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２０２２年４月１８日 

イオン琉球株式会社  

 

 

Be together AEON 
～地域とともに進化する SC へ～ 

４/22(金)イオン名護ショッピングセンターリニューアルオープン！! 
 
 

イオン琉球株式会社（本社：南風原町、代表取締役社長：大野惠司 以下、当社）は、イオン名護ショッ

ピングセンター（以下、当店）」において、地域ニーズに対応しながら進化する SC として、施設面・品揃え・サー

ビスにおいてリニューアルを図り、４月２２日（金）あさ 9 時、全館装い新たにオープンいたします。 

 

当店は、２００３年４月、北部最大規模のショッピングセンターとして名護市の中心街に総合スーパー業態

“イオン”として誕生しました。以降、北部の玄関口として地域のお客さまから北部広域、また県外から訪れる観光

客の皆さまにも快適にショッピングを楽しんでいただける環境や商品・サービスを提供してまいりました。 

 

この度、「Be together AEON」をコンセプトに、地域の皆さまの多様化するライフスタイルにもっと寄り添い、毎

日の暮らしに豊かさや楽しさを提供できるよう、衣・食・住において新たな価値を提供する魅力ある商品を取り揃

え、リニューアル致します。今後もサービスレベルの向上を図り、お客さまに支持していただける店舗を目指します。 

当店は、北部やんばるの世界自然遺産登録や、巨大テーマパーク構想でより一層注目を集める沖縄本島北

部玄関口のランドマーク的存在として、これからも地域とともに進化し続けるショッピングセンターであり続けてまいり

ます。 

 

〈リニューアルコンセプト〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「Be together AEON」 

可能性を秘めた本島北部のランドマークとなるべく、 

これからも地域とともに進化し続けるショッピングセンター 

として、新たな価値を提供してまいります。 
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≪ 「イオン名護店」 リニューアルトピックス  

 

1. 地域№１の冷凍食品売場誕生！価格と品質の PB トップバリュ商品も豊富な品揃え 

需要の高いフローズン商材は、リーチインケースに変更し、地域№１の品揃えで展開します。 

また、お客さまの期待を感動に高める品質向上ブランド「トップバリュ」は生活防衛意識が高まる中、 

お手頃価格と安心の品質で、生鮮から加工品まで毎日の暮らしに必要な品々を取り揃えます。 

リニューアルで一層買い回りしやすくなった売場で、地域№１の食品売場でお迎えします。 

 

2. 北部店舗初の対面販売「リワードキッチン」やイオン店舗初の鉄板焼メニュー登場！ 

イオンならではの豊富なメニューを取り揃えたデリカテッセンを対面式で提供する「リワードキッチン」を 

展開します。旬の素材を使ったオリジナルメニューなど常時２０種類以上の選べるお惣菜を提供します。 

また、イオン店舗初の鉄板で焼く出来立ての広島焼や焼きそば、だし巻きたまごなどを初展開します。 

 

3. 鮮度も品揃えも地域№１へ！食材の宝庫、地元の新鮮食材で生産者を応援 

地元名護漁港から水揚げされた鮮魚を直送でお届けします。 

5 月から旬を迎える本部産のカツオはもちろん、本マグロなど味と鮮度にこだわった商品を展開します。 

また、地元の畑人
は る さ ー

倶楽部
く ら ぶ

からゴーヤーやたまねぎ、キノコ類からフルーツまで季節に合わせた旬の新鮮 

な農産物を取り揃え、生産者の顔の見える売場で鮮度と品揃え地域№１を目指します。 

 

4. 子育て世代のアクティブＬｉｆｅをご提案、新規アパレルブランド続々導入！ 

人と環境に配慮したサステナブルな社会の実現のため、オーガニックやリサイクル素材を使ったイオン 

の「SELF
セ ル フ

＋SERVICE
サ ー ビ ス

」や子育て世代に人気の「ESSEME
エ シ ー ム

」をはじめ、アクティブライフをサポートす 

るアパレルブランドを新規導入し、キッズ・レディース・メンズまで充実のファッションアイテムを揃えます。 

 

5. トータルコーデ！キッチン雑貨から寝具まで揃ったイオン「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ」シリーズ。 

