
２０１８年９月２６日 

イ オ ン 九 州 株 式 会 社 

イオン穂波ショッピングセンター

「き・ず・な」を「みらい」へ  

「イオン穂波ショッピングセンター」 

１０月２５日(木)朝９時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、２０１８年１０月２５日（木）イオン穂波ショッピン

グセンター（住所: 福岡県飯塚市枝国  店長：吉﨑眞知 以下 イオン穂波ＳＣ）を、リニューアルオー

プンいたします。 

イオン穂波ＳＣは、１９９４年のオープンから２４年間、地元飯塚市のお客さまを中心に多くのお客

さまにご愛顧いただいております。毎年夏に行われる市民祭飯塚山笠におきましては、２００７年から

イオン穂波店の従業員も“イオン隊”として東流れに舁き手として参加し、「流れ舁」では、東流れの

山笠をイオン穂波ＳＣの敷地内に迎え入れるなど、地域と一体となった店舗づくりを行ってまいりまし

た。この度の改装にあたっては、地域の皆さまからのご要望の声を積極的に店舗づくりに生かし、利便

性を向上させることで、今まで以上にお客さまのニーズにあった店舗へと進化いたします。 

イオン穂波ＳＣの店舗１０ｋｍ圏内２３万人の商圏には、「シニア層（６５歳以上）」と「ファミリー

層（３０－５０代）」のお客さまが多く住まわれており、商圏全体の約６５％を占めています。また飯

塚市は八木山バイパスを経由しての福岡市内へのアクセスもいいことから、将来は大都市圏のベットタ

ウン化も見込まれているエリアです。この度の改装において、地域特性および地域顧客層にあわせた品

揃えや専門店誘致を行うことにより、ご来店いただくお客さまに「わくわく」や「どきどき」を感じて

いただける“行きたくなる店舗づくり”に取り組みました。 

イオン穂波ＳＣはこれからも地域の皆さまと力を合わせて地域社会を盛り上げると共に、お買い物を

楽しみながらリフレッシュできる空間をご提供いたします。 

イオン穂波店 店長 吉﨑眞知

今回の改装は「地域のお客さまへこれまで以上に気楽・身近・便利に感じて

いただくショッピングセンター」をコンセプトに進めました。今後も精進を

惜しむことなく、ジャスコ飯塚店から続く歴史のもと「地域に支えられ地域

に貢献し続けるお店」を確固たるものにしたく考えております。 



～リニューアルコンセプト～ 

コンパクトシティ イオン穂波ショッピングセンター 

～誰もがいつも行きたくなる場所～ 

◆井筒屋飯塚ショップはじめ１１店舗が新規出店いたします 

飯塚市の老舗百貨店、井筒屋がイオン穂波ＳＣの専門店として新規

出店いたします。また１階に生活日用雑貨「ダイソー」、銘菓「湖月堂」、

イタリアンワイン＆カフェレストラン「サイゼリヤ」など、計１１店

舗の専門店が新たに登場いたします。既存の１９店舗におきましても

ショッピングセンターに更なる賑わいを創出するため、それぞれ改装 

に取り組んでいただきました。 

《新規導入店１１店》 

井筒屋 飯塚ショップ（百貨店） ダイソー（生活日用雑貨） サイゼリヤ（イタリアンレストラン）

やっぱりステーキ（ステーキ） ビスヌ（インド料理） 湖月堂（銘菓） 

※ブブアブ（リラクゼーション） ロータスブルーム（子供服） プリュネイル（ネイル） 

プルネール（ベーカリー） いいづかイベント・情報コーナー（飯塚市）

※１１月中オープン予定 

◆お客さまの快適なお買物環境を実現いたします 

地域のお客さまの声をお店づくりに反映し、便利で快適にお買い物いただける店舗施設整備及びサー

ビス向上に努めてまいります。 

【施設面】 

