２０１７年６月２７日
イ オ ン 九 州 株 式 会 社

〜新たなコミュニティのカタチをプロデュース〜

イオン乙金ショッピングセンター
７月２９日（土）９：００グランドオープン
イオン九州株式会社（以下、当社）は、地域の皆さまがまるで『我が家』に集い楽し
む空間をコンセプトとしたイオン乙金ショッピングセンター（以下、イオン乙金ＳＣ）
を２０１７年７月２９日（土）グランドオープンいたします。
イオン乙金ＳＣは、福岡県大野城市が『人と自然と歴史が調和した、新しいライフス
テージ』をコンセプトに進める福岡都市計画事業乙金第二土地区画整理事業の区画に、
食や公園など『暮らしを楽しむ』ことをテーマにした『南街区』、ホットヨガ教室やペ
ットショップなど『時間を楽しむ』ことをテーマにした『北街区』の２街区で出店いた
します。乙金地区は、福岡市のベッドタウンとして発展を遂げている大野城市の中でも
既成市街地に隣接する位置にあることから、更なる市街化が期待される地域です。
乙金地区は、３０代・４０代のファミリー層の居住が福岡県平均より約４．９ポイン
ト高く、子育てを中心としたライフスタイルが特徴のエリアです。イオン乙金ＳＣは、
『子育て』
『地域コミュニティ』
『便利さ』について地域の皆さまをサポートする、イオ
ン九州がチャレンジする新しいコミュニティのカタチを具現化したショッピングセン
ターとなります。

〜イオン乙金ＳＣの新しいチャレンジ〜
★チャレンジ ① 南街区に 1,600 ㎡の公園を設置★
イオン乙金ＳＣでは、ショッピングセンターのシンボルとして南街区敷地面積の
約７％を占める公園を配置しました。遊具は３歳から１２歳までのお子さまを対象に
していますが、どなたでもご利用いただけます。地域の皆さまとともに「ルールを守
って楽しく遊ぶ」ことを子どもたちが学び、また、地域の皆さまの憩いの場所であり
続けたいとの想いが込められています。
★チャレンジ ② コンテナエリアからの情報発信★
北街区にある大屋根の下には、イオン九州では初めての取り組みとなるコンテナエ
リアを配置しました。エリアには大小さまざまなコンテナを９個配置し、地域のチャ
レンジショップとして活用いたします。内容を定期的にアレンジすることで、常に新
しい情報発信基地を目指します。
★チャレンジ ③ 子育て中のパパ・ママの繋がり拠点として★
子育てシェアを運営する株式会社Ａｓｍａｍ
ａと提携し、親子で参加できるイベントを定期
的に開催いたします。イオン乙金ＳＣを子育て
中のパパ・ママの繋がり拠点として、オレンジ
色のＴシャツを着たママサポーターたちに活
躍していただきます。
★チャレンジ ④ 大野城市ＰＲキャラクター「大野ジョー」くん応援団認定施設★
『大野ジョー応援団』は、大野城市のＰＲキ
ャラクター大野ジョーくんを応援する取り組
みを通じて、大野城市のＰＲを行う市認定の応
援団です。イオン乙金ＳＣにはダンスが得意で、
大野城跡の石垣をモチーフにした石垣リーゼ
ントのちょっとおませな１２歳、大野ジョーく
んのイラストがいろいろな場所に描かれてい
ます。地域の皆さまといっしょに大野ジョーく
んを応援していきます。たまに大野ジョーくん
が遊びにきてくれるかも。
★チャレンジ ⑤ イオン乙金ＳＣ Ｌｉｎｅ＠でお友だちの輪をひろげます★
店長の
イオン乙金ＳＣではＬｉｎｅ＠のお友だち
藤原です！
を募集しています。お友だちに登録していただ
登録まって
ます！
くと、チラシやイベントなどのお得な情報や、
お友だち限定のクーポン、タイムラインでは従
業員おすすめのトレンド商品などの配信もあ
ります。

〜『暮らしを楽しむ』南街区〜
南街区では当社直営の『食』を核とした店舗と、公園を取り囲むよう配置されたテナ
ントゾーンには、書籍、生活雑貨、イートインコーナーを設けることにより暮らしを楽
しむ空間を提供いたします。

◇『食』に関する負担を解消し、日々の生活を便利にアシストする食品売場
日常の暮らしの中で大きな構成比を占める食事の時間。昨今の女性の就業率の向上に
伴い、食事を作る時間を十分に確保できない世帯が増えてきています。家族の健康を気
遣ったおいしい食事を作りたいけど時間が足りない。イオン乙金店はそんな問題を解消
し、安全・安心で、バランスのとれた健康的な食生活を送るサポートができるお店づく
りを目指しました。

