
２０１６年４月２８日 

イオン九州株式会社 

イオンモール香椎浜 

４月２８日（木）リニューアル完了！ 

更なる「快適さ」を追求したモールへ 

イオン九州株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長 柴田 祐司 以下イオン

九州）は、２０１５年９月第一弾、同年１１月第二弾のリニューアルを経て、２０１６年

４月２８日（木）イオンモール香椎浜（以下、当モール）のリニューアルが完了をいたし

ますので、その概要をご案内いたします。 

◆リニューアルの経緯 

今回のリニューアルでは更なる「快適な場所」「快適な品揃え」「快適なサービス」を実

現するため、２０１５年９月１９日（土）にイオン直営ゾーンを第一弾としてリニューア

ルオープンいたしました。第二弾では「快適ＳＣ造り」をコンセプトに、８月より順次リ

ニューアルを実施し、福岡県初出店２店舗を含む新規１７店舗を導入、２３店舗が移転・

改装を行い、全体の約４０％に当たる合計４０店舗をリニューアルいたしました。施設面

においても、２階共用通路のリニューアルを実施し、ハード、ソフト両面での刷新を行い

ました。２０１６年４月２０日（水）にはお客さまへ更に幅広い選択肢をご提案する為、

株式会社岩田屋三越が手掛ける小型セレクトショップの「МＩ ＰＬＡＺＡ ＩＷＡＴＡＹ

Ａ」や幅広い世代から支持を集める「無印良品」が新たに加わりました。それらの過程を

経て遂にお客さまのライフスタイルにお応えできる新しいＳＣへと生まれ変わりました。 

◆新規オープン専門店について

岩田屋の小型ショップ「МＩ ＰＬＡＺＡ」 

ファッション、雑貨、食品など、カジュアルで楽

しい品揃え。百貨店ならではのおもてなしとサー

ビスでお客さまの暮らしをサポートします。 

お中元・お歳暮ギフトも岩田屋本店と同じ商品を

贈ることができます。 



◆新規オープン専門店について 

着心地の良いウェアや、素材のこだわった食品。

そして使い勝手を考えた、シンプルで機能的なス

テーショナリーや家具まで、暮らしまわりのすべ

てが揃います。

「つまんでご卵」のカフェレストラン 

たまごの素晴らしさをたくさんの人に知っても

らいたい。おいしさを味わってもらいたい。そし

て笑顔になってもらいたい。そんな想いで、今日

も「卵のアート」をつくります。 



業種 店名 業種 店名
105 レディス ミルラ 117 ファミリー ＧＬＯＢＡＬ ＷＯＲＫ
109 百貨店 ＭＩ ＰＬＡＺＡ ＩＷＡＴＡＹＡ 129 レディス・メンズ・キッズ ｃｏｅｎ
110 レディス・メンズ ＢＲＩＣＫ ＨＯＵＳＥ BY　東京シャツ 143 レディス Ｐｌａｔｉｎｏ－ｒｏｓａ
112 レディスシューズ Ｍｉｓｓ Ｐｉｃａｓｓｏ 144 レディス ａｎｙ ＳＩＳ ｂｙ ＫＵＭＩＫＹＯＫＵ ＳＩＳ
113 レディス ｔａｎ ｔａｎ 145 カバン・アクセサリーＳＡＣ’Ｓ ＢＡＲ/ＣＯＬＬＡＧＥ
115 レディス・生活雑貨 ローラアシュレイ
116 レディス マレットメット

121 １００円パン 阪急ベーカリー 130 和菓子 明月堂
122 アイスクリーム サーティワンアイスクリーム 131 洋菓子 赤い風船
123 洋菓子・和菓子 さかえ屋 132 和菓子 如水庵
124 サンドイッチ サブウェイ 133 塩干 かば田
125 輸入食品 カルディコーヒーファーム 134 パン ハートブレッドアンティーク
126 和菓子 口福堂

135 ファーストフード バーガーキング 147 レストラン 鉄板雅家
136 レストラン・カフェ 卵のアート 148 レストラン 牧場のステーキ屋さん
137 お茶 銘茶園 149 レストラン 魚☆キング
138 ファーストフード ケンタッキーフライドチキン 153 カフェ＆スイーツ ブレッザテラス
139 ドーナツ ミスタードーナツ 154 ブッフェレストラン フェスタガーデン
140 レストラン 庄屋 156 焼肉 焼肉なべしま
141 カフェ＆スイーツ スターバックスコーヒー 160 天ぷら 那かむら
146 レストラン ハンバーグ＆ステーキ Ｎｉｋｕｙａ 161 カフェ＆スイーツ タリーズコーヒー

110 生活雑貨 インキューブ 119 書籍 未来屋書店
114 生活雑貨 ｄａｙ＆ｄａｙ’ｓ 142 コスメ＆ビューティーまるまんフィオーレ
118 書籍・雑貨 ヴィレッジヴァンガード 170 生活雑貨 ジャルダン

