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 ～地元に寄り添う・私の街・私のイオン～ 

延岡の皆さまにスマイルとハッピーを届けます 

イオン延岡ＳＣ３月３０日（金）リニューアルオープン 
 

イオン九州株式会社（以下、イオン九州）は、１９９６年のオープン以来２２年間地域のお客

さまにご愛顧いただいているイオン延岡ショッピングセンター（以下、イオン延岡店 住所：宮

崎県延岡市旭町 店長：杉野 康盛）を「地元に寄り添う・私の街・私のイオン」をコンセプトに

３月３０日（金）リニューアルオープンをいたします。 

 

今回のリニューアルでは全ての地域の皆さまが憩える場所として５０席のイートインスペース

を新設いたします。宮崎県が人々に希望と活力をもたらす「ひなた（日向）」のチカラを広げる活

動「日本のひなた宮崎県」のコンセプトをヒントに、あたたかくゆったりとした時間を過ごして

いただきたいとの思いを込めて「ひなたＣａｆé」と名づけました。また、専門店ゾーンを約２０

０坪拡大し、延岡市初出店となるコーヒーと輸入食品の「カルディコーヒーファーム」や人気ブ

ランドを取り扱うセレクトショップ「グリーンパークストピック」を導入。直営ゾーンではライ

フスタイルを提案する衣料品売場、イオン九州オリジナルのプチプラコスメの専門店業態「Ｐｉ

ｃｋ ｕｐ ｓｔａｔｉｏｎ」を導入する住居余暇売場、お惣菜や冷凍食品の充実でより便利な食

料品売場など、地域の皆さまのご要望にお応えできるお店へ生まれ変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店長の杉野です！従業員と共により皆さま

に愛されるお店を目指します！ 



～宮崎県延岡市の豊かな自然をヒントに～ 

 

「ひなたＣａｆé」 
 

「ひなたＣａｆé」は従業員へアンケート

を実施し選ばれた名称です。宮崎県のあた

たかい太陽、やさしい光、ひなたでのゆっ

くりとした空間での憩いのひと時をイメ

ージしています。ご家族での休憩、お友達

との待ち合わせやおしゃべり、お仕事途中

のリフレッシュなど、訪れる皆さまのさま

ざまな用途に応じてご利用ください。 

 

 

県産木の良さをつたえる「木育」 

 
宮崎県のスギ素材（丸太）の生産量は平

成３年から平成２８年まで連続日本一米。 

豊かな森林環境を育て、守り、木材利用

の普及を推進する宮崎県の「木育」活動

の一環として２階ベビーコーナーに宮崎

県産の材木（スギ・ヒノキ）を使用した

コーナーを設けます。 

※農林水産省平成２８年木材統計調査より 

 

リニューアルへの決意「シンボルマーク」 
 

リニューアルに向けた従業員の決意をあ

らわすシンボルマークを作成しました。

デザインは海・山・川の自然に囲まれた

延岡をイメージしています。コンセプト

は、『お店を支えていただいている地元の

お客さまとの延（縁）を大切にし、更に

お客さまに愛されるお店、親しまれるお

店へ、そしてお客さまに「笑顔」と「幸

せ」を提供するお店へ』。従業員の名札に

それぞれの決意表明と共に使用されます。 

 

 

 



 

延岡市初出店 コーヒーと輸入食品のワンダーショップ 

「カルディコーヒーファーム」 
 

 

こだわりのオリジナルコーヒー豆３０種をはじめ、見ているだけで楽しくなるような世界各国の

珍しい食材やお菓子、ワイン、チーズ、スパイスなどが所狭しと並んでいます。店頭でサービス

をしているオリジナルブレンドコーヒーを飲みながら世界の食材巡りの旅をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延岡市初出店 ２０以上の人気ブランドを取り扱うセレクトショップ 

「グリーンパークストピック」 
 

 

国内の人気ブランドに加え、ベーシックながらもさりげなくトレンドを取り入れたオリジナル

ブランド「ｃｈｏｃｏｌ ｒａｆｆｉｎｅ ｒｏｂｅ」のアイテムも展開。ウエアのみならず、シ

ューズやアクセサリー、バッグなどの小物も充実し、トータルコーディネートを楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～豊かなライフスタイルを提案する新専門店～ 

 



大分より宮崎県初出店 「お菓子の菊家」 

 

