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２０２１年３月１５日 

イオン九州株式会社 

  

イ オ 

イオンモール佐賀大和 ３月１９日（金） 

リニューアルオープン！ 
  

イオン九州株式会社は（以下、イオン九州）は、２０２１年３月１９日（金）に「イオンモール佐賀

大和（以下、当店）」をリニューアルオープンいたします。 

 

当店は２０００年９月にオープンし、この２０年間地域のみなさまに支えられ、今年で２１年目を迎

えることができました。ご愛顧いただいております地域のみなさま・お客さまに心から感謝申し上げま

す。 

 

今回のリニューアルでは、「大人世代が満足する日常生活ＮＯ.１の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い、地域に根ざしたショッピングセンターを目指しました。 

新しい生活様式に合わせたネットスーパーの新規受け取りサービスの導入、新たなファッションスタ

イルをご提案するブランドの新規導入、ライフスタイルを充実させる新規専門店の導入に加え、食料品

売り場では、佐賀県の魅力を再発見していただける “じもの商品”の品揃えを強化し“地産地消”を

推進してまいります。 

 

withコロナの生活の中で、みなさまに安心してお過ごしいただける環境づくりを実施することはもち

ろんのこと、地域の人々の交流の場となるようなショッピングセンターとして開店いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イオンモール佐賀大和 リニューアルコンセプト】 

大人世代が満足する日常生活ＮＯ.１のショッピングセンター 
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■イオンモール佐賀大和 施設概要 

店名称：イオンモール佐賀大和 

所在地：〒８４０－０２０１ 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５ 

代表電話：０９５２－６４－８０００ 

責任者：イオンモール佐賀大和店  店長 森 雅信 

ＨＰアドレス： http://sagayamato-aeonmall.com/ 

専門店数： ７４店舗（ＡＴＭ含む） 

核店舗：イオン佐賀大和店 

敷地面積：約５８，６００㎡ 

商業施設面積：約３４，０００㎡ 

駐車台数：１７１２台 

駐輪台数：５０８台 

営業時間：イオン直営  ９：００～２２：００   

※薬局は１０：００～１９：００ （３月１９日～３月２１日の３日間は、９：００～１９：００） 

     イオンバイク １０：００～２０：００ 

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

     フードコート １０：００～２１：００ ※一部店舗で営業時間が異なります。 

     レストラン  １１：００～２２：００ ※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５７０人、内イオン直営 約２５０人（３月１０日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sagayamato-aeonmall.com/
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■安全・安心なお買物へ イオンの取り組み 

イオン九州では、「お客さまへの４つのお願い」に加え、施設における密の防止、館内換気の強化を実

施し、安全・安心なお買物環境の提供に努めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お客さまの生活スタイルに合わせたお買物をサポート『おうちでイオン ネットスーパー』 

佐賀県内店舗初！ 注文した商品を駐車場・ロッカーで受け取れるサービスをスタート 

「おうちでイオン イオンネットスーパー」は、スマホやパソコ

ンで注文した商品をお住いの担当店舗からご自宅まで配

送するサービスです。 

新しい生活様式が定着し、「配送を待たずに好きな時間に

受け取りたい」「買物を短時間で手早く済ませたい」「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

ズにお応えするべく、専用の駐車場で車に乗ったまま注文

商品が受け取れる「ドライブ受け取り※」と店舗に設置して

いる専用ロッカーで注文商品が受け取れる「ロッカー受け

取り※」を新たに導入いたします。「ドライブ受け取り」「ロッ

カー受け取り」は配送料がかからず、今なら WAON POINT

１０倍と特典満載で、忙しい毎日のお買物時間の短縮し、

お客さまの生活スタイルに合わせたお買物をサポートいたします。 

※「ドライブ受け取り」は、９時までのご注文で、受け取り時間は翌日１１時～１６時となります。 

※「ロッカー受け取り」は、９時までのご注文で、受け取り時間は翌日１４時～１９時となります。 

※詳細は、「イオンネットスーパー イオン佐賀大和店」を検索ください。 
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■食料品売場 

