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２０２２年２月２２日 

イオン九州株式会社 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオン九州株式会社は（以下、イオン九州）は、「イオン若松ショッピングセンター（以下 当店）」

（北九州市若松区）を３月３日（木）に全館リニューアルオープンいたします。 

 

当店は２００２年１０月にオープンし、地域のお客さまに支えられ、今年で２０年目を迎えること

ができました。ご愛顧いただいている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、「モット！ジモット！ ～モット！ご期待に応える モット！愛される

場所に～」をコンセプトに、スポーツ、アウトドアレジャー、ペット、ガーデニングなどのライフ

スタイル型専門店や売場を拡大し、より地域のお客さまのくらしに密接したショッピングセンター

に生まれ変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モット！ジモット！ 

～モット！ご期待に応える モット！愛される場所に～ 

イオン若松ショッピングセンター 

３月３日（木）全館リニューアルオープン！ 

～地域のお客さまと共に～ 

モット！ジモット！ 

新生 イオン若松ショッピングセンター 

ジモトの 

おいしさ 

スポーツ 

ペット 

アウトドア 

レジャー 

ガーデニング 

便利な 

サービス 
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北九州・若松の魅力を再発見していただけるような“じもの商品”の品揃え拡充を目指し、     

“地産地消”を推進していくともに、地域のお客さまとともに身近なところからＳＤＧｓに 

取り組んでまいります。 

 

◆新鮮な“じもの”食材で地産地消を推進 
食料品売場では、地元のお客さまに愛される“じもの商品”を豊富に品揃えし、

福岡県産はもちろん、北九州・若松の地産地消を推進してまいります。 

通常より糖度の高い「若松トマト」や甘みの強い「若松潮風®キャベツ」を 

はじめ、北九州市中央卸売市場で水揚げされた地場鮮魚や新鮮なお刺身など、 

鮮度とおいしさにこだわった旬の食材を豊富に品揃えいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆毎日のくらしを簡便食材やお惣菜でサポート 
野菜のばら売りやカット野菜、ミールキットや調味済食材など 

簡単・便利な商品で毎日のくらしを応援します。冷凍野菜・食材も 

豊富にご用意しており、栄養や彩りのプラスαに便利で時短にも 

役立てていただけます。 

 

 

 

 

◆日々のお買物の中にＳＤＧｓ 
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」を受賞した「九州力作野菜®」と 

「九州力作果物®」の取り扱いを始め、有機ＪＡＳ認証の 

オーガニック野菜や、ドライフルーツを豊富に品揃えする 

ほか、合成保存料・香料・化学調味料不使用で糖質コントロール

をサポートするナッツ類「ナッツスナッキング」コーナーを展開

いたします。 

大豆ミート・乳原料不使用のマーガリン・チーズなど 

植物由来の原料から作った食品コーナー「プラントベース」や、

豆乳・アーモンド・プロテイン飲料など、健康と環境に 

配慮した商品でお客さまをサポートします。 

安全・安心、おいしさにこだわって育てた鶏肉「トップバリュ 

グリーンアイナチュラル純輝鶏」ではプラスチックトレー不使用の

「ノントレー真空パック」商品を取り扱いいたします。 

また、適切に管理された森から生産された木材や紙製品の証 

「ＦＳＣ®認証」商品も多数品揃えし、お客さまとともに身近な

ところから持続可能な社会に向けての取り組みを実施します。 

 

“じもの”にこだわった食料品売場 

※商品イメージ 

※売場イメージ 

※売場イメージ 
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衣料品・生活用品売場では、新たなファッションスタイルやエシカルな「もの・くらし」を 

ご提案するブランドを新規導入いたします。アウトドアスタイルやスポーツではライフスタイル

に合わせた商品やサービスをご提案いたします。 

 

◆サステナビリティ素材とファッションの両立「ＳＥＬＦ+ＳＥＲＶＩＣＥ」 
自然のままの優しい暮らしを無理せず出来ることから取り組み、人にも 

地球にも配慮した「エシカル」な物や暮らしを提供するイオンの 

ファッションブランド「ＳＥＬＦ+ＳＥＲＶＩＣＥ」に、新たにサステナビリティに

対応した良質な天然繊維を使用し、個性的でファッション性の高い商品を提案 

するブランドライン「ｅｘｐａｎｄ」を品揃えいたします。 

「ＳＥＬＦ+ＳＥＲＶＩＣＥ」では天然素材を使い「お出かけ」や「ハレの日」、

個性的でエッジの利いたファッション性の高い商品を中心に展開。ニュートラル 

カラーやモノトーンを基本としたカラーリングやシックで落ち着いた雰囲気を演出してくれます。 

 