毎日の暮らしに小さなアクセントを加え、上質な暮らしを提案するイオンのホームファッションブランド 

「ＨÓＭＥＣÓＯＲＤＹ」シリーズ。シンプルで機能性に優れた暮らしのアイテムをトータルコーディ 

ネートできる品揃えで展開します。 

 

6. もっと便利に！北部地区初！ネットスーパー ドライブスルー受け取りスタート！ 

ネットで注文して、指定した時間内にドライブスルーで商品を受け取れるネットスーパードライブスルー 

受取りがスタートします。時間を有効に使いたいお客さまのニーズに応えていきます。 

大宜見村・国頭村・東村の北部広域からもドライブスルー受け取りが可能になります。 

 

 

地域№１の冷凍食品売場誕生！価格と品質の PB トップバリュ商品も豊富な品揃え  

 

◆地域№１の冷凍食品売り場へ！リーチインケースで圧倒的な品揃えで展開します。 

 

美味しさと利便性を兼ね備えた冷凍食品コーナーは、 

売場面積を拡大し、地域最大級の品揃えで展開します。 

お弁当商材はもちろん、簡単・便利なワントレータイプや、 

健康に配慮した糖質オフの低カロリータイプ、介護食対応、 

大容量や冷凍パン、アジアングルメまで幅広く取り揃えます。 

  

売場イメージ画像 
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◆価格と品質の PB トップバリュ商品も豊富な品揃え、6 月末まで価格も据置き生活応援 

お客さまの期待を感動に高める品質向上ブランド「トップバリュ」。生活防衛意識が高まる中、お手頃価格と 

安心の品質で、生鮮から加工品まで毎日の暮らしに必要な品々を取り揃えます。 

「サステナブル（持続可能）」を共通テーマとした付加価値型商品として、「ヘルス＆ウエルネス」にこだわったプロテ

インシリーズやオーガニック野菜、オートミール、冷凍野菜など幅広く展開します。また、価格価値型商品については

新型コロナウイルスの影響により、お客さまの先行きに対する不安、合理的な暮らしに対するニーズに対応し、企

業努力によって６月末まで価格を維持しながら品質にこだわったトップバリュベストプライスを展開していきます。 

 

 

 

 

◆ 健康志向に対応したヘルス＆ウェルネスシリーズ「オートミール」 

   プロテインシリーズやオーガニックはもちろん、2021 年から販売を開始 

   した人気の TV オートミールを展開します。オートミールは燕麦(エンバク) 

   を脱穀し、調理しやすく加工した全粒穀物です。お子さまからご高齢の 

方まで、どなたも食べやすく、食物繊維やビタミン B1、鉄分配合で栄養 

たっぷりの商品です。 

◆ 味にこだわりぬいた一流料理人の逸品「ＴＶプロのひと品」。 

   おでんや肉餃子、ビーフシチューなど、自宅で食べたい人気商品を 

味にこだわりぬいた一流料理人監修で試作を重ねて商品化した 

「ＴＶ プロのひと品」シリーズを展開します。 

     

 

◆ 北部地区初出店７ブランド含む全１７ブランドの銘店で贈答用ニーズに応えます 

広域から訪れるお客さまから、地域の子育て世代まで、行事関連などの贈答用ニーズにお応えし、北部店舗 

初出店となる７ブランドを含む全１７ブランドを展開します。 

新規出店ブランドとして、東京・銀座に本店を構えるフランス菓子のナショナルブランド「銀座ブールミッシュ」や、 

「ファクトリーＳｈｉｎ」、「ZENKASHOIN」「アマンド」、「中央軒煎餅」、「亀谷万年堂」、「和晃」がライン

ナップいたします。 

 

【銘店ゾーン 全１７ブランド】  

＜新規ブランド＞・銀座ブールミッシュ・ファクトリーＳｈｉｎ・中央軒煎餅 

・亀谷万年堂・ZENKASHOIN・アマンド・和晃 

＜既存ブランド＞・銀座コージーコーナー・メリーチョコレート・中村屋・ 

           ・上野凮月堂・銀座文明堂・コロンバン・ゴンチャロフ 

・ローゼンハイム・モロゾフ・Ｔ.D.Early（ティーディーアーリー）  

  

 

 
 

 
 