全国的に有名な「ぷりんどら」をはじめ、旬の素材と卓越した技術から生まれた、洋菓子・和菓

子・銘菓など、菊家の美味しいお菓子をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常を彩る、おしゃれでかわいいモノに出会える「１００円雑貨の専門店」 

「セリア」 
 

明るくゆったりとした店内に、見ているだけで

ワクワクする雑貨があふれています。生活雑貨

の豊富なラインアップはもちろん、手づくり素

材も驚きの充実度。プチＤＩＹやリメイクを気

軽に楽しめるなど、暮らしを彩る、小さな幸せ

がいっぱいのお店です。 

 

 

延岡市 

中華料理「普天」 
 

 

中華料理「普天」は本格中華料理店です。来日

してから２０年間、延岡市出北の本店で地域の

皆さまのために心を込めて研究した調理技法や

調味料で皆さまをお迎えしています。本店で腕

を振るうシェフは全員が２０年以上の経験者で

す。是非、新しく出店するイオン延岡店の「普

天」にて本格中華料理をお楽しみください。 

 

 

 



 

 

 

多様化するライフスタイルそれぞれに 

楽しさ＆ドキドキを提案する衣料品売場へ 

 

 衣料品売場はベビー売場に宮崎県が木材の良

さやその利用意義を学ぶ「木育」の普及活動の

一環として宮崎県産の材木（スギ・ヒノキ）を

使用した８坪ほどのスペースを新たに設置いた

します。杉フローリングは「やさしい床板」が

特徴で、床でハイハイする赤ちゃんに最も適し

た材料といわれています。このスペースでは絵

本の読み聞かせ会や、親子で参加できるワーク

ショップを定期的に開催する予定です。 

 

 

 服飾雑貨売場は、お客さまのさまざまなライフスタイルに「楽しさ・快適さ」をご提供できる

雑貨の取り組みを強化いたしました。紳士雑貨売場はミリタリーブランドの「ＡＬＰＨＡ ＩＮＤ

ＵＳＴＲＩＥＳ（アルファインダストリーズ）」、「豊岡のかばん」や、「姫路レザー」の革小物な

ど、こだわりのある雑貨を品揃えし、ワンランク上のライフスタイルをご提案いたします。 

 

 

 スポーツ売場は「健康」をキーワードにした「ウォーキングスタイル」商品をメンズウェア・

レディスウェアで売場を拡大して展開します。また、人気の「アスレジャースタイル」を「チャ

ンピオン」ブランドで新たに展開し、アクティブなライフスタイルを楽しめるスポーツカジュア

ルスタイルの提案をいたします。 

 

 

ランファンコーナーでは、新たに、婦人肌着

のワコールを取りそろえます。「Ｌ’ｇｅ（ルジ

ェ）」「ＡＬＵＬＡ®（アルラ）」のブランドは延

岡市初出店となります。 

大人かわいい女性に向けたインナーブランド

「ルジェ」。女性はいくつになっても、かわいい

ものが大好き。そんな女性のわがままを叶える、

大人の上質感と少女のかわいさを併せ持つコー

ディネートブランドです。 

大人のキレイが、そっと羽ばたく。「ＡＬＵＬＡ

®（アルラ）」は、高い美意識と確かな目を持つ

女性に、いつもキレイでいる喜びをお届けする

ブランドです。 

 

～お客さまから信頼されるイオン延岡店へ～ 

 



おいしくて便利！食に関する負担を解消し 

日々の食卓を豊かにする食料品売場へ 

 

 食料品売場は『時短』『即食』『ウェルネス』をキーワードに便利な食料品売場を目指します。

お惣菜のコーナーは減塩対応のタレを使用した国産焼鳥や、豊富な味のバリエーションのチキン

ステーキなどの鶏惣菜、店内で焼き上げる焼き魚や魚唐揚げなど魚惣菜などを充実させ、おいし

くてヘルシーなお惣菜をご提供いたします。 

 

 冷凍食品のコーナーは、食に関するさまざまな負担を軽減する冷凍商品の品揃えを拡大します。

一度にバランスよく食事が摂れるイオンのプライベートブランド「トップバリュ ワントレーシリ

ーズ」や、時短に欠かせない「おかず冷凍食品・冷凍野菜」、などのアイテムを充実いたします。 

 

 お肉のコーナーは、宮崎県産のサツマイモを食べて育つ「おいも豚」を新規に取り扱いいたし

ます。おいも豚は牧場から食卓まで一貫体制で管理される良質な脂身の上品な味わいの安全・安

心な豚肉です。また、宮崎県産の炭火焼やトップバリュローストビーフなどの生食オードブルの

品揃えを充実いたします。 

 

