
 

 

 

２０１７年４月１３日 

報道関係者各位 

株式会社札幌副都心開発公社 

イオンモール株式会社 

イオン北海道株式会社  

 

新さっぽろ駅前が生まれ変わる 

「サンピアザ」「デュオ」「カテプリ」「イオン新さっぽろ店」 

４月２１日（金）第２期“ＲＥＢＯＲＮ！” 
 

 株式会社札幌副都心開発公社（以下、札幌副都心開発公社）とイオンモール株式会社（以下、イオン

モール）、イオン北海道株式会社（以下、イオン北海道）は、４月２１日（金）に｢サンピアザ｣｢デュオ｣

｢カテプリ｣において、新たな専門店とともに第２期ＲＥＢＯＲＮオープンを迎えます。また、｢イオン

新さっぽろ店｣においても、第２期ＲＥＢＯＲＮを記念しお楽しみいただける記念セールも開催します。 

 

 新さっぽろアークシティ商業棟は、新しいライフスタイルに対応した施設に生まれ変わるべく「新！

さっぽろ ＲＥＢＯＲＮ」をテーマに開業以来最大規模のリニューアルを実施しています。昨年１２月

には、第１期としてリニューアルオープン。４館それぞれの魅力を発信し、新しく生まれ変わった“新！

さっぽろ”へ多くのお客さまにご来館いただきました。 

 

この度の第２期ＲＥＢＯＲＮでは、サンピアザおよびデュオ、カテプリの専門店が、更に魅力あるシ

ョップのオープンや改装、移転などを行い、フロアゾーニングの完成と共に４館での回遊性も高まりよ

り充実したショッピング環境を実現します。 

 

 ＜“ＲＥＢＯＲＮ”コンセプト＞ 

 

『くらし、たのしく、あたらしく。』 

自分の暮らしの中にあるしあわせを 

お買い物やお食事で発見できれば、 

新さっぽろはもっといきいきする。 

そして、街や人に希望や元気が生まれる。 
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＜サンピアザ・デュオ 第２期“ＲＥＢＯＲＮ”特徴＞ 

 

＜サンピアザ＞ 

【３Ｆ】カルチャー＆ファミリーライフ 

サンピアザ１Fから「紀伊國屋書店」が２倍、デュオ‐１・４Fから「無印良品」は 1.4倍に増床し

移転オープン。暮らしに彩りをそえる大型店舗が集結します。 

サービス業種として、ヘアカット専門店「クイックカット BB」・ネイルサロン「ラポール」、理容室「ダ

ンディズム」がオープン。           

「時計のピアザ」、「プレイガイド」、カフェ「プレ―ル ド デリカップ」もリニューアルオープン。 

 

 

 

 

 

 

【２Ｆ】大人ライフスタイル 

アクセサリー・ジュエリーの人気店「ＰｅＰｅ」がオープン。シューフィッターを揃える「ボストン

ティアラ」が靴やバッグのメンテナンス工房を併設し「ティアラ＋シューズクリニック」としてリニ

ューアルオープン。 

 

 

 

 

 

               

【Ｂ１Ｆ】フレッシュキッチン 

充実の品揃えで人気の当フロアに、鮮度重視、保存方法や食べ方、こだわりの野菜を提案する「大地

ノ青果店」、美味しいアジアンデリの「亜細亜的惣菜店 マンハッタン」、和惣菜の「和惣本家グゥー」

がオープン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンハッタン 和惣本家グゥー 大地ノ青果店 

pepe ティアラ＋シューズクリニック 

紀伊國屋書店 無印良品 クイックカット BB 
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【Ｂ２Ｆ】フードオアシス 

素材や産地を厳選し、注文を受けてからひとつひとつ手作りする和定食 

が定評の「大戸屋 ごはん処」がオープン。 

 当フロアは、【Ｂ３Ｆ】メトロダイニングと共に食の専門フロアとして 

年中無休で営業中。 

 

＜デュオ＞ 

【デュオ‐２・２Ｆ】キッズ＆バラエティ・レストラン 

当フロアが“ベビーとキッズのフロア”に大変身！ 

オーガニックにこだわった「Ｂａｂｙ＆Ｋｉｄｓ代官山」、人気店のガールズ 

＆ボーイズブランド「ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ」は道内初出店。ＪＳ（女子小学生） 

に人気のファッションブランド「ＲＯＮＩ」もオープン。 

「こどもの森」、こども写真館の「スタジオ・アン」もリニューアルオープン。 

キッズのためのゲームコーナー（100坪）も 4/27にオープンし、３階の「ア 

カチャンホンポ」と一体となった新さっぽろのベビーキッズゾーンが誕生。 

  

 

 

 

                   

          

