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２０２０年１１月６日 

イオン九州株式会 社  

 

イ オ 

あなたの“いつもの場所” 

『ちょっといいネ！』に出会える“マチナカＨＡＲＡ” 

イオン原店 １１月１９日（木）オープン！ 
  

イオン九州株式会社は（以下、イオン九州）は、２０２０年１１月１９日（木）に「イオン原店」を

再開店いたします。１９７６年から４３年に渡り営業してきた「イオン原ショッピングセンター」の跡

地に、「心地よさ・美味しさ・ぬくもり・くつろぎをスマートにお届けするマチナカショッピングセンタ

ー」をコンセプトに、より一層お客さまの毎日に寄り添う「イオン原店」として新たに生まれ変わりま

す。 

当該エリアは福岡市のベッドタウンとして住宅街が広がり、ファミリー層からシニア層まで幅広い年

代の方がお住まいのエリアで、今後も更なる発展が見込まれています。周辺にお住いのみなさまが家族

みんなで毎日立ち寄ってしまうような、お客さまの“いつもの場所”になるショッピングセンターを目

指し、開店いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イオン原店 コンセプト】 

あなたの“いつもの場所” 『ちょっといいネ！』に出会える”マチナカＨＡＲＡ“ 

近所に住む、みなさまのエブリデイライフに“ちょうどいい”「心地よさ」「美味しさ」 

「ぬくもり・くつろぎ」をスマートにお届けするマチナカショッピングセンター 
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イオン原店 施設概要   

 

店名称：イオン原店 

所在地：〒８１４－００２２ 福岡県福岡市早良区原６丁目２７番５２号 

代表電話：０９２－８４４－３１７７ 

責任者：イオン原店 店長 中村 武 

ＨＰアドレス： http://hara.aeonkyushu.com 

専門店数： ２１店舗（ＡＴＭ含む） 

核店舗：イオン原店 

敷地面積：約１８，３００㎡ 

商業施設面積：約９，３００㎡ 

駐車台数：３４３台 

駐輪台数：１３３台 

営業時間：イオン直営 ９：００～２２：００  ※薬局は９：００～１８：００ 

     専門店   １０：００～２１：００ ※一部店舗で営業時間が異なります。 

建物構造：鉄骨造地上２階建 

従業員数：ショッピングセンター全体 約３５０人（内イオン直営 約２２６人） 

http://hara.aeonkyushu.com/
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安全・安心にお買物を楽しんでいただくための取り組み 

イオンは、２０２０年６月に新型コロナウイルス感染拡大防止のため、防疫対策の基準などを示した

「イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル」を制定しました。防疫対策を一時的な取り組みではなく

継続的に実施していくことで、お客さま・従業員の健康と生活を守り、お客さまとともに地域社会の「安

全・安心」な生活を守ることを目的にしています。新しい生活様式が定着する中、イオン原店では、お

客さまに安全・安心にお買物を楽しんでいただけるよう、感染防止対策を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その１：お買物カートに接触感染対策 

お客さまカートの取っ手部分に抗菌作用がある「プラッパー※」を

取り付けます。「プラッパー」はプラスチック製品の製造を行う㈱第

一精工舎（本社：大阪府大東市御領３丁目５－３７）の開発商品で、

プラスチック原料に銅粉を配合し、銅が持つ殺菌性能を最大限に発揮

する接触感染対策商品です。銅イオンには、ウイルス・細菌類を死滅

させる性質があることから、銅や銅製品の用途開発・技術開発を目的

としたメーカーを中心に設立された「一般社団法人日本銅センター」

からも優れた殺菌効果を認定されています。 

※詳細は、こちらからご確認いただけます。 https://www.f-b-i.co.jp/plapper/ 

 

【感染症防止対策の一例】 

◇従業員の体調管理を実施いたします。 

◇出入口に手指消毒液を設置いたします。 

◇アクリル板・ビニールカーテン等で 

飛沫感染防止を図ります。 

◇レジ・エレベーターは 

キープディスタンスを確保します。 

https://www.f-b-i.co.jp/plapper/
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■その２：キャラクルカートに接触感染対策  

