
２０１９年３月１日 

イオン九州株式会社 

 

いろんな“よりみち”スタイルでたくさんの HAPPYな瞬間を！ 

３月２０日（水）９：００イオンモール福岡伊都リニューアルオープン 

 

 イオンモール福岡伊都は１９９７年に福岡市が福岡市西部の新たな拠点として、そして

九州大学の玄関口としてふさわしい市街地整備を目的として開始した「伊都土地区画整理

事業」の商業ゾーンにおける中心的な施設として２００６年３月にオープンし、今年で１

３年目を迎えます。この間地域居住者数は安定的に伸長し続けています。実勢商圏内人口

の年齢構成は４０代以下の若い世代の構成比が高く、３ｋｍ圏内にある５つの小学校には

約４，０００名の児童が在学しています。２０１８年９月には九州大学が２００５年から

進めてきた伊都キャンパスへの統合移転が完了。今後大学周辺の土地区画整理事業による

街づくりが予定されており、更なる人口増加が見込まれています。 

 

 今回のリニューアルでは、「家族の送り迎え時」「お仕事帰り」「大学の講義後」「電車の

待合時間」などいつもの時間にちょっと“よりみち”をして楽しむ『よりみちＨＡＰＰＹ』

をコンセプトに、あたりまえの日常に寄り添うショッピングセンターとしてリニューアル

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お客さまの「こんなだったらいいのに！」を実現！ 

 リニューアルに先立ち、ご来店いただいたお客さまに「イオンモール福岡伊都」に必要

なものについてヒアリング調査を実施いたしました。その結果をもとにお客さまとの懇談

会を開催し、「専門店の充実」「ゆったりしたい」「新しい発見がほしい」というニーズを確

認いたしました。 

 

◆こんなだったらいいのに①『ゆったりとしたフードコートで子どもとゆっくりしたい』 

 フードコートをみんなでもっと楽しくお食事を楽しめるデザインへリニューアル。新し

い名称は『もぐもぐコート＋よりみちダイニング』。客席を６４席増やしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こんなだったらいいのに②『混雑しないベビー休憩室を！』 

 「いつもベビー休憩室が混雑して困っていま

す」。この問題を解決するためにモールゾーン

１階にベビー休憩室を新設いたしました。また、

ショッピングセンター内のお手洗いに設置さ

れているベビーベッドもすべて新しく交換い

たしました。 



◆こんなだったらいいのに③『無印良品でお買物を楽しみたい』 

 ４月５日（金）に福岡市内西エリアでは最

大規模の「無印良品」が２階に新規オープン

いたします。約５００坪の店内には衣料品、

家具、インテリア雑貨、化粧品などが勢ぞろ

い。よりみちして商品を手に取って、楽しい

生活をイメージする。最適なよりみちスポッ

トとして期待できます。 

 

◆こんなだったらいいのに④『お買い物途中にくつろぎたい』 

 １階駅側出入口には３０席のイートインコーナーを新設いたしました。館内でお買上いた

だいた商品をすぐにお召し上がりいただけます。イートインコーナーにはドリップコーヒー

を新たに設置。よりみちの際の休憩所としてゆっくりお過ごしいただけます。また、館内に

快適なソファを配置し、いごこちのよい休憩スペースを設置いたしました。ゆっくりとお過

ごしいただく中で、いろんな変化を発見してください。 

 

 

 

◆リニューアルのポイント 

１階フロア：『まいにちのよりみち』のフロアとして食品など日々の暮らしに必要なもの、

雑貨や衣料品は日々トレンドを発信し、いつ来ても新しい発見があるフロアを目指します。 

 

 イオン直営食品売場では、お客さまから多くのご要望をいただいておりました食事の準備

の時短を叶える「簡便食」・「冷凍食品」と、健康志向にお応えする「ヘルス＆ウェルネス」、

「オーガニック」の品揃えを充実いたします。また地元で生産される商品を「伊都めぐり」

として品揃えいたします。 

 