暮らしのトータルコーディネート＆ 

「美・健・快」を提案する住居余暇売場 

 

 住居余暇売場は暮らしのコーディネートを提

案するともに『美』『健康』『快適』それぞれに

最適な商品の品揃えを目指します。新しく導入

する「ホームコーディ」はシンプルでゆたかな

暮らしをコーディネートするイオンのプライベ

ートブランドです。毎日の暮らしの中でたいせ

つにした「いつも」に小さなアクセントを加え

て、暮らし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。 

 

『美』では話題のコスメを集めたイオン九州オリジナルの新しい売場「Ｐｉｃｋ ｕｐ ｓｔａｔ

ｉｏｎ」を導入します。「エテュセ」や「リンメル」など人気のメイクアップ商品を品揃えし、お

手ごろ価格の商品で「なりたい自分」の実現を応援します。 

 

『健』ではドラッグコーナーに健康ステーションを設置し、地域の皆さまの健康をサポートいた

します。全自動血圧計、肌年齢計、ストレス計、血管年齢計などすべてご自由にご利用いただけ

ます。 

 

『快』では快適な睡眠をサポートするウェルネスピローとマットレスをご提案いたします。まく

ら選びにお悩みのお客さまに「体感」と「接客」を通じて、最適なまくら選びを実現いたします。 

 

 



