鹿児島県内初
日本各地には小規模ながら地元で愛される食品を造る誇り高き
生産者がいます。そんな造り手の皆さんと一緒に開発した だ
し・調味料・冷凍食品・お菓子・台所道具など約２，０００品目
を取り揃えております。
◆少し大人のファーストフード「バーガーキング」鹿児島県内初
世界１００ヶ国で１４，０００店舗以上を展開する世界第２位
のハンバーガーレストランです。バーガーキングのビーフパティ
は、直火焼きして肉汁を留め、余分な油だけを落とすため、とて
も香ばしい状態でご提供します。ジューシーなお肉の味が活きた
ビーフパティを是非ご賞味ください。
◆個性的なライフスタイルをご提案する「ＣＤＦエタンデュ」鹿児島県内初
シンプル＆モダンがコンセプトのインテリアショップです。
家具・インテリア・キッチン用品を中心にスタイリッシュな
ライフスタイルをトータルでご提案いたします。

◆採りたての牛乳や手作りの乳製品が自慢の「高千穂牧場」複合商業施設初出店
霧島山麓にある高千穂牧場のジャージー牛、ガンジー牛、ホル
スタイン牛たちは、おいしい空気・豊かな緑など大自然の恵みを
受けて、のびのびと育っています。 その牛たちから搾った牛乳や
手作り乳製品は、言うまでもなく絶品！また、昔ながらの製法で
丁寧につくるハム・ ソーセージなども自信をもってご提供します
ので、ぜひご賞味下さい。
◆新感覚商品で感動をご提供するお好み焼き屋「京ちゃばな」九州地区初
「これまでのお好み焼きに新たな感動を。」をコンセプトに個性
あふれる新感覚のお好み焼きをご提供します。他店で女性に人気
のトマトソースやアボカドソースを使ったお好み焼きや鉄板焼き、
一品料理を是非ご賞味ください。
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◆台湾まぜそば「麺屋こころ」九州地区初
東海地区で大人気の台湾まぜそばをご提供するラーメン店です。
汁なし、辛肉みそが特徴の台湾まぜそばは名古屋で大ブームとな
り、東京都内でも行列のできる店として人気上昇中です。

２Ｆ

話題のファッションと、楽しい暮らしを演出する趣味・娯楽のフロア

流行に敏感な女性やオシャレファミリーの為に、話題のファッションやグッズを取り揃え
た専門店２９店が皆さまのご来店をお待ちしております。毎日のお買物ついでに、カジュア
ルからフォーマルまで、気軽にオシャレ磨きをお楽しみください。
◆大人カジュアルをご提案する「マーブルインク」鹿児島県内初
「自由が丘カジュアル」を、結婚しても、子供を生んでか
らでも、自分らしく毎日をＨＡＰＰＹに楽しむ。そんな新し
いコンセプトに共感していただける女性を応援するブランド
ショップです。
エ

ク

シ

オ

ー

ル

◆痛みに敏感な人にも優しい脱毛・美顔サロン「Ｅｘｓｉｏｒ」鹿児島県内初
痛みに敏感だけど美を追求する女性やお子さま、男性にも利用可能な美顔とハイパース
キン脱毛のエステサロンです。毛根を高温で焼くのではなく、発毛因子に特殊な光を照射
することで発毛を抑えるので、火傷の心配がありません。医療機関にも導入されており、
敏感肌の方でも安心してご利用いただける脱毛機を使用しています。
ジーユー

◆いま欲しいスタイルを驚きの価格でご提供する「ＧＵ」
「ファッションを、もっと自由に」をコンセプトに、最旬
のトレンドアイテムを取り揃え、いま欲しいスタイルを驚き
の価格でご提供します。日本的な"カワイイ"を大切にして、
欧米のファストファッションとの差別化を図ります。誰もが
気軽に買える大人気商品が揃っている店づくりを目指します。
ハ ッ シ ュ ア ッ シ ュ

