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２０１８年３月１６日 

報道関係各位 

イオンモール株式会社 

イオン九州株式会社 

 

～九州最大級のショッピングモールへ進化～ 

「イオンモール宮崎」  
３月１６日（金）ＡＭ９：００増床リニューアルグランドオープン 

 

イオンモール株式会社は、宮崎県宮崎市新別府町で運営するショッピングモール「イオンモール

宮崎」（以下、「当モール」）を、３月１６日（金）に増床リニューアルオープンします。 

 

■リニューアルの経緯、概要 

当モールは、２００５年５月にオープン、おかげさまでこれまで宮崎市を中心に宮崎県全域から多く

のお客さまにご愛顧いただいておりますが、地域の皆さまへさらに充実したサービスをご提供するため

に、昨年４月より大規模なリニューアル・増築工事に着手、増床棟を含め全館リニューアルオープンい

たします。 
 

この度のリニューアルでは、これまで駐車場として利用していた南側敷地に、増床棟を新設、既

存棟においても大規模リニューアルを実施。九州最大級のショッピングモールとして生まれ変わり

ます。都市型ライフスタイルや、こだわりの食を提供することはもちろん、快適に時を過ごす場を

創造し、地域の皆さまのニーズを集積したショッピングモールとして進化するとともに、国内外か

ら観光に訪れる皆さまにも、今まで以上に楽しんでいただける施設を目指します。 

 

■リニューアルコンセプト 

 

 
 
 
 

■イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『モノも、遊びも、情報も、上級化。』 
〜オシャレ・楽しむＭＡＬＬ〜 
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【ＴＯＰＩＣＳ】 

■増床棟「サウスモール」の新設 

 ・これまで平面駐車場として利用していた敷地南側に既存棟と接続する形で、２階建ての増床棟

「サウスモール」を建設。１Ｆの一部はピロティ型駐車場、１Ｆ・２Ｆには新規出店５２店舗、

既存棟からの移設１１店舗の計６３店舗の専門店で構成します。 
 

 ・１Ｆは、グローバルファッションブランドとファッション雑貨のほか、フードコート      

「ＴＥＲＲＡＣＥ ＤＩＮＩＮＧ」で構成。２Ｆは、ホビー＆サブカルチャー、キッズ＆エンタ

ーテイメント、インテリア＆カフェ、ティーン＆レディスファッションの４つのゾーンで構成。

幅広い世代のお客さまに、モノも遊びもお楽しみいただける専門店を集結します。 
 

 ・内装は、宮崎らしい「ひなた」を感じさせる温もり 

のあるデザインを散りばめ居心地の良さを感じさせ 

る空間を演出しています。 
 

 ・サウスモール２Ｆには、宮崎県日南市付近で育成さ 

れる飫
お

肥
び

杉
すぎ

を使ったお子さまが遊べるスペース「オ 

ビスギパーク」を設けます。 
 

■「ｈｉｎａｔａ ＴＥＲＲＡＣＥ」の新設 

・既存棟「ノースモール」と増床棟「サウスモール」の間のスペースには中庭を設けます。 

２つのモールのフードコートやカフェに面した芝生の中庭空間では、お子さまが遊べる遊具も

設置、また、イベント広場では四季折々のイベントをお楽しみいただけます。南国宮崎を感じ

させる開放的な空間に人々が集い、つながりが生まれる賑わいの場を目指します。 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
■既存棟「ノースモール」の大幅なリニューアル 

 ・ノースモールでは、新規出店３９店舗、移転１０ 

店舗、改装４３店舗、計９２店舗のリニューアル 

を実施。 
 

 ・フードコートは全面リニューアル。ファミリーが 

集うフードコート「Ｆｏｏｄ Ｆｏｒｅｓｔ」へ 

と進化します。 
 

 ・モールでのひと時をより快適にお過ごしいただけ 

るよう、トイレやカーペットなど施設面もリニュ 

ーアル。お買い物中の一休みに、ソファスペース 

も増設いたします。 
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■ヘルス＆ウエルネスの取り組み 

 イオンモールでは、ヘルス＆ウエルネスを推進しており、当社でもこれからの社会、人々の暮ら

し、幸せの形を見据え、人と人とがもっとふれあえる、地域の元気が集まる場所を目指して“ハ

ピネスモール”を推進しています。当モールにおいても、「イオンモール宮崎にいけば、ハッピー

なことが待っている。」新しい地域コミュニティの場となるべく、日々の健康づくりのための「イ

オンモールウォーキング」をはじめ、「ｈｉｎａｔａ ＴＥＲＲＡＣＥ」での音楽イベント、お子

さまからご高齢の方まで楽しんでいただける参加型の催しなどを企画しています。 

 