 イオン直営化粧品売場では、お客さまに「一

番よりそう」美と健康の拠点として、話題のコ

スメを集めたイオン九州オリジナル「Ｐｉｃｋ 

ｕｐ ｓｔａｔｉｏｎ」を導入いたします。人

気のコスメを品揃えし、お手ごろ価格の商品で

「なりたい自分」の実現を応援いたします。 

 

 



専門店では、一杯ずつ丁寧に淹れたハンドドリップ珈琲とスフレパンケーキでゆっくりし

た時間が流れる喫茶店「星乃珈琲店」が４月１６日（火）に新規オープン。３月１日（金）

にはお客さまのおいしい笑顔のために、一つ一つお菓子を真心こめて作り続ける「ケーキハ

ウス・アン」がオープン。西区では初めての出店となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 別館１階には「おむらいす亭」「リンガーハット」「やっぱりステーキ」が新規オープンい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階フロア：『もくてきよりみち』のフロアとして、「あのお店に行く」、「あのサービスを

受ける」など目的をもってご来店いただくフロアを目指します。 

 

 イオンの直営ファッションと雑貨売場ではメインターゲットを子育て中の３０～４０代

の女性とし、トレンドを押えたきれいめ普段着カジュアルのスタイリングと感度の高い雑貨

を提案いたします。トラベルバック売場では、スーツケース世界第１位の販売数を誇るサム

ソナイトによる、お求めやすく遊び心あふれるデザインが特徴のブランド「アメリカンツー

リスター」ショップを導入いたします。 

 

 

 

 

 



３階フロア：『みんなでよりみち』のフロアとして、親子で、夫婦で、お友だち同士で・・・。

みんなで楽しむ事ができるフロアを目指します。 

 

 イオンの直営キッズ売場では子どもたちの成長と、子どもたちに関わる大人たちを応援す

る商品やサービスを充実いたします。ベビー売場では、「赤ちゃん医学」と「育児工学」か

ら導きだされた製品づくりで赤ちゃんの笑顔を守るアップリカショップを新たに導入。商品

知識の豊富な専属の従業員を配置することで、ママの笑顔も守ります。おもちゃ売場には商

品を触って遊んで楽しめるタッチ＆トライを導入いたします。大人もお子さまと一緒におも

ちゃに触れて笑顔になれる売場です。 

 

 住居関連の売場では、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「ホームコーディ」を新しく導入いたします。毎日の暮らしの中で 

大切にしたい『いつも』に小さなアクセントを加えて、毎日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。また、リフォーム売場が新しく誕生。住まいのことに関するサ

ポートを充実いたします。 

 

 専門店では、フードコートにトルコ人シェフ

が作る本場のトルコ料理「ミスターケバブ」が

３月１日（金）オープン。ケバブサンドやケバ

ブライス、シシケバブなどがお手頃な価格で楽

しめます。ハラル料理も提供いたします。 

 

 リニューアルではペットに関する幅広いサ

ービスを提供し、お客さまとペットの幸せな

暮らしをサポートする「ＡＥＯＮ ＰＥＴ」が

「ＰＥＴＥＭＯ」としてオープン。ペットの

しつけのお部屋が新設されます。 

 

 イオングループの室内ゆうえんちモーリー

ファンタジーは面積を拡大。その中でも親離

れ、子離れがめばえるあそび場・ひとりであ

そべるプレイグラウンド「スキッズガーデン」

をイオンファンタジーが運営する規模では国

内最大級の面積でリニューアルオープンいた

します。 

 