◆天然素材に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)」 

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)」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・レディスで同じ素材

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。 

 

◆健康で楽しいライフスタイルをサポート「スポージアム」 
「スポーツ」と「ライフスタイル」を融合したファッショスタイルショップを 

コンセプトに、より専門性を高めたイオンのウェルネス売場「スポージアム」を 

新規導入いたします。「アスレジャー」「アウトドア」「ラン＆ウォーク」 

「フィットネス」の 4つを主とし、お客さまのライフスタイルを 

スポーツウェアで提案いたします。 

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。人気の 

アウトドアブランド「モンベル」「キャプテンスタッグ」「ロゴス」 

「コールマン」等のアウトドアウェアや帽子、リュックなどの小物 

なども展開いたします。 

 

 
◆体にも心にも元気を！ウェルネス・スポーツコーナー拡大 
 健康関連のトータルサポートを目指し、フィットネス用品や 

健康関連の商品を充実させました。 

フィットネス器具のほか、おうちの中で手軽に楽しめる 

「いえなかフィットネス」コーナーや、サプリメントやプロテイン

など運動をサポートする商品まで幅広く品揃えいたします。 

リニューアルした「女性だけの３０分健康体操教室 カーブス」や

新規入店「ＧＯＬＤ‘Ｓ ＧＹＭ（ゴールドジム）」とあわせて、 

お客さまの快適な運動と健康をサポートいたします。 

“エシカル”の提案と毎日が楽しくなるアイテム 
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◆芦屋町の素材を使用したナチュラルコスメ ＰＡＬＳＥＹＬＬＥ（パルセイユ） 
地元福岡県芦屋町の自然の恵みをふんだんに使い、良質な植物

が持つ本来の酵素・ビタミン・ミネラルなどをそのまま活かした、

独自の製法により製品づくりをおこなっているコスメブランド

「パルセイユ」を品揃えいたします。 

自社農園「芦屋ハーブバレー」では種まきから栽培・収穫・ 

原料抽出・原料ブレンド・品質管理・製品製造・製品出荷まで

を一貫して行うことでトレーサビリティを実現しています。 

サスティナブル対応の「ソリッドヘアシャンプー」は 

ＳＤＧｓの取り組みから生まれたアミノ酸系固形ヘア 

シャンプーです。 

福岡県遠賀郡（おんがぐん）４町の植物をエキス化し保湿成分

として配合しました。植物エキスは農薬不使用芦屋町産赤紫蘇、

岡垣町のビワ葉、遠賀町の菜種油、水巻町のイチョウ葉を 

１００％自社抽出しています。 

あわせて、スイーツのように甘くやさしい幸せコスメ 

「ボンヌプランツ」シリーズの、植物のエキスを使用した 

地肌にやさしいノンシリコンシャンプーをはじめとする 

ヘアケア・ボディケア商品を品揃えします。 

ホームページは 

こちらよりご確認いただけます。 

https://palseylle.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆天然由来の原料にこだわった高品質コスメを毎日使える手ごろな価格で 
フランスの人気ボタニカルコスメブランド「イヴ・ロシェ」 
フランスのボタニカルビューティーケアブランド、 

「ＹＶＥＳ ＲＯＣＨＥＲ（イヴ・ロシェ）」商品を新規導入い

たします。 

イヴ・ロシェは１９５９年フランス北西部、ブルターニュ地方

の村ラ・ガシリで誕生、６０年以上の歴史を持つブランドで、 

約９０か国に６,７００以上の店舗を展開しています。日本では

２０１９年１１月よりイオングループで独占販売を開始しました。 

創業者イヴ・ロシェの天然由来の原料を使用した高品質な商品 

づくりは現在も受け継がれ、ヘアケアやボディケア、 

スキンケア、フレグランスなど、イヴ・ロシェならではの 

伝統的な製法で作られた、気軽に使えるアイテムを品揃えいたし

ます。 

 

 

 

 

 

https://palseylle.co.jp/
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 スポーツ、アウトドアレジャー、ペット、ガーデニングなどのライフスタイル型専門店を拡大し、

より地域のお客さまのくらしに密接したショッピングセンターに生まれ変わります。 

 