 イオン延岡ＳＣ専門店リスト 

番

号 
店名 業種 特記 備考 

１ 組曲・リップスター レディス  2Ｆ 

２ ２３区 レディス  2Ｆ 

３ Ｍ２ レディス  2Ｆ 

４ マーブルインク レディス  2Ｆ 

５ ＢＩＴＴＯＫＯ レディス  2Ｆ 

６ ｒｏｏｍ レディス  2Ｆ 

７ ＤＥＳＡＫＩ レディス  2Ｆ 

８ ４－Ｄｑｕａｌｉｔｅ レディス  2Ｆ 

９ ブージュルード レディス  2Ｆ 

１０ クローズアップ レディス  2Ｆ 

１１ ハニーズ レディス  2Ｆ 

１２ ウーノピュー/オッジ レディス オッジ 新規出店 2Ｆ 

１３ タツミヤ レディス  2Ｆ 
  

１４ グリーンパークストピック レディス 延岡市初出店 １Ｆ   

１５ アヴェニュー レディス  2Ｆ 
  

１６ Ｄ．Ｓ．Ｋ レディス 新規出店 2Ｆ 
  

１７ ユニクロ ファミリーカジュアル  1Ｆ 
  

１８ ミキハウス キッズ  2Ｆ 
  

１９ ＢＥＲＲＹ ＫＩＳＳ キッズ  2Ｆ 
  

２０ ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ 和装小物  2Ｆ   

２１ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 靴  1Ｆ   

２２ 靴のテヅカ 靴  2Ｆ   

２３ ブランドショップハピネス アクセサリー・宝飾雑貨  2Ｆ   

２４ グランサックス 鞄  2Ｆ   

２５ ＳＴＯＮＥ ＭＡＲＫＥＴ 天然石・アクセサリー  2Ｆ   

２６ ＨＥＡＤ ＷＥＡＲ ＢＬＡＫＥ 帽子  2Ｆ   

２７ ＣＨＥＲＩＲ 服飾雑貨  2Ｆ   

２８ 靴下屋 靴下・雑貨  1Ｆ   

２９ アートジェム アクセサリー・宝飾  2Ｆ   

３０ ＴＩＭＥ ＬＡＮＤ ニシムラ 時計  2Ｆ   

３１ オンデーズ メガネ  2Ｆ   

３２ メガネの三城 メガネ  1Ｆ   

３３ くまざわ書店 書籍  1Ｆ   

３４ ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨・ＤＶＤ  2Ｆ   

３５ Ｃ＆Ｃ アクセサリー・雑貨  1Ｆ   

３６ サウンドコミュニケーション Ｗｅ‘ｓ ＣＤ・ＤＶＤ  1Ｆ   

３７ Ｌａ－ｖｉｅ 化粧品・コスメ  1Ｆ   

３８ コスタコート 生活雑貨  1Ｆ   

３９ パスポート インテリア雑貨  2Ｆ   

４０ カメラのキタムラ カメラ・ＤＰＥ  1Ｆ   

４１ セリア １００円均一 新規出店 1Ｆ   

４２ とんかつ新宿さぼてん とんかつ  1Ｆ   



イオン延岡ＳＣ専門店リスト 

番

号 
店名 業種 特記 備考 

４３ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム  1Ｆ 

４４ ゴローズ 洋菓子  1Ｆ 

４５ お茶の山口園 お茶・コーヒー  1Ｆ 

４６ 如水庵 和洋菓子  1Ｆ 

４７ お菓子の菊家 和洋菓子 宮崎県初出店 1Ｆ 

４８ ベルボアーズ ベーカリー  1Ｆ 

４９ カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 延岡市初出店 1Ｆ 

５０ ＧＲＡＮＤ ＦＬＯＷＥＲ 生花  1Ｆ 

５１ リンガーハット ちゃんぽん  1Ｆ 

５２ タリーズコーヒー カフェ  1Ｆ 

５３ 延岡の旨いもの ごはん処 国技館 和食  1Ｆ 

５４ ポポラマーマ ゆであげ生スパゲティ  1Ｆ 

５５ ワイズポムの城 レストラン  1Ｆ 

５６ マクドナルド ファーストフード  1Ｆ 
  

５７ ミスタードーナツ ファーストフード  1Ｆ 
  

５８ どんどんまるや 焼物  1Ｆ 
  

５９ 麺屋 桝元 ラーメン  1Ｆ 
  

６０ ビスヌ インド料理  1Ｆ 
  

６１ 中華料理 普天 中華料理 新規出店 1Ｆ 
  

６２ イオン銀行 ＡＴＭ  1Ｆ   

６３ 宮崎銀行 ＡＴＭ  1Ｆ   

６４ 宮崎太陽銀行 ＡＴＭ  1Ｆ   

６５ 九州労働金庫 ＡＴＭ  1Ｆ   

６６ ゆうちょ銀行 ＡＴＭ  1Ｆ   

６７ ＪＡバンク ＡＴＭ  1Ｆ   

６８ 延岡信用金庫 ＡＴＭ  1Ｆ   

６９ モーリーファンタジー 室内ゆうえんち  2Ｆ   

７０ 美容 プラージュ 美容室  1Ｆ   

７１ ホワイト急便 クリーニング  1Ｆ   

７２ ＡＩシューズリペア 鍵・リペア  1Ｆ   

７３ マジックミシン リフォーム・リペア  2Ｆ   

７４ 日本旅行 トラベル  1Ｆ   

７５ セイハ英語学院 子供英会話教室  ２Ｆ   

７６ パソコン教室わかるとできる パソコン教室  ２Ｆ   

７７ イオン延岡宝くじセンター 宝くじ  1Ｆ   

７８ スタジオマリオ 子供写真館  2Ｆ   

７９ ラフィネ リラクゼーション  1Ｆ   

８０ クリスタルネイル ネイルサロン  ２Ｆ   

８１ 
ビューティスキンラボ＆ 

ビューティホワイトラボ 
エステティック  1Ｆ   

※資料内の画像はすべてイメージです。 

※資料内の情報は２月２８日時点のもので、変更になる場合があります。 



 

【イオン延岡ショッピングセンター概要】 

所 在 地：宮崎県延岡市旭町２丁目２番地１号 

代 表 電 話：０９８２－２３－１７００ 

ＨＰアドレス：http://nobeoka.aeonkyushu.com/ 

店 長：杉野 康盛 

休 業 日：年中無休 

敷 地 面 積：４１，１５９㎡  

延 床 面 積：５２，８９５㎡ 

商業施設面積：３０，６２０㎡ 

      【内訳】イオン直営：１４，６８１㎡ 

          専 門 店：（物販）８，７３７㎡  

（飲食・アミューズメント）３，５１１㎡ 

          共用通路など：３，６９０㎡ 

建 物 構 造：鉄骨造り（１、２階フロア ３、４階立体駐車場） 

専 門 店 数：８１店 

駐 車 台 数：約１，６００台 

駐 輪 台 数：約２００台 

営 業 時 間：イオン（直営）  ９：００～２１：００ 

       専 門 店  １０：００～２１：００ 

       レストラン街  １０：００～２０：３０ 

従 業 員 数：施設全体 約１，０００名（イオン直営 約３８０名） 

基 本 商 圏：車１５分圏内 ４万８，６０９世帯 １０万６，４１２人 
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