イオンモール福岡伊都専門店リスト 

イオンモール福岡伊都専門店リスト１階 

 業種 店名 備考 

１ レディス オルベネ   

２ レディスセレクト マレットメット   

３ レディス プレデフランセ   

４ トータルブランドショップ アキアゴーラペヂード   

５ レディス レプシィム   

６ メガネ オンデーズ 移転   

７ 宝石・貴金属・鞄・高級時計 Ａｒｋ Ｊｅｍ 新規 3/20（水）open 

８ 鞄 グランサックス 移転  

９ 化粧品 まるまんフィオーレ 移転  

１０ 帽子・服飾雑貨 ヘッド ウェア ブレイク 移転   

１１ 時計 ザ・クロックハウス  リニューアル 

１２ インテリア・生活雑貨 デイアンドデイズ   

１３ 文化用品雑貨 はんこ・印刷の大谷   

１４ たこ焼き 築地銀だこ   

１５ お茶・コーヒー お茶の山口園   

１６ 洋菓子 ケーキハウス・アン 新規 3/1(金)open 

１７ ファストフード ミスタードーナツ  リニューアル 

１８ 和菓子 如水庵   

１９ 和菓子 明月堂   

２０ 和菓子 柿安 口福堂   

２１ コーヒー豆・輸入食品・ワイン カルディコーヒーファーム   

２２ 農産物直売・国産調味料 わくわく広場  リニューアル 

２３ スペシャリティコーヒーストア スターバックスコーヒー   

２４ カフェ 星乃珈琲店 新規 4/16（火）open 

２５ 学習塾 トライ＋プラス・学研教室   

２６ 不動産仲介 アパマンショップ   

２７ 歯科医院 伊都スマイル歯科医院   

２８ 自動車学校営業所 姪浜ドライビングスクール   

２９ カギ・靴・鞄のリペア リークル   

３０ 生命保険・損害保険 イオン保険サービス   

３１ デジタル・ＤＰＥ カメラのキタムラ   

３２ 整骨・鍼灸・美容 くつろぎはり灸整骨院 新規 2/1（金）open 



 