お子さまにご利用いただいているキャラクターがついたかわいいカート「キャラクルカート」の取っ

手部分を抗菌・抗ウイルス加工します。製品の成分が空気中の水分子と酸素分子に働きかけ、ラジカル

を生成。ラジカルが持つ酸化力で菌やウイルスを分解します。繰り返し洗剤やアルコールで清掃しても

効果が持続します。   ※詳細は、こちらからご確認いただけます。 https://www.healthbrightevolution.jp/ 

 

■その３：光触媒方式除菌機をイートインコーナーなどに設置 

「光触媒方式除菌機」を１階イートインコーナー・調剤室・待合室などに

設置いたします。本品は、カルテック株式会社（本社：大阪府大阪市中央区

博労町３丁目３－７ビル博丈１０階）製で、吸着フィルターを搭載せずに光

触媒のみで除菌を実現します。カルテック株式会社は、自社の光触媒に関し

て理化学研究所の協力のもと、日本大学医学部と共同で新型コロナウイルス

の有効性に実証実験を行い、感染力抑制が確認できたと発表しております。※ 

※ご参考：カルテック株式会社 １０月１５日発表プレスリリース 詳細は、こちらからご確認いただけます。https://www.kaltec.co.jp/ 

 

【光触媒方式除菌機の除菌イメージ】 

 

 

 

 

 

 

おうちでイオン イオンネットスーパー 

スマホやパソコンで注文した商品を店舗に設置している専用ロッカーで受

け取れる「ロッカー受け取り※」を導入いたします。「好きな時間に受け取り

たい」「買物を手早く済ませたい」「できるだけ人との接触なくお買物がした

い」というお客さまのニーズにお応えいたします。 

※「ロッカー受け取り」は、当日１０時までのご注文で、受け取り時間は１４時～１９時となります。 

※イオン原店では、商品をサービスカウンターで受け取る「店舗受け取り」は実施しておりません。 

※詳細は、「イオンネットスーパー」を検索ください。 

 

 

 

https://www.healthbrightevolution.jp/
https://www.kaltec.co.jp/
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九州・福岡の「おいしい」をお届けいたします！ 

食料品売場では、地元のみなさまに愛される地場商品を豊富に品揃えし、九州・福岡産の地産地消

を推進していきます。 

 

◇お野菜売場では、地元で採れた新鮮野菜産直コーナーを準備し、福岡県産の新鮮

で安心して食べられる採れたて野菜を提供いたします。 

 

◇お魚売場では、福岡市場・姪浜市場から新鮮なお魚を直送で仕入れま 

す。季節ごとに旬の新鮮な魚を取り揃え、お刺身など種類・サイズも 

豊富に品揃えいたします。 

 

 

◇お肉のコーナーでは、鹿児島県内の指定農場で育てたメスの黒毛和牛で 

イオングループオリジナルブランド牛「さつま姫牛」を新たに品揃えい 

たします。きめ細やかで柔らかな肉質と、脂肪の融点が低く口の中でま 

ろやかにとろける脂質が特徴です。 

 

 

◇加工食品売場・調味料コーナーでは、福岡県朝倉市に本社がある宏光食品の手作り「寿し

酢」を新たに品揃えいたします。良質の穀物をベースにご家庭でいろんなお料理にお使い

いただける商品として地元で人気のある商品で、イオン九州内では初の販売となります。

少し甘口に仕上げてあるため、酸味が苦手な方にもおいしく召しあがっていただけます。 

 

◇加工食品売場・醤油コーナーでは、ヤマタカ醤油の「木星」、ジョーキュウの「うまくち

しょうゆ」、北伊醤油の「うまくち」、カノオ醤油「うまくち醤油」など、地元福岡の醤油

を豊富に品揃えいたします。 

 

◇リカー売場では、福岡市周辺の銘酒を集めた「福岡地酒コーナー」を 

ご準備しております。 

 