【デュオ‐２・Ｂ１Ｆ】デイリーカジュアル＆グッズ 

“日常を彩る”１００円ショップ「セリア」と、喫煙席（分煙）を新設した「可否茶館」、ティーン

からミセスまで幅広いラインナップの「ハニーズ」がリニューアルオープン。アクセサリーの「ピン

キー」も天然石アクセサリーを充実して「Ｃｒｙｓｔａｌ Ｃｌｏｖｅｒ」として生まれ変わりまし

た。サービス業種として道内２店舗目となる格安スマホの「ＵＱスポット」も新たにオープン。 

 

 

 

 

 

【デュオ‐１・２Ｆ】カフェ＆ライフセレクト 

ハンズ直送のとびきり市場「東急ハンズ トラックマーケット」 

が出店。キッチン・美容・健康などバラエティに富んだ品揃えで 

宝物を見つける楽しみがいっぱいです。  

 

 

セリア ＵＱスポット 

Baby&Kids 代官山

山 

RONI 

大戸屋 ごはん処 

ハニーズ 

東急ハンズ トラックマーケット 
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【デュオ‐２・４Ｆ】デュオメディカルモール 

 夜１０時まで夜間診療を行い地域の信頼が高い「新さっぽろ小児科」、最新の矯正治療法や矯正装置

を積極的に取り入れ、お口の健康機能回復を目指す歯科矯正専門の「新札幌アン矯正歯科クリニック

（予約制）」が移転開院。 

 デュオメディカルモールは、既に開院している耳鼻咽喉科、精神科・心療内科、介護の相談窓口、調

剤薬局も併せてより充実したフロアになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

第２期ＲＥＢＯＲＮでは、長く望まれていたキッズフロアも完成。サンピアザ・デュオ・カテプリ・イ

オンのゾーンでの繋がりがより強くなり、家族それぞれの時間を過ごすことができる新たな“新！さっ

ぽろ”でのライフスタイフを提案いたします。 
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＜カテプリ 第２期“ＲＥＢＯＲＮ”専門店の特徴＞ 

 

 北海道産のこだわり食材を提供する道産品セレクトショップ「きたキッチン」が地下１階食のゾー

ン「プリチカＤＥＬＩ」内に展開します。新さっぽろエリアのお客さまの嗜好性にあわせ、「嗜む」

「つくる」「食べる」をキーワードに道産品を編集します。また、これまでの「きたキッチン」に

はなかった「店内調理の惣菜」や「近郊農家の採れたてお野菜」「パーソナルに特化したギフトコ

ーナー」を新たに展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロッケをはじめとしたお惣菜・お弁当を中心にご提供する「ＩＣＨＩ 

ＨＡＣＨＩ ＭＡＲＵサンマルコキッチン」。新商品で北海道産の素材のジ

ェラートを使用したスイーツや、フレッシュな野菜をふんだんに盛

り込んだサラダなど、幅広いメニューを展開します。 

 

 

 道内初で「ルディクパーク」が出店。Ｌｕｄｉｃ(ルディック)とは、フランス語でＬｕｄｉｑｕｅ

（遊び心）が語源で、遊び心がいっぱい詰まった楽しいお店をイメージしています。トレンドとベ

ーシックを程よくミックスした自分らしいファッションを楽しくセレクトできるお店です。エレガ

ンスからカジュアルまで、リラックスして着こなせるスタイルをお手頃プライスで提案します。 

 

 妖怪ウォッチのオフィシャルショップ｢ヨロズマート｣が登場します。通常の妖

怪ウォッチの人気グッズはもちろん、ヨロズマートだけの限定ぬいぐるみや文

房具、お菓子、アパレル商品を取り揃えます。 

 

 

 大きく生まれ変わった「ザ・ダイソー」が出店。アイデア商品、便利商品など皆さまの暮らしに役

立つ商品を、品揃え豊富に取り揃えています。さらに、キッチン用品、文具、工具、コスメまでご

家族でお楽しみいただけるバラエティ雑貨店です。 
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＜新さっぽろアークシティ商業施設棟 概要＞ 

 

所 在 地： 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目 

開 店 日： １９７７年６月 

責 任 者： サンピアザ・デュオ   取締役ＳＣ事業部 部長       西内 敦久 

  カテプリ         ゼネラルマネージャー     河本 敬一郎 

  イオン新さっぽろ店  店長       水上 佳樹 

ホームページ：  http://www.sunpi-duo.com/（サンピアザ・デュオ） 

         http://qualite-prix.jp/ （カテプリ） 

http://www.aeon-hokkaido.jp/shinsapporo/（イオン新さっぽろ店） 

専 門 店 数： 約 ３００店舗 

敷 地 面 積： 約 ２７,３００㎡（サンピアザＳＣ全体）、約９,５００㎡（デュオＳＣ） 

延 床 面 積： 約１７２,０００㎡（４施設全体） 

総賃貸面積：   サンピアザ     約１８,４００ ㎡ 

  デュオ      約１３,７００ ㎡ 

  カテプリ  約１３,２００ ㎡ 

  イオン新さっぽろ店   約１５,８００ ㎡  

駐車場台数： 約１,７５０台（施設合計） 

営 業 時 間： サンピアザ・デュオ  １０：００～２１：００ 

  （デュオ１ ５階飲食フロア  ２３：００まで営業） 

        カテプリ            １０：００～２１:００ 

    イオン新さっぽろ店    ８：００～２２：００（地下１階食品） 

           ９：００～２２：００（１階、２階） 

        ※一部営業時間が異なる売場がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社札幌副都心開発公社 下保・戸村 ℡：０１１－８９０－２４３０（サンピアザ・デュオ） 

