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２０２２年３月３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、「イオン島原ショッピングセンター（以下 当店）」

（長崎県島原市）を３月１８日（金）に新しくオープンいたします。 

 

当店は「“あなたのくらしの真ん中に。”みんなが集まる情報ステーション」をコンセプトに、 

島原に暮らす人々の中心となる場所・情報発信の場所として、地域と共に島原の魅力を創造する 

暮らしと地域の中心となるショッピングセンターを目指します。 

 

 地域のお客さまが交流できるコミュニティスペースや島原市の行政サービス「しまばらん窓口 

とるっと」を設置します。お買物と地域のお客さまが集まる情報ステーションとしての役割を両立

し、暮らしと地域の“真ん中”で島原の皆さまとともに島原の魅力を創造してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“あなたのくらしの真ん中に。” 

みんなが集まる情報ステーション 
 

イオン島原ショッピングセンター 
３月１８日（金）グランドオープン！ 

島原半島の 

新鮮で 

おいしい 

“じもの” 

いつも 

欲しいものが 

お手頃価格で 

地域の交流 

コミュニティ 

スペース 

“あなたのくらしの真ん中に。” 

みんなが集まる情報ステーション 

 デジタルで 

くらしを 

もっと便利に 

快適に 

島原市 

行政サービス 

「しまばらん窓口

とるっと」 

日常に 

ＨＡＰＰＹを 

プラスする 

専門店 
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 島原市初の商業施設内窓口となる「しまばらん窓口 とるっと」での行政サービスを提供します。 

 コミュニティスペースでは、カルチャー教室やワークショップなどのイベントを開催し、島原の 

皆さまが新たに出会いともに活動する場をご提供いたします 

 

◆島原市行政サービス「しまばらん窓口 とるっと」  
「ここでとるっと？」「とるっとよ！」島原市の行政サービス窓口がイオン島原店内にオープンします。 

住民票、戸籍謄抄本などの各種証明書をはじめ、印鑑登録やパスポートの申請受付ができます。 

毎日１０時から１９時まで、土日・祝日も営業していますので、お買物のついでやお仕事帰り、 

平日が忙しい方も休日にゆっくりお手続きいただけ大変便利です。 

   ●営業時間：１０時から１９時まで 

   ●営業日 ：イオン島原店の営業日（１２月２９日から１月３日までの年末年始を除く） 

   ●業務内容：○各種証明書の発行 

・住民票（世帯全員、個人） 

・戸籍謄本（全部事項証明書） 

・戸籍抄本（個人事項証明書） 

・戸籍の附票（全部事項証明書、個人事項証明書） 

・印鑑登録証明書 

・身分証明書 

・税関係証明書（※制限あり） 

○印鑑登録（本人申請に限る） 

○パスポートに関する業務（申請・交付、切り替えほか） 

（※パスポートの申請は平日のみで１７時まで） 

 

◆「南島原イオンの里山」植樹常設環境展示ブース 
公益財団法人イオン環境財団は南島原市とともに、水源涵養と

低下した災害防止機能を取り戻すことを目的に、南島原市南有馬

町上原地区において２０１０年より３年間で５５,５００本の植樹

活動を行いました。２０２１年にイオンの里山第一号として認定

されたこの取り組みの様子をイオン島原ショッピングセンター内

の常設環境ブースにて展示いたします（４月予定）。 

 

◆島原の皆さまのコミュニティスペース 
 カルチャー教室やワークショップ、その他イベントなどを通して、 

地域の皆さまのが交流のできる場をご提供いたします。 

 

◆コミュニティバス「たしろ号」停留所 
 島原市内の指定の停留所を運行する島原市の便利なコミュニティ 

バス「たしろ号」がイオン島原ショッピングセンター駐車場内にも停留します。 

予約電話番号：０９５７－６２－０８４０ 

予約サイト ：https://shimabara.aisin-choisoko.com/consumer/users/sign_in 

「たしろ号」の詳細につきましては島原市のホームページをご覧ください。 

 

  

 

 

 

 

 

地域の情報ステーション 

南島原イオンの里山 石碑 

※写真はイメージです 

https://shimabara.aisin-choisoko.com/consumer/users/sign_in
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雲仙・島原の魅力を再発見していただけるような“じもの商品”を品揃えし“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

し長崎県産はもちろん、雲仙・島原の地産地消を推進してまいります。 

地元島原の魚市場や長崎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。新鮮な魚を

使用した寿司や焼魚・煮魚などのお惣菜で食卓を豊かにします。 

 