食料品売場では、地元のみなさまに愛される“じもの商品”を豊富に品揃えし、九州・佐賀県産の

地産地消を推進していきます。他にも鮮度やおいしさにこだわったお肉・お魚に加え、忙しい毎日を

サポートする出来立てのお惣菜・スイーツなどを品揃えいたします。 

 

◇店内製造の出来立てスイーツ「デリ・スイーツ」を新規で導入いたしま

す。佐賀県産のいちごを使用した「タルト」や「大福」などを販売いたしま

す。 

 

◇ランチにぴったり、忙しい時にも手軽に食べられる「バーガー」を新たに品揃

えいたします。「アンガス牛バーガー」や「サーモンフライバーガー」など、出来

立てのおいしさをお楽しみください。 

 

 

◇お魚売場では、佐賀魚市場・唐津市場から新鮮なお魚を直送で仕入れます。季節

ごとに旬の地元商材を豊富に品揃えいたします。他にも創業１２０年の老舗 呼子

「木屋」のいかしゅうまい、唐津原料のちりめんなどもご準備しておりま

す。 

 

◇昭和２９年創業で最新の設備と伝統製法を融合させ、自然・安心・健康にこだわっ

た唐津の干物として有名な「ヨシムラ」の商品を品揃えいたします。お弁当売場には

「ヨシムラ」の干物を使用した「彩り焼き魚弁当」も新発売いたします。 

 

◇旬の魚を使用した「おさかな屋の鮨」を新規導入いたします。地物の天然魚を使用

しネタにこだわった「握り鮨」や「海鮮丼」、海鮮をたっぷり巻いた「海鮮巻き寿司」な

ど、季節ごとの新鮮なおいしさをぜひお楽しみください。 

 

 

◇お野菜・果物売場では、今年３月５日から販売となった佐賀県が約２０年かけて開発し

た新柑橘品種ブランド「にじゅうまる」を品揃えするなど、地元佐賀県産品の鮮度・品揃え

にこだわり、ますますの地産地消を推進してまいります。 

 

 

◇お肉売場では、飼育にこだわり、余分な筋を取り除き、旨味を堪能できるやわらかな 

豚肉 「トップバリュセレクト うまみ和豚」など、鮮度とおいしさ、買いやすさにこだわった

商品をご準備するほか、おうちでの簡便調理をサポートする冷凍素材のコーナーを新規導入

いたします。 
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■衣料品・生活用品売場 

衣料品・生活用品売場では、新たなファッションスタイルをご提案するブランドを新規導入いたし

ます。他にも“おうち時間”を快適にする商品の品揃えや今人気のアウトドアに活躍する商品を集め

た売場をご準備しております。 

 

高まるカジュアルファッション！ 天然素材のこだわったイオンのカジュアルブランド 

「ＬａｂｏＳｐｅｃ(ラボスペック)」九州初進出！ 

サステナブル（持続可能）な視点から「大人が長く着られるベーシックアイテ

ムを提案」をコンセプトに、綿・麻などの天然素材を基本としたカジュアルブ

ランド「ＬａｂｏＳｐｅｃ(ラボスペック)」の九州１号店をオープンいたします。 

素材そのもののストレッチ性や糸の太さ・編み方を工夫することで化学繊維

を使わずに、季節にあった快適で着心地の良い商品をご提案いたします。

ベーシックカジュアルを中心アイテムとしてデニムやチノパン、メンズ・レデイ

スで同じ素材を使ったトップスやカットソー、他にもユニセックスのデザイン

のアウターなどを提案いたします。 

 

 

世代を問わず家族でコーディネイトを楽しめる 「アーノルドパーマー」新規導入！ 

「若い人も、夫婦も、お年寄りも、お子さまも、世代を超えてライフスタイルに寄り添える、

元気で遊び心のあるファッションを」がコンセプトの時代・世代を問わず世界的に愛されて

いるブランド「アーノルドパーマー」を新規導入いたします。 

レディス・メンズ・キッズ・服飾雑貨など“シンプルだけど機能

的”なコーディネイトをご提案します。 

 

 

 