〜おいしさの提供は大前提！〜
ウェルネス、ビューティーにもプラス対応できるお惣菜売場
「丁寧な食事を家族には提供したい。けど・・・」食事を作る時間を十分に確保でき
ないのは仕事や子育てに忙しい女性に共通する悩み。イオン乙金店のお惣菜売場は、こ
だわりをもった素材や作り方で家族の食卓を満足させる逸品をご提供いたします。
「あともう一品！」という時に食卓にすぐ出せる温かいお惣菜はお役立ちアイテムで
す。これまでお惣菜売場では『油で揚げる』メニューが定番でしたが、昨今の健康志向
の高まりに対応した『焼き＝ベイクド』メニューをご提案いたします。焼カプレーゼや
野菜のバジル焼きなど、焼き上げることで素材のおいしさが引き出された体にやさしい
メニューです。
野菜をたっぷり摂れるサラダコーナーでは、野菜＋タンパク質・フルーツトッピング
の組み合わせで必要な栄養素を効率よく補える「パワーサラダ®」やポテトサラダの新
しい新食感『ポテトクリーム』などの商品を新規にご提供いたします。
その他高温の専用釜を使って店内で焼き上げる本格的なナポリピザや、店内で焼き上
げたパンを使用した『ＤＥＬＩサンド』など洋風メニューを充実させました。

店内で焼き上げる
本格的なナポリピザ

新感覚サラダ
『ポテトクリーム』

野菜＋αの提案
『パワーサラダ®』

〜何かと時間がかかるお魚料理も安全・安心『すぐ食べれる』がテーマ！〜
地元市場直送で新鮮、お魚屋さんならではのお惣菜が嬉しい水産売場
イオン乙金店の水産売場では、『すぐ食べれる』をテーマにした品揃えを強化しまし
た。下処理など何かと時間がかかってしまうお魚料理ですが、すでに調理しやすいよう
に処理された切身を調理用途別にご提案いたします。骨とり、味付け処理が完了してい
る為、調理の時間短縮に繋がるお役立ちアイテムです。イオンだから提供できる環境に
配慮したＡＳＣ認証、ＭＳＣ認証商品やトップバリュ グリーンアイナチュラルなど
安全・安心にお召し上がりいただける商品を充実いたします。

ＡＳＣ認証白身魚
パンガシウス

鮮魚売場では地元福岡市場から直送するお魚をメインに品揃えをいたします。
『地物』
にこだわることで、より新鮮でおいしいお魚を品揃え。お客さまのご要望にあわせて従
業員が調理サービスをいたします。また、売場では献立のヒントになるレシピ情報の発
信などにも取り組みます。
お魚屋さんのお惣菜売場では、お魚屋さんだからできる、素材にこだわった原料を
使用した新鮮な魚惣菜をご提供いたします。『魚屋の海鮮丼』は握り鮨に使用する鮮魚
ネタを使用し、お子さまからシニアまで幅広い層に喜ばれるよう、ベーシックなネタか
ら上質なネタを使用したバラエティのある海鮮丼をご提案いたします。また、お魚と野
菜を一緒に食べる『シーフードサラダ』や、店内調理でできたてを提供する煮魚や焼き
魚などさまざまなジャンルのメニューをご提案いたします。

焼き魚バイキング

魚屋の海鮮丼

〜日常に身近な満足感を〜
地元産・ヘルシー・簡便・ウェルネスなど
トレンドをタイムリーに提供する食品売場
イオン乙金店の食品売場では、『日常に身近な満足感をご提供できる売場』をテーマ
に、それぞれの売場で「地元」「ヘルシー」「簡便」「ウェルネス」などトレンドをタイ
ムリーに手にすることが出来る売場作りを目指しました。
精肉売場では、野菜とおいしく食べられるサラダ提案として『ローストビーフ』『ロ
ーストポーク』の品揃えを充実いたします。また、近年の健康志向の高まりから注目度
の高まっている『ラム肉』を牛・豚・鶏に次ぐ第４のお肉として新提案いたします。ラ
ム肉は、生後１年未満の子羊で、くさみが少なく、ヘルシーなお肉として注目されてい
ます。
野菜・果物売場では、コンテナ内で人工光源（ＬＥＤ）を使用し、天候に左右される
ことなく『毎日収穫した野菜』をお届けする『ＶＥＧＥ ＰＬＡＮＴ』を新提案いたし
ます。その他九州産のオーガニック野菜や地元の野菜・果物の品揃えを充実いたします。