 地場農産市場『じげもんの郷 雲仙岳の恵み』では地元島原半島の 

新鮮な野菜・果物を毎日品揃えいたします。 

また、雄大な自然の中で、徹底した安全管理のもと、子牛の生産から繁殖・

肥育までの一貫生産で大切に飼育された安全・安心な黒毛和牛 

「平戸和牛」を品揃えいたします。 

抗生物質・抗菌剤不使用で安全・安心と飼料にこだわった「長崎県産雲仙 

しまばら豚」「長崎県産雲仙しまばら鶏」を品揃えいたします。 

また、「雲仙しまばら鶏飯の素」や「雲仙しまばら鶏幻の味噌唐揚げ」 

「島原ハム ポークソーセージ」「長崎五島産高菜」を使用した 

「雲仙しまばら鶏かしわ飯と幻の味噌唐揚弁当」や「長崎県松浦産あじフライ

弁当」など地元のおいしさをぎゅっと詰め込んだお弁当を展開いたします。 

 

手延べそうめんを宮内庁へ献上されたこともある川上製麺のオリジナル商品

『手延べちゃんぽん』『手延べラーメン』や、日本で数少ない伝統製法“はねぎ

搾り”製法を用いている酒造 吉田屋の商品を品揃えいたします。 

また、島原市が創設した特産品認定制度『島原スペシャルクオリティ』商品

を品揃えいたします。「島原スペシャルクオリティ」とは島原の歴史や自然、文

化をイメージできる「島原らしさ」をもち、安心・安全の優れた特産品である

ことが認められた商品です。 

 

 

◆日々のお買物の中にＳＤＧｓ 
平成３０年度「６次産業化アワード」を受賞した美味しさにこだわった 

高品質で肉厚な南島原市産「生しいたけ」を品揃えいたします。 

また、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®」は 

味の素㈱九州事業所で発生する副産物を土作りに活かし、約６０の企業・団体が 

協同してできた農産物です。農作物のあまみ・うまみがＵＰ 

するとともに、環境もやさしい取り組みです。 

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の 

食生活をサポートします。 

 

“じもの”にこだわった食料品売場 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 

雲仙しまばら鶏かしわ飯と幻の味噌唐揚弁当 
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 衣料品コーナー「ｉｎｎｅｒ＆ｃａｓｕａｌ（インナー＆カジュアル）」では、普段着カジュアル

を中心とした、日常使いの必須アイテムや機能性や肌触りにこだわった肌着・リラクシングウェア

を取り揃えています。 

 「ｉｎｎｅｒ＆ｃａｓｕａｌ（インナー＆カジュアル）」はお客さまの「毎日」に寄り添い、 

お客さまの「肌」に寄り添う、最適な品質を最適な価格でご提供するイオンのカジュアルウェア 

ブランドです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オーガニックコットン使用のレディスシャツ   普段着にうれしいカジュアルテイスト衣料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年代にこだわらないエイジレス商品      カラフルなソックスで日常にわくわくを 

「ｉｎｎｅｒ＆ｃａｓｕａｌ（インナー＆カジュアル）」日常の心地よい「いつも着」

を 
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◆ドラッグストア売上ＮＯ．１「ウエルシア薬局」 ⾧崎県 初出店！ 

 イオングループのドラッグストアチェーンで業界売上ＮＯ．１※２０２０年度決算時の 

ウエルシア薬局が長崎県内で初めてオープンします。 

ウエルシア薬局はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します。 

医薬品・化粧品から食品・日用雑貨にいたるまで、地域性にこだわりを持った 

品ぞろえ、より便利にご利用いただけるサービスの充実により、近隣にお住まいの 

お客様の健康や美容、そして豊かな暮らしをサポートする店舗づくりを目指しております。 

 

◆「ケンタッキーフライドチキン」 島原半島 初出店！ 
この街に新しいケンタッキーが誕生します。 

家族やお友達とのお食事に。お仕事の合間のランチやプレイタイムに。 

おもてなしの心を込めた美味しい料理をぜひお楽しみください。 

 

◆「ビアードパパの作りたて工房」  島原半島 初出店！ 
いつもできたて、作りたて。ビアードパパのシュークリーム。 

厳選された国産の卵と牛乳、マダガスカル産最高級のバニラビーンズを使用し、 

生地にも最高級の小麦粉など、天然素材を使用しております。 

表面はサックリ、中はしっとり、もちもちとした食感で、 

何度でも食べたくなる飽きのこない美味しさを追求しています。 

 