◆「ＧＯＬＤ‘Ｓ ＧＹＭ（ゴールドジム）」 北九州市初出店 
初心者からアスリートまで、全ての人々が結果を出せるようあらゆることについて考え抜かれた 

フィットネスクラブ「ゴールドジム」が北九州市初出店します。ゴールドジムは世界３０カ国    

７００カ所以上・３００万人のメンバーを誇る世界最大級ネットワークのフィットネスクラブです。 

ホームページはこちらより、ご確認いただけます。https://goldsgym.jp/ 

（２０２２年４月オープン予定） 

 

◆イオンの都市型ライフスタイルホームセンター「ホームワイド若松店」 
「ホームワイド」は九州・山口に３１店舗展開するイオン九州直営の  

ホームセンターです。この度「暮らしに癒しと楽しさの提案」をコンセプト

としてミレニアル世代のファミリーをはじめ、全世代のお客さまに喜んで 

頂ける新しい都市型のライフスタイルホームセンターをオープンします。 

「趣味を楽しむお客さま」にむけて「ペット」・「アウトドア」・「植物」 

など様々なニーズにお応えします。電動工具や木材・園芸用品など専門的

商品からＤＩＹ・暮らしを支える資材も品揃えするほか、くらしサポートサービス「ワイド便」 

ではイオン若松店のくらしの品コーナー商品（当社指定）の配送も承ります。 

「ホームワイド若松店オープンニュースリリース」もあわせてご覧ください。 

 

◆イオンの自転車専門店「イオンバイク若松店」 
「イオンバイク」は九州に２８店舗展開するイオンの自転車専門店です。 

この度サイクル売場をリフレッシュオープンした「イオンバイク若松店」は、

通勤・通学手段として需要が高まっているスポーツサイクルや通学用スクール

車を始め、シティサイクル、幼児・子供用自転車や電動自転車の他、「電池の 

いらないアシストギア『フリーパワー」を九州で唯一取り扱います。 

 

◆「イエスマート ＆ イエスマートビューティー」北九州市初出店 
２０２１年秋にオープンした韓国食材ショップ「Yesmart」（イエスマート）に

続き、韓国コスメショップ「Yesmart Beauty」（イエスマートビューティー）が

オープンします。２店舗共北九州市初出店となります。 

ホームページはこちらより、ご確認いただけます。https://yesmart.co.jp/ 

 

◆毎日食べたくなる食パン「偉大なる発明」 
食パン専門店「偉大なる発明」がオープンします。 

もっと日常に溶け込んだ、毎日食べたくなるような食パンをご

提供いたします。 

こだわりの食材のみを使用し発明した、独自配合で焼き上げる

食パンの美味しさ楽しさを幅広い方々にお伝えしてまいります。 

販売食品は食パン５種類とサンドイッチが１６種類。”萌え

断”のフルーツサンドは、当店自慢の食パンにマスカルポーネ入

りのホイップとフルーツが相性抜群！その他ジャムやラスクなど

も豊富に取り揃えています。 

ホームページはこちらより、ご確認いただけます。 

https://idainaru.com/ 

ライフスタイルを充実させる専門店 

https://goldsgym.jp/
https://yesmart.co.jp/
https://idainaru.com/
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◆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』ご自宅のほか 
駐車場・ロッカー・店内で受け取ることができます 
「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まいの担当店舗からご自宅まで配送する 

サービスです。 

また、「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※」や店舗に設置

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※」、

店内の「サービスカウンター受け取り」がご利用いただけます。「ドラ

イブ受け取り」「ロッカー受け取り」、及び「サービスカウンター受け

取り」は配送料がかからず、ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ１０倍です 

（２０２２年２月２２日現在）。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、１１時までのご注文で、受け取り時間は当日１４時～１８時となります。 

※「ロッカー受け取り」は、１１時までのご注文で、受け取り時間は当日１４時～１９時となります。 

※「サービスカウンター受け取り」は、１１時までのご注文で、受け取り時間は当日１４時～１９時 

となります。 

 

 