日配品売場では、ウェルネス市場で人気の高いスムージーや機能性ヨーグルトの品揃
えを強化します。また、時短調理アイテムとして、イオンのプライベートブランドトッ
プバリュのワンプレート冷凍食品や、そのまま食べられるおかずとして便利なチルドレ
ディーミールをご提案いたします。
加工食品売場では、
『ヘルス＆ウェルネス』をコンセプトにした商品を増やすことで、
お客さまの健康に対するニーズにお応えいたします。イオンだから提供できる商品とし
て、特定原材料７品目を使用しない『トップバリュやさしごはん』シリーズや購入の際
気になる添加物と原材料の中の１０９種類に配慮した商品シリーズ『トップバリュグリ
ーンアイ フリーフロム』など、体にやさしい商品などで、安全・安心なライフスタイ
ルをご提案いたします。

◇フードコート、書籍、公園一体化によるどなたでもリラックスできる空間
どの世代でもそれぞれの楽しみ方でリラックスできる空間を、どなたでも利用できる
公園を中心にプロデュース。一人での読書や、趣味の仲間とのおしゃべり、子育てママ
の情報交換の場など地域のコミュニティの場所としてさまざまなシーンで楽しんでい
ただけます。

〜南街区専門店〜
◇全国初出店「パティスリー 一実（Ｋａｚｕｍｉ）」
九州のイチゴなど地元の食材にこだわり、毎日
手作りでパティシエが作る、ケーキと焼き菓子の
お店です。バースデーケーキやタルト、ロールケ
ーキなど、お家で毎日食べても飽きのこない味と
ダクワーズやフロランタンなど本格的な焼き菓
子は贈り物にも最適です。
◇全国初出店「ベジニク」
緑溢れるオシャレな雰囲気の焼肉＆サラダバ
ーのお店です。採れたてのコンテナ野菜をはじめ
とした新鮮野菜、惣菜サラダ、デザートが並ぶサ
ラダバーと、九州産黒毛和牛を中心とした「焼肉」
をご家族、ご友人とのお食事、女子会などでお楽
しみください。（※コンテナ野菜は、北街区のコ
ンテナエリアのベジプラントで栽培します。）

◇福岡県初出店「串王ＤＩＮＥＲ」
やきとり・串焼きの専門店です。１本１本真心
を込めてお焼きいたします。安心安全の国産鶏、
厳選素材等を使用した串焼きです。創業以来２０
数年守り続けてきた「秘伝のたれ」を一度ご賞味
ください。

◇全国初出店「セイハ イングリッシュパーク」
こども長時間英会話教室です。本格的なバイリ
ンガルプログラムで、真のバイリンガルを養成し
ます。ボルタリングやさまざまなアクティビティ
を英語で行う事により、生きた英語が身に付きま
す。

〜『時間を楽しむ』北街区〜
北街区では従業員のスムーズな復職・子育てを支援するイオングループ事業所内保育
施設「イオンゆめみらい保育園 乙金」や、情報発信基地として新たに導入するコンテ
ナエリア、ホットヨガ教室、スポーツ用品専門店、ペットショップなど時間を楽しむた
めの提案をいたします。

〜従業員のスムーズな復職・子育てを支援〜
イオングループ事業所内保育施設「イオンゆめみらい保育園 乙金」開園
イオン乙金ＳＣ内にイオングループの事業所内保育施設「イオンゆめみらい保育園
乙金」を開園いたします。イオン九州では２０１６年６月に佐賀市により許可を得た保
育園と今年４月に福岡県糟屋郡に設置した保育園につづく３園目の開園となり、従業員
のスムーズな復職・子育てを支援いたします。また当園は、イオングループ企業の従業
員だけでなく、テナント企業にお勤めの方、そして地域住民の方もご利用いただけます。

◇コンテナエリアで覗いてみたくなるワクワクする空間
「いつ来ても、覗いてみたくなるワクワクする空間」をコンセプトに、食・学び・体
験の他、コンテナ野菜やキャンピングカーのアンテナショップなど、バラエティに富ん
だショップを集めたコンテナエリアです。乙金の新しい情報発信基地としての役割を担
います。
◇福岡県初出店「キャンパー鹿児島

福岡Ｏｆｆｉｃｅ」

さあ、出かけましょう！至福のステージへ・・・
キャンピングカーの「くるま旅」の魅力をご提案
いたします。日本を巡り四季を感じながら、くる
まに泊まり、家族との旅行、遊び、ペットとの時
間をあなたの思いの形に・・・アンテナショップ
として、キャンピングカーのイベントや色んな情
報も分かりやすく丁寧にご案内いたします。
◇福岡県初出店「ペッツメイト」
オールペットの衣・食・住をトータルサポートするペットの専門店です。専門知識・
経験豊富なスタッフが、みなさまの快適なペットライフを全力でサポートいたします。
お買物、トリミング、ホテルはもちろん、ペットの悩みについてのご相談などお散歩の
ついでにお気軽にお立ち寄りください。