◆「浜屋 島原サロン」 
浜屋島原サロンでは、長崎浜屋の地域のサテライト店舗として、 

婦人服から食料品まで、浜屋ならではのアイテムを取り揃えて 

おります。 

老舗の福砂屋や地元島原の特産品をはじめ、お中元・お歳暮・ 

ご出産・記念品など進物好適品をセレクト致しました。是非、お気軽にお立ち寄りください。 

◆「鶏の白石」（４月予定） 
創業から五十有余年。白石の唐揚げの始まりは、祖業である宴会場の一皿から。 

好評を博し、お食事処の看板メニューになり、お持ち帰りでご家庭の食卓にも。 

島原で飼育された若鶏にこだわり、その新鮮な鶏肉を秘伝のタレに漬け込んだ一品です。 

テイクアウトでの唐揚げ、お弁当の販売に加え、イートインスペースもございます。 

 

 

 

 

 

 

◆イオンのトータルアプリ「iＡＥＯＮ」 

「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/ 

 

 

“くらしのまんなか”に寄り添い Happｙを提供する専門店 

お買物を便利にするサービス 

https://www.aeon.com/aeonapp/
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【地域を元気にする取り組み】 
◆「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。 

長崎県においては、「長崎の教会群 ＷＡＯＮ」を２０１３年に発行して 

おり、２０２０年度は寄付金として長崎県に２,８３５,３８３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。 

 

【環境保全活動】 

◆脱炭素社会の実現にむけて使い捨てプラスチック削減 

 スプーンやストローは紙・木製といった環境配慮型素材へ 

イオン九州は、脱炭素社会の実現に向けて、事業活動で使用する 

使い捨てプラスチック※１の削減に取り組んでいます。 

お客さまにレジでお渡しする使い捨てカトラリーは、木製や紙製と 

いった環境配慮型素材です。また、商品ご購入の際にレジにてお申し出 

いただいたお客さまに必要な数量だけをお渡しすることによる使用量の 

削減にも引き続き取り組みます。 
※１：容器包装リサイクル法の対象となるプラスチック製容器包装のうち、 

使用後に不要となるものと、レジで無償配布するストローやカトラリー類などの使い捨ての資材。 

 
◆「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。 

 

 

【社会貢献活動】 

◆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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店名称 ：イオン島原ショッピングセンター 

所在地 ：〒８５５－０８０２ 長崎県島原市弁天町 1丁目７０８０－１ 

代表電話：０９５７－６１－０３２１ 

責任者 ：イオン島原店  店長 武宮 愛一郎（たけみや あいいちろう） 

専門店数：１８店舗（ＡＴＭ含む） 

核店舗 ：イオン島原店 

敷地面積：１６,４４９㎡ 

売場面積： ４,６７７㎡ 

駐車台数：１６２台 

営業時間：食品 ９：００～２２：００ 

     衣料・暮らしの品 ９：００～２２：００ 

専門店 １０:００～２１:００ 

      

専門店一覧 

     屋号   業種 

1   浜屋 島原サロン   百貨店 

2   ウエルシア薬局   ドラッグストア 

3   ＣＡＮ★ＤＯ   均一雑貨 

4   ＡＢＣ－ＭＡＲＴ   靴 

5   CHIPPER CHIT by Ｈanako   雑貨 

6   メガネのヨネザワ   眼鏡 

7   鶏の白石（４月予定）   から揚げ 

8   つづみ団子   和菓子 

9   ミスタードーナツ   ドーナツ 

10   ビアードパパ   シュークリーム 

11   ケンタッキーフライドチキン   フライドチキン 

12   しまばらん窓口 とるっと   行政窓口 

13   ヘアーサロンＩＷＡＳＡＫＩ   理美容室 

14   白洋社   クリーニング 

15   チャンスセンター   宝くじ 

16   長崎銀行   銀行 

17   十八親和銀行ＡＴＭ   ＡＴＭ 

18   イオン銀行ＡＴＭ   ＡＴＭ 

以上 

 ご参考  

イオン島原ショッピングセンターのオープンについては 

こちらの特設ページもご参照ください。 

https://www.aeon-kyushu.info/lp/shimabara_open/  

イオン島原ショッピングセンター概要 

https://www.aeon-kyushu.info/lp/shimabara_open/