☝ポイント①：トイレ設備の一新 

ご利用いただきやすい「洋式」を一部導入し、よりきれいで清潔感のあるトイレにいたします。 

☝ポイント②：身障者用ゲート式駐車場を新設 

身障者用ゲート式駐車場（１０台）に加え、高齢の方、妊娠されているお客さまを対象にしたおもいや

り駐車場（１０台）を設けます。 

☝ポイント③：休憩スペースの充実 

お買い物途中のお食事に最適なイートインコーナーを店内２か所に新設し、お求めいただいた商品をゆ

っくりとお楽しみいただける環境を整備いたします。フードコートにおきましても座席数を２８４席へ

と拡大し、デザインを地元イメージにすることで、ゆっくりとくつろげる場所へと生まれ変わります。 

またお買い物の途中の休憩に最適なギャザリングスペースを増設いたします。休憩はもとよりお連れさ

まとの待ち合わせにも最適です。 

☝ポイント④：きれいで明るい店内へ 

環境に配慮したＬＥＤライトを採用し、より明るくお買い物しやすい店内になりました。 



【サービス面】 

☝ポイント①：飯塚市の地域情報を発信いたします 

２階に飯塚市からの「いいづかイベント・情報コーナー」が登場いたします。パンフレット・ポスター・

パネル・動画などによる各種イベントの情報発信を行います。また体操教室・プチ体力測定・うちエコ

診断などのイベントも随時開催いたします。イオンは行政と一体となり更なるお客さまの利便性向上に

努めてまいります。 

☝ポイント②：サービスカウンターの充実 

お買い物の際、お客さまがお困りのこと、不安なことを気軽にお問い合わせいただけるサービスカウン

ターを１階セントラルコートに移設し、利便性を高めます。今回の改装に際し従業員の心装（心の改装）

を図ることで、お客さまの立場に立ったきめ細かいサービスを実現し、満足度向上へとつなげてまいり

ます。また、行政各証明書発行サービス（住民票、各種税証明、印鑑証明、戸籍証明）など、多様な行

政サービスをご利用いただけます。 

◆毎日の生活を楽しめるファッションスタイル＆お子さまの“ワクワク感”提案！ 

２階衣料品コーナーにおきまして、最近注目されているアスレチック（競技）とレジャー（余暇）を

組み合わせたスポーティーカジュアルウェア「アスレジャースタイル」の拡大を行います。またグリー

ンボックス（靴）とのトータルコーディネイトでアクティブライフが楽しめる「スポージアム」が登場

いたします。 

また婦人服コーナーでは、アクティブに自分らしいスタイルを楽しむ大人のファッションブランド

「ＥＣＨＯ」が新しく仲間入りし、自分らしいこだわりのファッションをお楽しみいただけます。 

おもちゃコーナーにおきましては、レゴブロックや人気のバンダイ、アンパンマンなどのおもちゃを

お子さまが実際に触って楽しめる“お子さまが夢中になる”コーナーを新しく設置いたします。 

◆毎日の食卓を楽しく 食品コーナーも装い新たに！ 

毎日の食卓をバラエティに彩るこだわりの商品を集めました。特に最近のトレンドである「つくらな

い化」「時短」「ウェルネス」をキーワードに、お客さまのニーズにあわせた商品の品揃えを強化いたし

ます。 

デリカコーナーでは、店内炊き上げの白飯で作る「手作りおにぎり」の

販売を新たにスタートいたします。また、自宅で作るには手間のかかるメ

インディッシュメニューを１人前ずつ販売する「デリアラカルト」のコー

ナーでは、季節に応じたバラエティ豊かな品目にてお客さまをお迎えいた

します。 

冷凍食品コーナーでは、一度にバランスよく食事がとれる「トップバリュワントレーシリーズ」をは