おうち時間を快適に「いえなかリラクシング」 

◇大人が毎日を心地よく過ごすための『ルームウェア・リラクシングウェア』をご提案いたします。テレ

ワークの際などにゆったりと楽に着ていただけるチュニックワンピースやジョガーパンツになど、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。 

 

◇お昼寝の効果と重要性に着目して生まれた西川おひるね枕「ｋｏｎｅｍｕｒｉ（こねむり）」シリーズやオーガニック

コットンを使用した人にも環境にも優しいクッションなど、おうちでゆったりと過ごしたい時に活躍する商品をご準

備しております。他にもラグカーペットやルームスリッパなども品揃えいたします。 
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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「スポージアム」を新規導入いた

します。 

 

◇ハイキングやキャンプといった「アウトドア」が近年注目を集め、新しいレジ

ャーとして幅広い世代で人気となっています。そういった多様なアウトドアレジ

ャーに活躍する商品の品揃えを充実させます。２階のアウトドアコーナーに

は、テーブル、チェア、クーラーバッグ、バーベキューセットなどお客さまが実

際にアウトドアに出かけた場面をイメージしながら商品をお選びいただくこと

ができます。 

◇人気のアウトドアブランド「ロゴス」「モンベル」「キャプテンスタッグ」「コールマン」等のアウトドアウェアや帽子、

リュックや手袋などの小物なども展開いたします。 

 

■専門店 

ＡＲＴ×ＦＡＳＨＩＯＮが楽しめるセレクトショップ『ＭＵＳＥＵＭ（ミュージアム）』 

“ＭＵＳＥＵＭ”とは英語で“美術館”という意味です。ＡＲＴ、ＦＡ

ＳＨＩＯＮ、ＧＲＥＥＮ、ＧＡＲＤＥＮをコンセプトに白と緑を基調と

した今までにないワクワクするような空間を演出します。大人が優雅な

時間を楽しめるようにカウンターを配置してカフェにいるような感覚

でショッピングできる店舗です。 

 

大人世代の女性のためのセレクトショップ 『ＡＮＤＡＬＦＡ（アンダルファ）』 

ＡＮＤＡＬＦＡとは、“ａｎｄ＋α”のこと。雑貨を含め、大人の女性が

楽しめるトレンドを取り入れたコーディネートなどをタイムリーにご提

案いたします。 

 

住まいのトータルコーディネートが叶う 『ニトリ』 

ベッド・ソファ・ダイニングテーブルから、カーテン・ラグ・寝装品・

食器など、暮らしを彩るインテリア用品まで、「お、ねだん以上。」の

価値ある商品で、住まいの「楽しさ」「豊かさ」を提案いたします。 
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佐賀県内店舗 初出店！『フードボートカフェ』 

おいしいスイーツとドリンクでほっと一息♪ 

テイクアウトもＯＫ！ 

イオン佐賀大和店のリニューアルオープンに合わせて、イオン九州 第７

号店となる「ＦＯＯＤ ＢＯＡＴ Ｃａｆｅ（フードボート カフェ）佐賀大和店」を新

規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、 

採れたて食べごろのフルーツを窒素冷凍したフレッシュな果物を使用した 

ジュースやもちもち食感のクレープを中心に、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。バナナジュース・レモネードに加え、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。 

 

 

 

いつもできたて、作りたて こだわりのシュークリーム専門店 

『ビアードパパの作り立て工房』 

佐賀県下唯一の店舗となる「ビアードパパの作り立て工房」を新規 

オープンいたします。「ビアードパパの作り立て工房」では、ご注文いただい

てからお客さまの目の前で１点１点クリームをお詰めする実演販売スタイルです。 

テイクアウトも可能です。いつでもてきたて、作り立たてだから、シュー生地の表面はサックリ、

中はしっとりともちもちとした食感です。素材や製法にこだわりを持って作ったシュークリームを

ぜひご賞味ください。 

 

 

 