◇お惣菜売場では、博多かねふくの明太子を使用した「博多明太子重」や 

創業百余年 伝統ある福岡県の手作り干物専門店 進藤商店の干物を 

使用した「彩りさば塩焼き御膳」や「彩り焼き魚御膳」を品揃えいたします。 
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    忙しい毎日の食事を健康的にサポート！ 

 「忙しくて自分で料理をする時間がない」「簡単調理で栄養バランスの摂れた食事が

したい」というお客さまの毎日の食事をサポートする商品を品揃えいたします。 

 

◇お弁当・お惣菜のコーナーでは、栄養バランスを考え野菜をおいしく摂るこ

とができる「想いやりごはん」や揚げ物に野菜をプラスした「国産野菜のエ

ビマヨサラダ」「国産野菜のチキン南蛮サラダ」などご準備しております。

また手軽に食べられるハンバーガーも品揃えいたします。サラダコーナーで

は、昨年第３回ジャパンＳＤＧｓアワード「ＳＤＧｓ推進副本部長（内閣官

房長官賞）賞」受賞した「九州力作野菜」を使用したサラダを品揃えいたします。 

 

◇お寿司コーナーでは、見た目が華やかでかわいい「カラフルデコいなり盛 

合せ」「デコサンド寿司盛り合わせ」などを新たに品揃えいたします。 

 

◇加工食品売場には、健康や環境に配慮し、植物性の素材に置き換えた  

商品を品揃えいたします。食物繊維や鉄分をバランスよく摂取できる「ト  

ップバリュひよこ豆と玄米からつくったスパゲッティ」や大豆たんぱく 

を使いお肉のような食感に仕上げた「トップバリュ 大豆からつくったボロ 

ネーゼパスタソース」など、簡単・ヘルシーな食事をご提案いたします。 

 

◇冷凍食品のコーナーには、野菜不足になりがちな食生活に役立つご飯などの主食を野菜に

置き換えられる「トップバリュ お米の代わりに食べるカリフラワー」や調理の手間が省ける冷凍野菜

などを品揃えいたします。 

 

美と健康の専門ショップ『グラムビューティーク』 

化粧品売場には、美と健康をトータルサポートするイオンの

専門ショップ『Ｇｌａｍ Ｂｅａｕｔｉｑｕｅ』を導入いたし

ます。話題のスキンケア商品や最新メイクコスメ、ナチュラル

＆オーガニック素材のコスメなど豊富に取り揃えます。毎日をＨＡＰ

ＰＹにときめくためのヒントやアイテムを取り揃えたセレクトショ

ップで、お客さまがいつもワクワク・どきどきできる場所を目指しま

す。 

メンズ化粧品コーナーでは、「デキる男」を演出する福岡県のメンズコスメブ

ランド「ＺＩＧＥＮ（ジゲン）」を新規導入いたします。高品質・商品力にこだ

わった「スキンケア」「ヘアケア」「ボディケア」製品など、忙しい男性にぴった

りの商品を品揃えいたします。 
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ゆたかな暮らしをコーディネートする『ホームコーディ』  

 生活雑貨売場では、「ゆたかな暮らしをコーディネートする」

イオンの専門ショップ「ホームコーディ」を導入いたします。毎

日の暮らしの中で大切にしたい『いつも』に小さなアクセントを

加えて、毎日をより上質に仕立てる、新しい暮らしの提案をいた

します。 

◇ご自宅で調理する機会が増えている中、おうちでの料理を 

サポートする調理器具やこれからの季節に活躍するお鍋、 

九州内で人気№１の「そのままレンジ保存容器」などを 

品揃えいたします。 

◇おうちで過ごす時間が増える中、家ナカを快適に過ごす 

提案として、ホームコーディ秋冬の新商品をご準備しております。くつろぎ空

間に最適なクッションやカーペットに加え、ホームコーディで企画・開発した

合繊ふとんとしては歴代最高の温かさを実現した「なめらかフィット掛ふとん」

や、部屋で長時間過ごす際の乾燥を防ぐ商品として「保湿機能付き寝具」や「防

寒小物」などを用意しております。 

 