◆“レジに並ばない”お買物スタイル『レジゴー』 
「レジゴー」は、レジでの待ち時間を解消し、よりスムーズに

お買物していただけるよう、貸出用の専用スマートフォン、また

はお客さまのスマートフォンで商品のバーコードをスキャンし、

専用レジで会計するイオンの新しいお買物スタイルです。 

自身でスキャンすることでお客さまのペースでお買物ができる

ほか、スマホ画面で購入商品・購入金額の確認ができるため、 

計画的で買い忘れのないお買物が可能になります。スキャン 

終了後も専用レジの２次元バーコードを読み取り、買物デー

タを連携、お支払い方法を選択するだけで簡単にお会計がで

きるため、“レジに並ばない” “レジ待ち時間なし”を可能

としています。 

また、非対面の精算機にてご精算いただき、お支払方法は電子マネー「ＷＡＯＮ」を 

はじめ、コード決済「ＡＥＯＮ Ｐａｙ（イオンペイ）」、各種クレジットカードなど 

キャッシュレス決済をお選びいただけますので、より接触機会が低減した安全・安心な 

環境でお買物いただけます。 

 

（ご参考）イオンのトータルアプリ「iＡＥＯＮ」について 

 「iＡＥＯＮ」は「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」の利用・付与・紹介・交換が 

できるほか、電子マネーやコード決済「ＡＥＯＮ Ｐａｙ（イオンペイ）」で

のお支払いや「お気に入り店舗」のキャンペーン情報の確認ができるなど、

グループ各社が提供するサービスをまとめてご利用いただけるトータル 

アプリです。コード決済「ＡＥＯＮ Ｐａｙ（イオンペイ）」は「iＡＥＯＮ」内でイオンマークの 

ついているクレジットカードやデビットカードを登録することでご利用いただけます。

https://www.aeon.com/aeonapp/ 

新しいお買物スタイルサービス 

https://www.aeon.com/aeonapp/
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◆「ご当地ＷＡＯＮ」のご利用で地域を元気に！ 
「ご当地ＷＡＯＮ」を使ってお買物していただくと、ご利用 

金額の０．１％が自治体などに寄付され、地域の経済活性化・

環境保全・観光振興などに役立てていただける仕組みとなって 

おります。北九州市においては、「元気発進！北九州ＷＡＯＮ」

を２０１４年に発行しており、２０２０年度は寄付金として 

北九州市に３，３１２，９８８円を贈呈いたしました。 

これからもみなさまと共に地域を元気にしていきます。 

 

 

◆フードドライブ（食品の寄付）活動を推進 
フードドライブ活動は、お客さまより「ご家庭で消費されずに

残っている未開封の加工食品」を店頭にお持ち頂き、その後 

フードバンク団体さまを通じて必要とされている福祉団体・ 

施設・子ども食堂などにお届けする取り組みです。 

イオン若松店では福岡県が推進する食品ロス削減の取り組みに

賛同し、２０１９年４月よりこの活動に取り組んでいます。 

活動は基本毎月第２月曜日から翌日曜日までの７日間、 

１階食品特設コーナーで開催しています。 

 

 

◆「買い物袋持参運動」を推進 
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。レジ袋をご希望されるお客さまには 

環境負荷の小さいバイオマス素材のレジ袋を有料にて提供して 

おり、有料レジ袋の収益金は地域の環境保全に取り組む団体に 

寄付しています。 

 

 

◆クリーン＆グリーン活動（従業員による清掃活動） 
従業員が行うボランティア活動の１つで、毎月１１日の 

「イオン・デー」にて実施している清掃活動です。「すべては 

お客さまのために」という価値を大切にし、公園・河川敷など

の公共施設や周辺地域の清掃活動に継続的に取り組んでいます。 

 

 

◆「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」 
「お客さま」「地域」と「イオン」をつなぐパートナーシップ

づくりと地域（ローカル）還元を目的とし、毎月１１日の 

「イオン・デー」に実施しています。お客さまがレジ精算時に 

受け取った黄色いレシートを地域のボランティア団体名が 

書かれた店内備え付けのＢＯＸに投函していただくことで、 

レシート合計の１％分の品物をイオンが各団体に寄贈する取り 

組みです。 

 

 

地域のみなさまと取り組む活動 
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◆イオンショッピングセンター若松 施設概要 
店名称 ：イオン若松ショッピングセンター 