◆フレンチテイストをベースとしたおしゃれで可愛い「ＨＵＳＨＵＳＨ」
株式会社ワールドが展開している、ファッション感度の高
いニューファミリー層向けの業態です。〝お子さまやお孫さ
んと同じテイストで気軽にオシャレな日常を楽しみたい″そ
んなご要望にお応えするため、フレンチテイストの商品を沢
山取り揃えて皆さまのご来店をお待ちします。
◆人気の吉田鞄正規販売店「ポーター＆パッケージ」
ベーシックな高感度のレザーアイテムからトレンドをミッ
クスしたカジュアルな商品まで、豊富に商品を取り揃えてい
る店舗です。幅広い年代層の方に気軽にお立ち寄りいただけ
る店づくりを目指します。
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３Ｆ 新しい発見が毎日をワクワクさせるファミリー＆キッズフロア
〝なにげない日常の中で、三世代が楽しく触れ合い、遊びながら学べる場所をご提供した
い″そんな願いをこめたファミリーとキッズに向けたフロアです。同フロアには、当社初導
入の対話型デジタルサイネージや遠くに桜島を眺めながらお食事を楽しめるフードコート
を併設し、子育てママやパパにも喜んでいただける専門店を３９店舗誘致しました。
◆多世代コミュニケーション型アミューズメント「アミューズメントカフェ プレビ」の導入 日本初
お子さまから大人まで、世代を超えて遊びながら様々なこ
とを学ぶことができる、〝ママたちの「あったらいいな！」
を詰め込んだアミューズメントコーナーです。カフェ・カラ
オケ・スタジオ（イベント・カルチャースクール開催）を併
設した多世代で楽しめるアミューズメント施設です。
※詳細Ｐ５「県内一くらしやすいまちづくり」実現の為の
取り組み参照
◆昔なつかしい駄菓子が揃う「だがし家ちゃりんこ」鹿児島県内初
昔なつかしいお菓子が揃っている、お子さまからご年配の
方までが楽しめる駄菓子屋です。子ども会のイベントやパー
ティーなどの景品用駄菓子詰め合わせなどのニーズにも喜ん
で対応いたします。
◆ライフスタイルブックストア「未来屋書店」
書籍を中心に、文具やキッチン雑貨、リビング、バス、ト
イレ用品など、オシャレで楽しい商品を取り揃え、皆さまに
『本と共にある暮らし』をご提案するライフスタイルブック
ストアです。
◆こども写真城「スタジオアリス」
七五三、卒園、卒業、入学、お宮参り、百日祝い（お食い
始め）の記念写真撮影ならスタジオアリスにお任せ下さい。
スタジオアリスはいつでも撮れる「こども専門写真館」です。
衣装は常に５００着以上。新作衣装を年４回導入している
ので、何度ご利用いただいても新しい出会いをお楽しみいた
だけます。
◆女の子のための可愛いアイテムをご提供する「ハーズハー」
〝毎日をオシャレに楽しみたい″そんな女の子の為のかわ
いいアイテムを揃えた、バッグやアクセサリー、キャラクタ
ー雑貨などを取り扱う店舗です。いち早く〝旬″なアイテム
を導入し、お子さまや、可愛いモノ好きの大人の心までもを
つかむ商品をお届けします。