■お買物を通じて気軽に環境保全を 『トップバリュ マイバッグ』 

 イオンは１９９１年、資源の有効活用や温暖化防止の観点から「買物袋持

参運動」を開始し、イオン九州では２００９年から食品売場でのレジ袋無料

配布中止を実施しております。使い捨てプラスチック削減や持続可能な社会

の実現に向けて、エコバッグの品揃えを拡充いたします。バッグ部分（持ち

手部分を除く）にリサイクルプラスチックを５０％使用した「トップバリュ 

ホームコーディ マイバッグ」や小さく折りたたんで使用いただける「トップバリュ リサイクル原料を

使用した買い物袋」など種類豊富に取り扱いいたします。 

 

毎日を心地よく過ごす『インナー＆カジュアル』 

 衣料品売場では、大人が毎日を心地よく過ごすためのイオンの専門ショップ「イ

ンナー＆カジュアル」をご提案いたします。アパレルでは、普段着カジュアルを

中心とした日常使いの必需アイテムをデザイン・機能にこだわってご準備してお

ります。インナーでは幸せを感じるほどの心地よさをコンセプトにした機能性イ

ンナー「トップバリュ ピースフィット」や動く日常にＦＩＴするをコ

ンセプトにしたウエルネスインナー「トップバリュ ボディスイッチ」、

着ることで疲労回復が期待できるリカバリーインナー「トップバリュ 

セリアント」を始め、機能性や肌触り・サイズ・カラーにこだわった肌

着・靴下・リラクシングウェアをご準備しております。 
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健康で楽しいライフスタイルをサポート『スポージアム』 

「いつまでも健康で美しくありたい」「気軽にスポーツを楽しみたい」とい

うニーズが高まってきている中、衣料品売場では「健康と美」をキーワード

にした専門性を高めたイオンのウエルネス売場を拡充いたします。「アスレジ

ャー」「ラン＆ウォーク」「フィットネス・ヨガ」の３つを軸に、よりアクテ

ィブに豊かなライフスタイルを楽しむためのスポーツ雑貨・ウエア・トレ

ーニング小物をご準備しております。 

◇ご自宅で運動される機会が増えていることを受け、家ナカスポーツをサ

ポートする「バランスボール」や「ヨガマット」を品揃えいたします。 

◇今注目のプロテインを約１０種類品揃えいたします。 

◇アウトドアブランド「ロゴス」「モンベル」などのブランドを導入し、

今人気のデイキャンプにご利用いただける「ＬＥＤランタン」などを品揃えいたします。 

 

地域のみなさまに寄り添う『イオン原店』を目指して 

■「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 地域のみなさまと植樹いたしました 

１０月２５日（日）、開店に先立ちイオン原店敷地内にて「イオン ふ

るさとの森づくり」植樹祭を開催いたしました。「イオン ふるさとの

森づくり」植樹祭は、ショッピングセンター（以下、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です。イオン原店では「シラカシ」「イロハモミジ」「アオキ」

など４９種の苗木、約２，５００本を地域の約２００名の皆さまとともに植樹いたしました。今回の植

樹では感染防止対策として２回に分け、１回あたりの参加人数を減らして実施いたしました。 

 

■福岡県主催「サービス従事者研修」に参加いたしました 

１０月２９日（木）、「障がいを理由とする差別の解消及び合理的配慮推進のための

体験・交流事業」の一環として福岡県が主催している「サービス従事者研修」にイオ

ン原店従業員が参加しました。研修では実際に障がいのある方と共にショッピングセ

ンター内を歩き、今まで気付いていなかった障がいのある方に対する公共空間のバリ

アというものを体験し、日々の業務の中でお客さまと接する際に活かしてい

けるスキルを学びました。従業員が障がいのある方・公共空間のバリアに対

する正しい理解を深め、ホスピタリティ溢れる行動を率先することにより、

お客さまに安心して買い物を楽しんでいただける環境を整えてまいります。 
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フードボートカフェ 