 

 
イメージ画像 
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２．北部店舗初のデリカ対面販売「リワードキッチン」やイオン店舗初の鉄板焼メニュー登場！ 

 

◆ ワクワクするような２０種類以上のデリカ『リワードキッチン』 

食べたいものを好きな量だけお買い求めいただけるデリカの計量 

ブッフェ「リワードキッチン」は北部店舗初のショーケースで対面販 

売します。 

毎日の食卓を彩るお惣菜は、「黄人参と豚しゃぶのサラダ」等 

イオンならではの新メニューを含めワクワクするようなデリカテッセン 

を 100ｇ178 円～（本体価格＋税）で常時２０種類以上取り揃えます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 鉄板焼きで提供する「広島焼き」、「焼きそば」「だし巻きたまご」 

アツアツ、ジュージューの鉄板焼きがイオン店舗に初登場します。 

広島焼きや焼きそばは、甘辛ソースの香りが食欲をそそります。 

ふんわりしただし巻きたまごも、鉄板で出来立てをご提供します。 

  

◆ 肉のうまみ・食感を最大限に引き出した唐揚げ「唐王」 

気軽に楽しめて幅広い年代層に人気のオリジナル唐揚げ「唐王」。 

ショウガやにんにく等 5 種類の香味野菜をふんだんに使用し、イオン 

オリジナル調合のカツオ・昆布合わせ出汁で味付けし、カリッとジュー 

シーに仕上げたボリューム満点人気の唐揚げを提供します。 

 

 

３．食材の宝庫！地元の新鮮食材で生産者を応援  

 

◆ 名護漁港から鮮魚を直送！本部のカツオや本マグロも旬をお届け 

名護漁港で水揚げされた新鮮な近海魚を直送で提供します。 

マグロや採れたて鮮魚の新鮮なお刺身をはじめ、切身や魚介類 

など豊富に品揃えします。また、地元本部
も と ぶ

の新鮮なかつお（５月中旬） 

など時期にあわせた旬の鮮魚を取り揃えます。 

また、鮮魚コーナーでは骨取りフィッシュなど、お子さま向けの 

簡単・便利なお魚商材も取り揃えます。 

 

◆ “おいしい、楽しい、うれしい”野菜をつくる畑人くらぶから新鮮野菜を品揃え 

やんばるの大地に根をおろし、地場農業の発展と地域貢献を 

目的に活動する「畑人くらぶ（はるさーくらぶ）」の農家が、 

やんばるの豊かな自然で育んだ元気でおいしい野菜をお届け 

します。 

また、季節ごとに楽しめる今帰仁産のスイカや東村のパイン、 

県産たんかんなど時期のフルーツも取り揃えます。 

 

 

 

対面販売イメージ 

  

 

 

イメージ画像 
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３．アクティブに楽しむオシャレＬｉｆｅをご提案  

 

◆ 自然を意識したエシカルなファッションブランド「ＳＥＬＦ
セ ル フ

＋ＳＥＲＶＩＣＥ
サ ー ビ ス

」新規導入 

「自然のままの優しい暮らし」をコンセプト、に人と環境に配慮したサステナブル（持続可能）な社会を実現す

るため、オーガニックコットンや再生素材を使ったファッションアイテムを展開するイオンのブランド「ＳＥＬＦ+Ｓ

ＥＲＶＩＣＥ」を新規導入します。ファッションを通じてお客さまとともに環境保護について考えるブランドです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 新規導入！大人女性のトレンドアイテムをカジュアルに着こなす ESSEME （エシーム） 

 

「もっと、素敵に、もっと自分らしく。」をテーマにさまざまなファッション 

アイテムを取り揃えているイオンのブランド ESSEME （エシーム）。 

「かわいい！ 素敵！」そんなときめきを忘れない、大人の女性たち 

のためのブランドです。鮮やかなカラーや着心地がよく着回ししやすい 

トレンドアイテムなどを使った初夏のカジュアルスタイルをご提案します。 

平均価格帯：本体価格 1,880 円＋税～３,880 円＋税 

 

◆ イオンにしかない高品質・低価格の人気コスメブランド展開 

・YVES ROCHER(イヴ・ロシェ) 

フランス生まれ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) 