102 サービス ＡＴМコーナー 157 カルチャー ラビインターナショナルスクール
103 クリーニング パンジークリーニング 157 カルチャー セイハルーム２
106 ＤＰＥ カメラのキタムラ 154 病院 治どうぶつ病院
107 フラワー ＦＬＯＷＥＲ ＳＨＯＰ ＢＥＮＩＨＡＮＡ 165 楽器 ヨシダ楽器
108 リペア リペアクリーン 166 ＣＤ＆ＤＶＤ タワーレコード
109 金券ショップ 金犬くん 167 宝くじ チャンスセンター
120 ペットショップ ペテモプチ 168 銀行 イオン銀行
150 コンタクト アイシティ 169 保険 イオン保険サービス
157 カルチャー セイハ英語学院

ファッション

スイーツ・銘店

レストラン・カフェ

コスメ・グッズ

サービス・その他

岩田屋のセレクトショップ 

МＩ ＰＬＡＺＡＩＷＡＴＡＹＡ 

休憩やお友達とのコミュニケー

ションスペースに 

「ｅａｔ・いーと」160 席 

楽しいモノ・コトに出逢える店

～出逢いと発見のおもちゃ箱～ 

雑貨館インキューブ 

「つまんでご卵」の

カフェレストラン 



201 レディス シェリーコートバイハニーズ 211 総合靴 ＡＢＣ‐ＭＡＲＴ
204 レディス ナッツベリー 216 靴下・エコバック ＣＨＯＵＱＵＥＴＴＥＳ
206 レディス ブージュルード 227 アクセサリー・服飾雑貨 Ｐａｒｆａｉｔ
207 レディス・メンズ タカキュー 230 レディス アルゴスガーデン
209 インナー・ランファン Ａｌｉｃｅ 231 呉服・和装小物 ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ
210 ファミリー Ｒｉｇｈｔ‐ｏｎ

219 お好み焼き・焼きそば なにわうまいもんや　満天 223 ハンバーガー Ｎｅｗ Ｃｏｏｋｅｒ’ｓ Ｂｕｒｇｅｒ
220 カレー ゴーゴーカレー 224 トルコ料理 ミスターケバブ
221 ラーメン 博多三氣Ｗ 225 うどん・そば 博多うどん　はち屋
222 ちゃんぽん・皿うどん リンガーハット 226 クレープ＆カフェ シュシュクレープ

200 生活雑貨 無印良品 215 ファンシー雑貨 Ｃ＆Ｃ
202 メガネ・時計 武田メガネ 217 バック クイールサックスバー
203 宝飾 ミルフローラ 228 服飾雑貨 ＨＥＡＤ ＷＥＡＲ ＢＬＡＫＥ
214 生活雑貨 セリア 235 メガネ ＯＷＮＤＡＹＳ
205 時計 ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 241 印章・名刺 はん・印刷のＯＴＡＮＩ
213 ホビー トイザらス

212 写真スタジオ スタジオアリス 240 旅行代理店 ＪＴＢ
214 室内遊園地 モーリーファンタジー 242 保険 アフラックサービスショップ
218 サービス Ｙモバイル 243 ネイルサロン タイニープリンセス
229 海外旅行代理店 Ｈ．Ｉ．Ｓ 244 占い 占いの部屋
250 エコ専門ショップ エコライフ工房 245 ヘアカット ＱＢハウス
232 リラクゼーション Ｒａｆｆｉｎｅ 246 ビューティー ミュゼプラチナム
251 アイラッシュ ドーリーラッシュ 247 学習塾 トライプラス
233 整体 ナチュラルボディ 248 美容室 ＳＨＡＭＰＯＯ ＢＯＹ
234 眼科 森眼科 249 カルチャー ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター
237 歯科 のぞみ歯科

フードコート

グッズ

サービス・その他

ファッション

イオンモール香椎浜 ホームページはこちらから 

http://kashiihama-aeonmall.com/ 

シンプルで機能的な暮らしま

わりのすべてが揃います。 



【イオンモール香椎浜の概要】 

  名   称：イオンモール香椎浜 

  核 店 舗 名：イオン香椎浜店 

  電   話：０９２－６７３－６１００ 

  所 在 地：福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１２－１ 

  営 業 時 間：イオン（食品）  ８：００～２２：００ 

        イオン（その他） ９：００～２２：００ 

        専門店      ９：００～２１：００ 

        フードコート   １０：００～２２：００ 

        レストラン街   １１：００～２２：００ 

  休 業 日：年中無休 

  規   模：敷地面積         ６７，３５７㎡ 

        延床面積        １０９，６１７㎡ 

        商業施設面積       ３９，５００㎡ 

  ＜内 訳＞ 直営       約   １７，０００㎡ 

        テナント     約   ２２，５００㎡ 

  駐 車 場：２，８００台 

  店   長：森山 勉（もりやま つとむ） 

  従 業 員 数：約 １，６００名（内イオン約 ４９０名） 

  商   圏：約 ３８５，０００世帯 約７６１，８８０人 