■イオンモール佐賀大和 専門店リスト ※３月１５日時点の情報のため、変更となる可能性がございます。 

１階 

 業種 店名 備考 

１ レディス ＡＮＤＡＬＦＡ 新規 

２ レディス ＧＡＴＨＥＲ  

３ レディス Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｋｓ ｔｏｐｉｃ  

４ レディス ｇｒｏｖｅ  

５ レディス Ｈｏｎｅｙｓ  

６ レディス ＭＯＤＥ ＭＯＤＡ・ＭＯＤＥ ＨＩＬＬＳ  

７ レディス ＭＵＳＥＵＭ 新規 

８ 靴 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 移設 
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９ 鞄 ＧＲＡＮ ＳＡＣ’Ｓ  移設 

１０ 眼鏡 メガネのヨネザワ  

１１ モバイル イオンモバイル 新規 

１２ 生活雑貨 ＣＯＳＴＡ ＣＯＵＲＴ  

１３ 化粧品 ＭＩＺ  

１４ 陶器、和雑貨 器三昧 新規 

１５ 家具 ディスカウントＫａＧｕ ムーブル 移設 

１６ 書籍 くまざわ書店  

１７ 印章 はんこショップＮＡＧＡＯ  

１８ サイクル イオンバイク 改装 

１９ 産直 わいわいファーム  

２０ お茶 お茶の末崎園  

２１ お茶 お茶の山口園  

２２ 和菓子 村岡屋  

２３ たこ焼き まついし商店  

２４ ドーナツ ミスタードーナツ 改装 

２５ アイスクリーム サーティワンアイスクリーム  

２６ スイーツ ビアードパパの作り立て工房 新規 

２７ カフェ＆スイーツ フードボートカフェ  

２８ カフェ＆スイーツ 台楽茶  

２９ カフェ ドトールコーヒーショップ  

３０ 和食 庄屋  

３１ ハンバーグ専門店 ハンバーグオニオン  

３２ パスタ ポポラマーマ  

３３ 旅行 日本旅行  

３４ カーリース フラット７  

３５ 住宅情報 マイホーム情報不動産スタッフレスショップ  

３６ リラクゼーション ラフィネ  

３７ クリーニング ホームドライ 移設 

３８ リペア 靴工房Ｍ  

３９ 宝くじ 宝くじ  

４０ 美容室 ＣＵＴＳ ＣＯＭＰＡＮＹ  

４１ ＡＴＭ イオン銀行  

４２ ＡＴＭ 佐賀銀行  

４３ ＡＴＭ 佐賀県農業協同組合春日支所  

４４ ＡＴＭ 佐賀信用金庫  

４５ ＡＴＭ ゆうちょ銀行  
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２階 

４６ レディス Ｔｗｏ Ｓｔｏｒｙ  

４７ メンズ タカキュー  

４８ ファミリー ｉｋｋａ  

４９ ファミリー Ｒｉｇｈｔ－ｏｎ  

５０ 時計 ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 移設 

５１ 眼鏡 オンデーズ  

５２ 携帯アクセサリー ＧＬＯＢＡＬ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ  

５３ ファンシー雑貨 Ｃ＆Ｃ  

５４ 書籍 ヴィレッジ・ヴァンガード  

５５ 楽器 島村楽器  

５６ ＣＤ タワーレコード  

５７ 生活雑貨 ダイソー  

５８ 住居余暇大型専門店 ニトリ 新規 

５９ うどん、そば、パスタ シエスタ／丼匠  

６０ ハンバーガー マクドナルド  

６１ ネイル ＣＲＹＳＴＡＬ ＮＡＩＬ  

６２ まつエク ドーリーラッシュ  

６３ アミューズメント Ｋｉｄ‘ｓ ＵＳ．ＬＡＮＤ 移設 

６４ アミューズメント モーリーファンタジー 移設 

６５ 写真スタジオ スタジオマリオ  

６６ カルチャー教室 カルチャータウン  

６７ 学習塾 個別指導塾スタンダード  

６８ 学習教室 セイハ英語学院  

６９ こども向けそろばん教室 そろばん教室８８くん  

７０ カット専門店 サンキューカット  

７１ 住宅・リフォーム ＮＩＳＳＩＮ ＨＯＭＥ ＳＵＭＡＣＬＡ  

別棟 

７２ シネマ イオンシネマ  

７３ 保育園 イオンゆめみらい保育園  

７４ アミューズメント 楽市楽座  

 

 

 

 

 