■おいしさにこだわったドリンク・スイーツでほっと一息♪ 

イオン原店オープンに合わせて、ＦＣ事業の第６号店となる 

「ＦＯＯＤ ＢＯＡＴ Ｃａｆｅ（フードボート カフェ）原店」をオープンいた

します。 

イオン九州がフランチャイジーとして運営する「フードボート カフェ」は、 

台湾直輸入の生タピオカや厳選茶葉を使用したオリジナルタピオカド

リンクを中心に、おいしさにこだわったドリンク・スイーツをお手頃

な価格でご提供いたします。イオングループのコンビニエンスストア 

「ミニストップ」の人気商品であるソフトクリームや今話題の 

バナナジュース・レモネードなど、お子さまからシニア世代まで 

幅広い世代に笑顔とおいしさをお届けいたします。 

 

専門店 

■九州初！ココロもカラダも強くなる！『ネイス体操教室』 

１２歳までの体操で将来が変わる！ネイス体操教室は歩きはじめ

のお子さまから体操を通して「すこやかなカラダ」と「あきらめな

いココロ」を育てる体操教室です。全身を使って楽しみながら基礎

運動能力が向上します。また小さな成功体験の積み重ねが頑張る力

やココロを育みます。 

 

■素材を知り、素材を生かす『菓匠茶屋』 

抹茶をふんだんに使用した抹茶ソフトクリームや香りが口いっぱいに広

がるほうじ茶ソフトクリームなど、お茶屋だからできる様々な厳選素材を使

用したスイーツを豊富にご準備しております。トッピングの抹茶ゼリー・ほ

うじ茶ゼリーはお店手作りで、鮮度にもこだわります。人気のわらび餅のソ

フトはプルプル白玉も入ってボリューム満点です。看板メニューの抹茶生地

にあずきの大判焼きは不動の人気商品です。菓匠茶屋のこだわりの詰まった

商品をぜひご賞味ください。 

 

■コーヒー専門店『ｉａｍ ＣＯＦＦＥＥ』 

コーヒー豆の品質・鮮度にこだわり、お客さまへのコーヒーの美味しさ

を楽しんでいただけるよう焙煎仕立ての新鮮なコーヒー豆を１２種類量

り売りでご用意しております。「本日のコーヒー」は、専任スタッフがハ

ンドドリップでご提供いたします。 
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■豊富な品ぞろえでワクワクを提供いたします！ブーランジェリー『プルネール』 

本格的なフランスパンから親しみやすいパンまで、種類豊富に取り揃えて

おります。こだわりの生地とスクラッチ製法で、美味しさを追求し、主食と

してのパンを提供いたします。 

 

 

イオン原店 専門店リスト ※１１月５日時点の情報のため、変更になる可能性がございます。   

北棟 1階 

 業種 店名 

１ レディスファッション Pate bloom garden 

２ 眼鏡 メガネのヨネザワ 

３ 靴 ABC-MART 

４ スイーツ 菓匠茶屋 

５ カフェ iam COFFee 

６ ベーカリー プルネール 

７ ファーストフード ミスタードーナツ 

８ クリーニング・ランドリー ランドリースタイル 

９ こども英会話教室 セイハ英語学院 

１０ 保険 ほけんの iセレクト 

１１ リペア ヘンショーさん 

１２ 宝くじ チャンスセンター 

１３ ATM イオン銀行 

北棟２階 

１４ 均一雑貨 キャンドゥ 

１５ 体操教室 カーブス 

１６ こども体操教室 ネイス体操教室 

１７ 学習塾 個別指導塾 トライプラス 

１８ カラー専門店 クイックカラーQ 

１９ カット専門店 サンキューカット  

２０ 歯科 原スマイルおとなこども歯科医院 

南棟 

２１ 家電 エディオン 

 

 

 