じめ、「トップバリュオーガニック冷凍野菜」「冷凍果実」、カロリー控えめの「ヘルシーアイス」の品

揃えを充実させ、健康志向のお客さまへの商品のご提案を行ってまいります。 

この他にも、今回の改装を機にお客さまのご要望にお応えし、地元飯塚の味「マルビシしょうゆ」や

九州初登場の「梅の花 豆腐」の品揃えなど、地域の食品コーナーとして、忙しい毎日を健康的におく

られるお客さまの食卓をサポートいたします。 



◆ビューティー＆ウェルネスコーナーを拡大！ 

お客さまからのご要望が多かった、ビューティー＆ウェルネスコーナーを拡大いたします。拡大した

コーナーにはイオン九州オリジナルの「Ｐｉｃｋ ｕｐ ｓｔａｔｉｏｎ」を導入し、専属の販売員が

親切に応対させていただきます。 

「Ｐｉｃｋ ｕｐ ｓｔａｔｉｏｎ」では人気の高い「リンメル」や「パーフェクトワン」などのブラ

ンドを拡大すると共に、「オンリーワン」「ナチュラルグラッセ」などの自然派志向のライフスタイルを

応援するオーガニックコスメをご提供いたします。また人気の高いメイクブランド「ＣＨＩＰＩＥ シ

ピエ」「フィジシャンズフォーミュラ」を新規導入し、品揃えを強化いたします。またイオン専売品の

石鹸、お肌に潤いをあたえる「マルシェボン」、毎日のスキンケアでクリアな素肌を保つ「ＳＫ-Ⅱ」の

取り扱いを開始し、お客さまの「きれいになりたい」を応援いたします。 

医薬品コーナーでは、体調のお悩みに応じた健康改善食品・サプリメントの品揃えを拡大いたします。

寝具コーナーでも、快適な睡眠をサポートするウェルネスピローやマットの取り扱いを行い、お客さま

の「健康」をサポートいたします。 

【イオン穂波ショッピングセンター概要】 

所 在 地 ： 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８ 

代表電話： ０９４８－２６－１７１７ 

ＨＰアドレス： http://honami.aeonkyushu.com/

店  長 ： 吉﨑 眞知 

総売場面積：  約２２,１４６㎡  

直営売場面積： 約１１,７０４㎡ 

テナント売場面積：  約１０,４４２㎡  

専門店数：８４店 

駐車場台数：約２,０００台 

営業時間：イオン（食品）  ８：００～２１：００  

      イオン（食品以外）９：００～２１：００ 

            専 門 店   ９：００～２１：００  

      レストラン  １１：００～２１：００ 

従業員数：イオン直営 ３６０人 

基本商圏：１０ｋｍ圏内、２３万人 

※リリース内に使用している写真は全てイメージです。 



イオン穂波ショッピングセンター 専門店リスト  

番号 特記 業種 店名 備考

１ ＮＥＷ 百貨店 井筒屋 飯塚ショップ １階

２ ＮＥＷ 生活日用雑貨 ダイソー １階

３ ＮＥＷ イタリアンレストラン サイゼリヤ １階

４ ＮＥＷ ステーキ やっぱりステーキ １階

５ ＮＥＷ インド料理 ビスヌ １階

６ ＮＥＷ 銘店 湖月堂 １階

７ １１月中オープン リラクゼーション ブブアブ １階

８ ＮＥＷ 子供服 ロータスブルーム １階

９ ＮＥＷ ネイル プリュネイル １階

１０ ＮＥＷ ベーカリー プルネール １階

１１ ＮＥＷ 情報センター いいづかイベント・情報コーナー ２階

１２  保険代理店 アフラックサービスショップ １階

１３  レディス ＡＮＺＵ １階

１４  ラーメン 一風舎 １階

１５ 歯科 
医療法人 英歯会  

穂波ひまわり歯科・小児歯科医院 
１階

１６  レディス・キッズ ａｎｙＦＡＭ １階