イオンモール株式会社    宮入・山谷 ℡：０４３－２１２－６７３３（カテプリ） 

イオン北海道株式会社    佐藤・山崎 ℡：０１１－８６５－９１１１（イオン新さっぽろ店） 

デュオ１ 

デュオ２ 
カテプリ 

サンピアザ 

イオン新さっぽろ

店 
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サンピアザ ＲＥＢＯＲＮ専門店 

新店 
番号 フロア 店名 業種 北海道初 オープン日 

１ Ｂ２Ｆ 大戸屋 ごはん処 和定食  ４月１４日(金) 

２ 
Ｂ１Ｆ 

大地ノ青果店 青果・惣菜 ○ ３月１５日(水) 

３ 亜細亜的惣菜店 マンハッタン 惣菜  ４月２８日(金) 

４ ２Ｆ ＰｅＰｅ アクセサリー・ジュエリー  ４月２１日(金) 

５ 

３Ｆ 

ラポール ネイルサロン  ４月２１日(金) 

６ クイックカットＢＢ ヘアカット専門店  ４月２１日(金) 

７ ダンディズム 理容室  ５月 １日(月) 

移転 
１ ２Ｆ ティアラ＋シューズクリニック シューズ・シューズリペア ３月１０日(金) 

２ 

３Ｆ 

時計のピアザ 時計 ３月１２日(日) 

３ 無印良品 衣料・生活雑貨・食品 ４月２０日(木) 

４ 紀伊國屋書店 書籍・文具・ホビー ４月２０日(木) 

５ プレイガイド たばこ・宝くじ・商品券等 ４月２０日(木) 

改装 
１ Ｂ１Ｆ 和惣本家グゥー 和惣菜・寿司・弁当 ３月 １日(水) 

２ ３Ｆ プレール ド デリカップ カフェ ４月 １日(土) 

デュオ１ ＲＥＢＯＲＮ専門店 

新店 
番号 フロア 店名 業種 北海道初 オープン日 

１ ２Ｆ 東急ハンズ トラックマーケット 生活雑貨 札幌初 ３月１０日（木） 

デュオ２ ＲＥＢＯＲＮ専門店 

新店 
番号 フロア 店名 業種 北海道初 オープン日 

１ Ｂ１Ｆ ＵＱスポット 携帯電話  ３月３０日(木) 

２ 

２Ｆ 

Ｂａｂｙ＆Ｋｉｄｓ代官山 ベビー・キッズ ○ ４月１５日(土) 

３ ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ（プティマイン） ベビー・キッズ ○ ４月１５日(土) 

４ ＲＯＮＩ ベビー・キッズ  ３月 ４日(土) 

５ ゲームコーナー アミューズメント  ４月２７日(木) 

６ 
４Ｆ 

新さっぽろ小児科 クリニック  ２月 １日(水) 

７ 新札幌アン矯正歯科クリニック クリニック  ３月 １日(水) 

移転 
１ ２Ｆ ハニーズ レディス ３月 １日(水) 

改装 
１ 

Ｂ１Ｆ 

可否茶館 カフェ・コーヒー豆 ３月２５日(土) 

２ セリア １００円ショップ ３月１５日(水) 

３ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｃｌｏｖｅｒ アクセサリー・雑貨 ３月 １日(水) 

４ ２Ｆ こどもの森 キッズ ３月 ４日(土) 

カテプリ ＲＥＢＯＲＮ専門店 

新店 
番号 フロア 店名 業種 北海道初 オープン日 

１ 
Ｂ１Ｆ 

きたキッチン 北海道食物産  ４月２１日(金) 

２ ＩＣＨＩ ＨＡＣＨＩ ＭＡＲＵサンマルコキッチン 惣菜  ３月 ９日(木) 

３ １Ｆ ルディクパーク レディス ○ ４月２１日(金) 

４ ２Ｆ ディッセンバースリー エスニック雑貨  ３月 ９日(木) 

５ 

３Ｆ 

ダイソー 均一ショップ  ３月２４日(金) 

６ ゲームランド アミューズメント  ３月２４日(金) 

７ カプセルラボ ガチャガチャ  ３月２４日(金) 

８ ヨロズマート 雑貨 ○ ４月２１日(金) 

９ サンシェル withだがし夢や 雑貨 新業態 ３月２４日(金) 
 

※店名・業種及び本資料については、４月１３日現在の為、変更になる場合がございます。 