所在地 ：〒８０８－０１０３ 福岡県北九州市若松区ニ島１丁目３番１号 

代表電話：０９３－７７２－１５１５ 

責任者 ：イオン若松店  店長 浅野 浩司（あさの こうし） 

専門店数：６４店舗（ＡＴＭ含む、ホームワイド若松店・イオンバイク若松店除く） 

核店舗 ：イオン若松店、ホームワイド若松店 

敷地面積：約４９,４００㎡ 

総売場面積：約２９,９００㎡ 

駐車台数：１４５０台 

営業時間：イオン（食品）  ９：００～２２：００ 

     イオン（その他） ９：００～２１：００ 

     調剤薬局コーナー ９：００～１８：００ 

     イオンバイク   ９：００～２０：００ 

     専門店      ９：００～２０：００ ※一部店舗で営業時間が異なります。 

     フードコート   ９：００～２０：００ ※一部店舗で営業時間が異なります。 

     レストラン   １１：００～２１：００ ※一部店舗で営業時間が異なります。 
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◆専門店一覧 
 

 業種 店名 備考 

  １階フロア  

1 レディス ＳＨＯＯ ＬＡ ＲＵＥ 移設リニューアル 

2 鞄 カトレア   

3 ネイル ＣＲＹＳＴＡＬ ＮＡＩＬ 移設リニューアル 

4 化粧品 まるまんフィオーレ リニューアル 

5 生活雑貨 コスタコート 移設リニューアル 

6 生活雑貨 ＴＨＲＥＥＰＰＹ   

7 百貨店サテライト 井筒屋   

8 食品 わいわいファーム   

9 ベーカリー 偉大なる発明 新規 

10 和菓子 千鳥屋本家 新規 

11 アイスクリーム サーティーワンアイスクリーム   

12 カフェ スターバックスコーヒー   

13 飲食 天ぷら ふそう   

14 飲食 庄屋   

15 携帯・通信 ソフトバンク＆Ｙモバイル 移設リニューアル 

16 健康体操教室 カーブス 移設リニューアル 

17 学習塾 
個別指導トライ 

  
＋プラス学研教室 

18 英会話 英会話 ＮＯＶＡ 移設リニューアル 

19 整骨院 和（なごみ）   

20 美容院 美容院 マキシム 移設リニューアル 

21 リラクゼーション ラフィネ   

22 宝くじ チャンスセンター   

23 クリーニング 洗濯工房 吉野屋   

24 リペア Ｆｉｔプラスワン   

25 買取サービス 買取 大吉 新規 

26 ＡＴＭ イオン銀行   

27 ＡＴＭ 北九州銀行   

28 ＡＴＭ 福岡銀行   

29 ＡＴＭ 西日本シティ銀行   

30 ＡＴＭ 福岡ひびき信用金庫   

31 ＡＴＭ ゆうちょ銀行   

32 交通局案内所 二島案内所   
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 業種 店名 備考 

    ２階フロア   

33 レディス アグレアブル   

34 レディス トゥールーズ   

35 レディス ハニーズ   

36 レディス ペイトブルーム   

37 レディス ラ・ジュテ   

38 シューズ ＡＢＣーＭＡＲＴ   

39 アジアン雑貨衣料 エスニックマーケットバンブー 移設リニューアル 

40 韓国物産 イエスマート 新規 北九州市初 

41 韓国コスメ イエスマートビューティー 新規 北九州市初 

42 携帯アクセ・雑貨 Ｇ．１ リニューアル 

43 メガネ オンデーズ   

44 メガネ 武田メガネ 移設リニューアル 

45 ファンシー雑貨 Ｃ＆Ｃ   

46 書籍・雑貨 ヴィレッジヴァンガード   

47 書籍 くまざわ書店   

48 ＣＤ・ＤＶＤ タワーレコード   

49 スポーツ専門店 
スポーツオーソリティ 

新規 福岡県初 
アウトドアステージ 

50 スポーツジム ゴールドジム ４月予定 北九州市初 

51 
アミューズメント 

ガチャ専門店 
ＴＯＹＳ ＳＰＯＴ ＰＡＬＯ 新規 

52 アミューズメント モーリ―ファンタジー 移設リニューアル 

53 駄菓子 夢や   

54 ハンバーガー ロッテリア   

55 石焼ビビンバ 石焼キッチン   

56 ラーメン 八景楼   

57 ハンバーガー モスバーガー   

58 からあげ イエスチキン 新規 北九州市初 

59 美容院 イッツスタイル   

60 そろばん教室 ８８くん   

61 音楽教室 カワイ音楽教室   

62 英会話教室 セイハ英語学院   

63 保険代理店 保険見直し本舗   

64 均一ショップ Ｓｅｒｉａ 移設リニューアル 

以上 