は、植物由来の成分と環境に配慮したメイドインフランスの高品質な商品です。 

毎日使える手ごろな価格帯で人気のリンスインビネガーなど、ヘアケアからボディ 

ケア用品まで幅広く取り揃えます。 

 

・トップバリュ セレクト ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ(グラマティカル) 

生活様式の変化でゆらぐ肌を、美しい肌に導く「美肌菌」に着目した 

“肌環境を整える”新時代のスキンケアシリーズ「グラマティカル」。 

高濃度美容液として大人気の原液シリーズや針状美容液ニードルパッチなど、 

自信を持っておススメするイオンのプライベートブランド商品を取り揃えます。 

 

◆ 品質の沖縄コスメや人気の韓国コスメをはじめ、感度の高いアジアンコスメを充実！ 

素材や品質にこだわった沖縄コスメは、人気の「ちゅらら」や「月桃ジェル」 

をはじめ、随時新規ブランドを投入し発信力のある売り場へ進化します。 

注目の韓国コスメは、鮮明なカラー感と使いやすいデザインが女性から愛され 

るクリオ( Clio)や豊富なカラーとジューシーな発色が人気のメイクアップアイテム 

や話題のCICA
シ カ

配合のスキンケア商品を取り揃えます。 

イメージ画像 

 

 

 

 

 

 

イヴ・ロシェ 
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５．トータルコーデ！キッチン雑貨から寝具まで揃ったイオン「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ」シリーズ。 
 

◆ "暮らしにアクセント”イオンのホームファッション『ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ』展開。 

キッチンから寝具まで機能的で飽きのこない生活雑貨をご提案 

 イオンの『ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ ホームコーディ』シリーズはお客さまの声を商品化に反映したイオンのプラ

イベートブランドです。機能的かつ飽きのこないシンプルなデザインで長く使え、統一感のあるカラーで生活シーン

をコーディネートできます。寝具、タオル、キッチン用品などの暮らしに必要なアイテムをお求めやすい価格で提供

し、毎日の暮らしをサポートします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ インフルエンサーが商品の魅力を紹介していきます！ 

   イオンのプライベートブランド「トップバリュ」商品を中心に、食品から雑貨、スキンケアまでインフルエンサーが 

   Instagram で発信していきます。紹介された商品は売場で POP など分かりやすくお知らせしていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. もっと便利に！北部地区初！ネットスーパー ドライブスルー受け取りスタート！ 

   ２０２１年 3 月より名護店で取扱いを開始した「おうちでイオン・イオンネットスーパー」。 

   ２４時間いつでも注文でき、対象エリアは名護市街地をはじめ、本部町、今帰仁村、恩納村北部までの

約３６，０００世帯を対象としていましたが、この度の改装により、ドライブスルーサービスを活用し、国頭

村、大宜味村、東村など北部広域からのネットスーパー商品の店舗受け取りが可能になり、ますます便利に

ご利用いただけます。仕事帰りに受け取るなど、多様化するニーズに対応するとともに、キャッシュレスを推進

し、店頭での接触の機会を減らすことで、お買い物の時間を短縮し安全・安心に商品を受け取ることができ

ます。取扱商品は、食品・生活必需品のほか、正月や旧盆の重箱・オードブルなど行事関連にも対応いた

します。 

 

 

 

 

 

 

  

〈商品一例〉 寝具、軽量ハードコートフライパン  

 

 

 

 
 

  
ドライブスルー受け取りイメージ 
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ご参考 

名護市とイオン琉球 「包括連携協定」を締結 

名護市とイオン琉球株式会社は、2022 年 3 月 30 日に 

地域のさらなる活性化と市民サービスの向上を目的に包括 

連携協定を締結しました。 協定に基づく取り組みの一例と 

して、スポーツ推進計画を掲げる名護市のスポーツ環境の充 

実による地域活性化を図るため、イオン名護店敷地内に 

「スポーツパーク（仮称）」を設置し、地域の子どもたちが安 

全・安心にスポーツを楽しんでいただける環境を創出します。 

また、持続可能な社会の実現に向け、名護市の豊かな自然 

を守る環境保全活動を共に推進していきます。 

 

【イオン名護ショッピングセンター 概要】 

 