【南街区専門店】２１店舗
番
号
1

店名

業種

オープン日

グリーンパークストピック

アパレル

７月２９日

2

チッパーチット

生活雑貨

７月２９日

3

未来屋書店

書籍

７月２９日

4

グレンドール

ベーカリー

７月２９日

5

てつおじさんの店

スイーツ

７月２９日

6

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ 一実（Ｋａｚｕｍｉ）

和洋菓子

７月２９日

7

サーティワンアイスクリーム

アイスクリーム

７月２９日

8

板前からあげ

唐揚げ惣菜

７月２９日

9

串王ＤＩＮＥＲ

やきとり・串焼き

７月２９日

１0

大阪たこやき はかたこ

たこやき

７月２９日

１1

ベジニク

焼肉＆サラダバー

７月２９日

１2

パンジークリーニング

クリーニング・コインランドリー

７月２９日

１3

オンリーカットボックス

理容室

７月２９日

１4

乙金チャンスセンター

宝くじ

７月２９日

１5

森のキッズｅクラブ・８８くん
森のキッズｅクラブ・
セイハ英語学院

そろばん教室

７月２９日

こども英会話教室

７月２９日

１6

備考

全国初

福岡県初
全国初

18

森のキッズｅクラブ・セイハ
イングリッシュパーク
カーブス

フィットネススタジオ

１０月中旬

19

福岡銀行

ＡＴＭ

７月２９日

20

西日本シティ銀行

ＡＴＭ

７月２９日

21

イオン銀行

ＡＴＭ

７月２９日

１7

こども長時間英会話教室

７月２９日

全国初

【北街区専門店】１８店舗
番
号
1

店名

業種

オープン日

スポーツオーソリティ

スポーツ用品

７月２９日

2

メガネのヨネザワ

メガネ

７月２９日

3

ダイソー

日用生活雑貨

７月２９日

４

ＡＢＣ−ＭＡＲＴ

靴

７月２９日

備考

５

ペッツメイト

ペット・ペット用品

７月２９日

福岡県初

６

キャンパー鹿児島 福岡Ｏｆｆｉｃｅ

キャンパーアンテナショップ

７月２９日

福岡県初

７

ベジプラントオトガナ

コンテナ野菜

７月２９日

全国初

８

コンテナショップ

飲食・教室など

７月２９日

全国初

９

ルウォント

ホットヨガ

７月２９日

１０

ひかり薬局

調剤薬局

７月２９日

１１

乙金メンタルクリニック

心療内科医院

９月上旬

１２

イオンゆめみらい保育園 乙金

託児施設

７月２９日

１３

乙金中央整骨院

整骨院

７月２９日

１４

ＢａｍｂｏｏＤＡ

美容院

７月２９日

１５

クリスタルネイル

ネイル・まつ毛エクステ

７月２９日

１６

保険見直し本舗

保険代理店

７月２９日

１７

新日本観光

旅行代理店

７月２９日

１８

パレットプラザ

ＤＰＥ

７月２９日

※資料内の画像はすべてイメージです。
※資料内の情報は６月２７日時点のもので、変更になる場合があります。

【イオン乙金ＳＣ概要】
所

在

地：南街区 福岡県大野城市乙金三丁目２４番１号
北街区 福岡県大野城市乙金三丁目２３番１号

代 表 電 話 ：０９２-５１３-０１５０（７月２０日開通予定）
店
開

長：藤原 義継
店

日 ：２０１７年７月２９日（土）

敷 地 面 積 ：全体３６，９０９㎡ 南街区２３，４１０㎡ 北街区１３，４９９㎡
延 床 面 積 ：全体１６，０３１㎡ 南街区 ９，０１７㎡ 北街区 ７，０１４㎡
直 営 面 積 ：２，５９０㎡
専 門 店 面 積 ：南街区２，４４５㎡ 北街区５，０９３㎡
建 物 構 造 ：鉄骨平屋建て
駐 車 台 数 ：５６６台
駐 輪 台 数 ：９５台
開

店

日 ：２０１７年７月２９日

営 業 時 間 ：イオン（直営） ９：００〜２２：００
専

門

店

１０：００〜２１：００（一部店舗により異なります。
）

従 業 員 数 ：施設全体 約３５０名（イオン直営 約１２０名）予定
基 本 商 圏 ：車１０分圏内 約５．７万世帯 約１２．７万人