 業種 店名 備考 

３３ カット専門ヘアサロン オンリーカットボックス   

３４ 美容室 トニーアンドガイジャパン   

３５ クリーニング パンジークリーニング   

３６ 宝くじ 伊都イオンチャンスセンター   

３７ クレジットカード イオンカード受付カウンター   

３８ ＡＴＭ イオン銀行   

３９ ＡＴＭ ＪＡバンク   

４０ ＡＴＭ 福岡銀行   

４１ ＡＴＭ ゆうちょ銀行   

４２ ＡＴＭ 西日本シティ銀行   

４３ スポーツ用品 スポーツオーソリティ 別館  

４４ 和食 庄屋 別館  

４５ 天婦羅 那かむら 別館  

４６ イタリアンカフェ＆レストラン サイゼリヤ 別館  

４７ 和食ダイニング 佳楽 別館  

４８ ハンバーガー マクドナルド 別館  

４９ ステーキ やっぱりステーキ 
別館 

新規 
3/16（土）open 

５０ オムライス おむらいす亭 
別館 

新規 
3/20（水）open 

５１ ちゃんぽん リンガーハット 
別館 

新規 
3/20（水）open 

イオンモール福岡伊都専門店リスト ２階 

 業種 店名 備考 

５２ カジュアル ｉｋｋａ   

５３ ジーンズ・カジュアル ライトオン  リニューアル 

５４ 紳士・婦人洋品・雑貨 ブリックハウスシャツ工房   

５５ レディス ＫｉＮｕ 移転 リニューアル 

５６ レディス Ｐｌａｇｅ 移転 リニューアル 

５７ バッグ グランサックス 移転  リニューアル 

５８ 婦人靴 ヴェルニ    

５９ 衣服・生活雑貨・食品 無印良品 新規 4/5（金）open 

６０ 雑貨・書籍 ヴィレッジヴァンガード   



イオンモール福岡伊都専門店リスト ２階 

 業種 店名 備考 

６１ 楽器・ＣＤ・ＤＶＤ・音楽教室 ヨシダ楽器   

６２ ブランド・ジュエリー買取 ジュエルカフェ   

６３ アイラッシュサロン ドーリーラッシュ   

６４ 脱毛・痩身エステ パリス・デ・スキン   

６５ 眼科 いと眼科   

６６ コンタクト専門店 中央コンタクト   

６７ 旅行代理店 日本旅行   

６８ 衣服リフォーム 衣服サイズ直しの三光   

６９ リラクゼーション ラフィネ   

７０ 家電 エディオン 別館  

７１ アミューズメント 楽市楽座 別館  

イオンモール福岡伊都専門店リスト ３階 

 業種 店名 備考 

７２ ファミリーアパレル・雑貨 コムサイズム   

７３ レディース・キッズ・雑貨 ３ｃａｎ４ｏｎ   

７４ キッズアパレル・雑貨 Ｆ．Ｏ．ＫＩＤＳ   

７５ 雑貨 ＴＨＲＥＥＰＰＹ  新規 3/8（金）open 

７６ 書籍・文具 未来屋書店  リニューアル 

７７ 総合靴 ＡＳＢｅｅ   

７８ メガネ・補聴器 武田メガネ   

７９ バラエティ雑貨 Ｃ＆Ｃ  リニューアル 

８０ 携帯アクセサリー グローバルセレクション 新規 4/25（木）open 

８１ ペット ＰＥＴＥＭＯ  リニューアル 

８２ 記念日スタジオ スタジオマリオ  リニューアル 

８３ 親子交流の場 西区徳永子どもプラザ   

８４ こども英会話教室 セイハ英語学院   

８５ 英語保育 ラビインターナショナルスクール   

８６ ファミリーサポートフィットネス ＭＩＫＩ・Ｆｕｎｎｉｔ Ｓｔｕｄｉｏ  リニューアル 

８７ 
室内ゆうえんち 

プレイグラウンド 

モーリーファンタジー 

スキッズガーデン 

 
リニューアル 

８８ パフェ・クレープ くるみぃー  リニューアル 

８９ ピザ・パスタ クイック・シエスタ   

９０ たこ焼き＆お好み焼き 大阪じゅうべい   



イオンモール福岡伊都専門店リスト ３階 

 業種 店名 備考 

９１ 釜飯と武蔵野うどん 丼匠   

９２ 和食 花ぐるま   

９３ ラーメン ラーメンく～た   

９４ ケバブ・ハラル料理 Ｍｒ．Ｋｅｂａｂ 新規 3/1（金）open 

９５ アイスクリーム サーティワンアイスクリーム   

新規専門店 １０店舗 リニューアル専門店 １４店舗 移転専門店 ７店舗 

※３月１日時点の情報のため、変更になる可能性がございます。 

 

【イオンモール福岡伊都施設概要】 

モール名称：イオンモール福岡伊都 

所在地：〒８１９－０３７９ 福岡県福岡市西区北原１丁目２－１ 

代表電話：０９２－８０５－８１００ 

責任者：イオン福岡伊都店 店長 橋本健司 

ＨＰアドレス：http://fukuokaito-aeonmall.com/ 

専門店数：本館 ８６店舗（ＡＴＭ・一時出店２店舗含む） 

     別館 １１店舗 

核店舗：イオン福岡伊都店 

敷地面積：約４５，９０３㎡ 

商業施設面積：約４３，８５６㎡（通路含む） 

駐車台数：１，８８７台 

駐輪台数：１，２３４台 

営業時間：イオン直営１階 ９：００～２３：００ 

     イオン直営２階・３階 ９：００～２２：００ 

     専門店     １０：００～２２：００ 

     レストラン   １１：００～２３：００ 

     ※一部店舗で営業時間が異なります。 

建物構造：本館 鉄骨造地上４階建（４階、屋上は駐車場） 

     別館 鉄骨造２階建 

     立体駐車場 鉄骨造地上６階建 

従業員数：モール全体 約１２７０人 

    （内イオン直営 約４２０人） 

イオンモール福岡伊都イメージキャラクター 

（・・・になりたい☆） 

「いとにゃん」 

ちょっとよりみちしたイオンモール福岡伊都の 

あまりの居心地の良さにいつの間にか住み着くよう 

になったネコです。 

【この件に関するお問合せ先】 

イオン九州株式会社 総務部 渉外・秘書・広報Ｇ 電話 ０９２－４７２－０３２４ 

http://fukuokaito-aeonmall.com/