26

【専門店一覧】
屋号
核店舗

地元
企業

初出店

イオン九州

○

（６５）

魔猿城

お土産

鹿児島

シュー

洋菓子

鹿児島

デニュッシュバー

洋菓子

ビアードパパ

洋菓子

フェスティバロ

洋菓子

くだものカフェ

ジュース

鹿児島

久世福商店

だし・調味料・冷凍食品

鹿児島

高千穂牧場

ソフトクリーム

魔猿屋

和菓子

Green

免税

（１）

イオン姶良店 ★
物販

業種

Tea

Fields

鹿児島

鹿児島

鹿児島

茶

タピキング

タピオカドリンク

ジャックインザドーナツ

ドーナツ

ロマンドー

クレープ

ロマン

鹿児島
鹿児島

惣菜

サンマルクカフェ

ベーカリーカフェ

肉食採旬

肉惣菜

鹿児島

トゥレジュール

焙煎珈琲豆

鹿児島

Ｙモバイル

携帯

ソフトバンクショップ

携帯電話

Ｓーcode

モバイル

アル

造花

ゆめソーラー

太陽光

だがし家ちゃりんこ

駄菓子

花やしき

花

春日園

鹿児島
鹿児島

咲々コロッケ

イッシン

○

鹿児島

九州
鹿児島

鹿児島
鹿児島

ｌａ－Ｖｉｅ（アルビオン）

コスメ

CDF エタンデュ

家具、インテリア雑貨

マイまくら

寝具

未来屋書店 ★

書籍

鹿児島
鹿児島
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○

屋号

業種

地元
企業

kirakira

アジアン雑貨

ゴンゼレス

雑貨

鹿児島

Bspace

雑貨

鹿児島

アンジェリカ

雑貨

鹿児島

ストロー

生活雑貨

アレーズ

生活雑貨・アパレル

ワッツ

バラエティ雑貨

Ｃ＆Ｃ

ファンシー雑貨

ハーズハー

服飾・キャラクター雑貨

ザ・クロックハウス

時計

精光堂

宝石・時計

ＪＩＮＳ

メガネ

メガネのヨネザワ

メガネ・補聴器

アスビー ★

総合シューズ

ポーター＆パッケージ

バック

鹿児島

Ｆ.Ｏ.KIDS

キッズ

鹿児島

初出店

免税

鹿児島

鹿児島
○
姶良

○
○

MINI

○
○

鹿児島

ＧＵ

ファストファッション

タカキュー ★

メンズ・レディス

クールカレアン

レディス

ｃｙｔｈｅｒａ

レディス

ＨＵＧＨＵＧ

レディス

Ｍ2

レディス

ガーデン＆テラス

レディス

グリーンパークス トピック

レディス

ハニーズ

レディス

ヒューズ

レディス

マーブルインク

レディス

鹿児島

メルシー

レディス

鹿児島

ハッシュアッシュ

レディス・キッズ

バザールバザール

レディス・雑貨
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○

鹿児島

○
鹿児島

鹿児島

鹿児島

鹿児島

○

屋号

業種

地元
企業

プレデフランセ

レディス・服飾雑貨

LEED’S

レディスシューズ

ＳＡＣ'Ｓ ＢＡＲＪｅａｎ

レディスバック

ブレイク

帽子・服飾雑貨

グランジュール

アクセサリー

鹿児島

ココデコ/ココティエ

アクセサリー/レディス雑貨

鹿児島

サービス

鹿児島
鹿児島

鹿児島

（２７）
宝くじ

クリーンショップ

クリーニング

鹿児島

鹿児島銀行

ＡＴＭ

鹿児島

南日本銀行

ＡＴＭ

鹿児島

ゆうちょ銀行

ＡＴＭ

ＪＡあいら

ＡＴＭ

イオン銀行 ★

ＡＴＭ

ラフィネ

リラク

ＪＵＮＯネイル

ネイル

エクシ・オール

エステ（脱毛・美顔）

ソフトブレイン

カラー

鹿児島

まつ毛

鹿児島

スピードカット

理容室

鹿児島

45 ミニッツ

エステ

鹿児島

からだ・はうす

アロマ

鹿児島

ＪＵＮＯ

美容室

鹿児島

ハローパソコン教室

パソコン教室

鹿児島

セイハ英語学院

子供英会話教室

こども写真城スタジオアリス

写真スタジオ

ワハハキッズデンタルランド あいら

歯科

ジュエルカフェ

貴金属買取

８８くん（今春開店予定）

そろばん教室

アミューズメントカフェ

三世代エンタメ

アイラッシュ

マルヴァ

プレビ

姶良

鹿児島

鹿児島
鹿児島

鹿児島

簡易フィットネス
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免税

鹿児島

来夢館

カーブス

初出店

九州
鹿児島
鹿児島

○

屋号

業種

ほけんの窓口

保険

中川運輸

トラベル

ポップンパーク ★

アミューズメント

地元
企業

初出店

免税

鹿児島

飲食（１９）
バーガーキング

ファーストフード

鹿児島

溶岩焼薩摩屋

焼肉

鹿児島

京ちゃばな

鉄板焼

鹿児島

脇田丸

海鮮定食

鹿児島

鎌倉パスタ

パスタ

モビーディック

ブッフェレストラン

麺屋 こころ

ラーメン

鹿児島

タリーズコーヒー

カフェ

鹿児島

五穀

和食

福島食堂

ちゃんぽん

龍の家

らーめん息吹

アイスクリーム

薩摩まんてん

うどん

とりあん

丼

ぺッパーランチ

ステーキ

モミアンドトイ

クレープ

ヨゴリーノ カフェ

フローズンヨーグルト

銀だこ

たこ焼き

ケンタッキーフライドチキン

フライドチキン

九州

○

九州
九州

鹿児島

ラーメン

サーティワンアイスクリーム

鹿児島

鹿児島

鹿児島

鹿児島

鹿児島

○

鹿児島

その他（２）
タウンホール
イオンラウンジ
全店舗数：１１２店舗
地元出資企業：５０店舗（内、姶良市内２店舗）
初 出 店 店 舗：九州地区初６店舗、鹿児島県初２７店舗
免税対応店舗：１４社
★イオングループ企業 ６社
※店名・業種を含む本資料は、２月１２日現在の情報であるため、変更となる場合がございます。
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