店舗名        ：イオン名護店 

所在地        ：沖縄県名護市字名護見取川原４４７２ 

電話番号       ：０９８０－５４－８０００ 

リニューアル開店日  ：２０２２年４月２２日（金）オープン日のみ全館９時オープン 

営業時間       ：食品売場         ８：００～２３：００ 

               衣料品、暮らしの品   ９：００～２２：００ 

             専門店          １０：００～２２：００ 

店休日        ：年中無休 

規 模         ：敷地面積 57,000 ㎡、売場総面積 27,890 ㎡、直営売場面積 6,500 ㎡ 

駐車場台数     ：1,500 台 

店 長         ：平良 光司 

 

【イオン名護店 フロア構成】         

2 階 

〔専門店フロア〕 

名護市役所マイナンバーカードセンター、五穀、やっぱりステーキ、フランチェスカ 

ジャザサイズ 

１階 

〔食と美と健康のフロア〕 

農産、水産、畜産、加工食品、デイリー、デリカ、ベーカリー、酒、飲料、日用雑貨、 

医薬品、化粧品、健康食品、サプリメント、銘店、寝具・インテリア雑貨、キッチン・ダイニング

用品、衣料品、肌着、子ども用品、収納用品、照明、カーテン、手芸用品（パンドラ）、 

サービスカウンター、銘店、各専門店、ATM 

 

 

 

 

【防疫について】 

 当店は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「イオン 新型コロナウイルス防疫プロトコル」に基づき、

全従業員及びテナント従業員、関連業者さまに対して、入管時の検温と体調確認を実施、作業中のマスク着用、

手洗い、消毒など感染防止対策を実施しております。今後もお客さまと従業員の安全を最優先し、感染防止対

策の取り組みをこれまで通り継続し、「安全・安心」なショッピング環境の構築に努めてまいります。 

ドライブスルー受け取りイメージ 

 

名護市役所で行われた締結式 
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イオン名護ショッピングセンター専門店 全４５店舗一覧 

 

１階 専門店 40 店舗 

店名 業種 店名 業種 

マックハウス カジュアルアパレル ユニクロ アパレル 

ペルルイ レディスアパレル パールレディ タピオカドリンク 

ハニーズ レディスアパレル ロッテリア ハンバーガー 

タツミヤ ミセスアパレル ミスタードーナツ ドーナツ 

ＡＳＢｅｅ ｆａｍ． 靴 ブルーシール アイスクリーム 

ＡＢＣマート 靴 はなまるうどん うどん 

ラパックス 鞄 宝くじチャンスセンター 宝くじ 

ヒマラヤ スポーツ全般 ラフィネ リラクゼーション 

ヴィレッジヴァンガード グッズ・雑貨・書籍 アイフォンのお医者さんスマホ スマホ修理 

ＴＨＲＥＥＰＰＹ 生活雑貨 無重力マッサージ マッサージチェア 

プチ＆ハイム ファンシー雑貨 カット＆カラー専門店 

Ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ なないろ 

美容室 

 

ＯＷＮＤＡＹＳ メガネ ほけん選科 各種保険 

プチ＆ハイム ファンシー雑貨 Ｂ’ｓネイル＆アイラッシュ ネイルサロン 

宮脇書店 書籍 モーリーファンタジー アミューズメント 

シュエット 洋菓子 上原クリーニング クリーニング 

僕ができること。 食パン・ベーカリー イオン銀行ＡＴＭ ＡＴＭ 

ＫＯＲＥＡ ＭＡＲＴ 韓国食品 

雑貨・コスメ 琉球銀行ＡＴＭ ATM 

おにぎり処 越後 おにぎり・お弁当 沖縄銀行ＡＴＭ ATM 

ベスト電器 家電 ゆうちょ銀行ＡＴＭ ATM 

ザ・ダイソー 雑貨 オートフォート 証明写真販売機 

 

新規店舗 au ショップ(1 階西平面駐車場側) 5 月下旬オープン予定 

 

２階 専門店 5 店舗 

 

店名 業種 

五穀 和食 

やっぱりステーキ ステーキ 

フランチェスカ 洋食 

ジャザサイズ エクササイズ・ダンススクール 

名護市マイナンバーカードセンター マイナンバーカード申請受付 

 

 