１７  クリーニング エルゼ １階

１８  雑誌・書籍 Ａ’ＢＯＯＫ １階

１９  文具・玩具 Ａ’ＢＯＯＫサウンドショップ １階

２０  軽食・喫茶 オアシスコーヒー １階

２１  お好み焼き・たこ焼き 大阪じゅうべい １階

２２  お茶 お茶の山口園 １階

２３  塩干物・明太子 かば田 １階

２４ デジカメプリント・証明写真 カメラのキタムラ １階

２５  薬局 薬のヤスタケ １階

２６  レディス・雑貨 グローブ １階

２７  携帯アクセサリーショップ ＧＬＯＲＹ １階

２８  ファミリー コムサイズム １階

２９  銘菓 さかえ屋 １階

３０  バック・小物 サックスバーアナザーラウンジ １階

３１  アイスクリーム サーティーワンアイスクリーム １階

３２  時計・修理 ザ・クロックハウス １階

３３  和食 庄屋 １階



番号 特記 業種 店名 備考

３４  とんかつ 新宿さぼてん １階

３５  アクセサリー ジェムストーン １階

３６  リサイクル ジュエルカフェ １階

３７  タピオカドリンク タピキング １階

３８  レディス ｔａｎｔａｎ １階

３９  銘菓 千鳥屋 １階

４０  宝くじ チャンスセンター １階

４１  和菓子 十勝あんこのサザエ １階

４２  お茶 内藤園 １階

４３  トラベル 日本旅行 1 階

４４  銘菓 ひよ子 １階

４５  時計・宝石・メガネ ビジュエトウ １階

４６  靴 ボンフカヤ １階

４７  生花 ポプラ １階

４８  ハンバーガー マクドナルド １階

４９  コスメ まるまんフィオーレ １階

５０  ドーナツ ミスタードーナツ １階

５１  キャリアブランド ＭＩＸ－Ｏ １階

５２  メガネ メガネのサトー １階

５３  中華料理 雄鳳 １階

５４  イタリアンレストラン ゆであげ生パスタ ポポラマーマ １階

５５  うどん・そば 与秀庵 １階

５６  靴修理・合鍵 リペアランド １階

５７  ハンバーガー ロッテリア 1 階

５８  書籍・雑貨 ヴィレッジヴァンガード １階

５９  生活雑貨 ヴェルデ １階

６０  ＡＴＭ ゆうちょ銀行 １階

６１  ＡＴＭ 飯塚信用金庫 １階

６２  ＡＴＭ 西日本シティ銀行 １階

６３  ＡＴＭ 福岡銀行 １階

６４  ＡＴＭ イオン銀行 １階

６５  シューズ ＡＢＣマート ２階

６６  メガネ ＯＷＮＤＡＹＳ ２階

６７  キャラクター雑貨 キティランド ２階

６８  呉服 呉服のもろふじ ２階



番号 特記 業種 店名 備考

６９  カットサロン サンキューカット ２階

７０  法律事務所 松尾・足立法律事務所 ２階

７１  こども写真館 スタジオマリオ ２階

７２  レディス 象の鼻 ｂｙ みどりや ２階

７３  レディス タツミヤ ２階

７４  英会話教室 ＮＯＶＡ ２階

７５  レディス ハニーズ ２階

７６  レディス ＨＥＲＢＩＳ ２階

７７  レディス マリリン ２階

７８  駄菓子 夢や ２階

７９  ジーンズカジュアル Ｒｉｇｈｔ―ｏｎ ２階

８０  アミューズメント 楽市楽座 ２階

８１  婦人・雑貨 ラグマニス ２階

８２  こども英会話 ラビキッズワールド・セイハ英語学院 ２階

８３  モデルハウス・注文住宅 よかタウン 別棟

８４  銀行 西日本シティ銀行 別棟

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオン九州株式会社 渉外・秘書・広報Ｇ 甲斐・松尾 ＴＥＬ：０９２－４７２－０３２４ 