Ø イオンモールウォーキング 
  地域の皆さまが健康を目的に歩くことができる場所として、ウォーキングコースを設定します。

天候や気温、時間を気にすることなく、安全な環境で快適にウォーキングをお楽しみいただけ

ます。館内にはウォーキングマップや、各ポイントで歩いた距離が分かるようサインも設置し

ます。 
  

Ø 健康への気づきを促す空間や仕掛け 
  千葉大学予防医学センター 竹中工務店 健康空間・まちづくり寄附研究部門と協働し、ゼロ次

予防の視点を活かした「健康への気づきを促す空間デザイン」により、お客さまの健康増進支

援による地域貢献を行います。 

① ステップウォーキング〜歩幅をチェックするプログラム〜 
床面に描かれた年代別、身長別の歩幅ラインと、お客さま自身の歩幅を比べることにより、

楽しみながら、健康への気づきを得られます。 
 

② クライムウォーキング〜記憶や想像⼒にはたらきかけるプログラム〜 
   身体活動の増加に寄与する屋内階段の利用を促すため、階段に昇りたくなる仕掛けやコンテ

ンツを盛り込みます。 
 

③ バランスウォーキング〜歩く速度や姿勢をチェックするプログラム〜 
   歩行姿勢測定システムを活用して、お客さま自身の歩行年齢を知ることで、健康への気づき

を得られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 宮崎県ウォーキングスマートフォンアプリ「ＳＡＬＫＯ」との提携 
宮崎県公式ウォーキングスマートフォンアプリ「ＳＡＬＫＯ（サルコー）」と連携し、イオンモ

ールウォーキングコースをアプリ内に設定。このアプリは、「健康長寿日本一」の宮崎県づくり

を目指して開発されており、歩数計機能やランキング機能を備えております。また、イベント

情報や県内ウォーキングコースもチェックでき、「ＳＡＬＫＯ（サルコー）」に設定されたイオ

ンモールウォーキングコースを歩くことで、気軽に健康づくりを行うことができます。 
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■フロア構成 

＜１Ｆ＞ 

空の見えるｈｉｎａｔａ ＴＥＲＲＡＣＥと賑わいのリゾート空間、こだわりのエクステリ

ア。新たな出会いが生まれる広場を中心に、ファッショナブルな回遊を楽しむフロア 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２Ｆ＞ 

暮らしを満喫する多彩な専門店街。家族みんなで楽しむオシャレや、幅広い世代が趣味・レ

ジャーを通じた楽しみを創出するフロア 
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■施設概要 

 

・モール名称：イオンモール宮崎 

・所 在 地：〒８８０－０８３４ 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２-１ 

・責 任 者：イオンモール宮崎   ゼネラルマネージャー 藤本
ふじもと

 康
やす

久
ひさ

 

       イオン宮崎店    店長         森山
もりやま

 勉
つとむ

 

・電 話 番 号：０９８５－６０－８０００（代表） 

・ＨＰアドレス：http://miyazaki-aeonmall.com 

・敷 地 面 積：約２００,０００㎡ 

・延 床 面 積：約１３０,０００㎡ （増床前比 ＋約３０,０００㎡） 

・総賃貸面積：約 ８４,０００㎡ （増床前比 ＋約１４,０００㎡） 

・専 門 店 数：約 ２５０店舗（内増床棟 ６３店舗） 

・駐 車 台 数：約  ４,３００台 （増床前比 ＋約３００台） 

・ﾘﾆｭｰｱﾙ開店日：２０１８年３月１６日（金） 

・営 業 時 間：専門店        １０：００～２１：００ 

       レストラン街     １０：００～２２：００ 

       セントラルシネマ宮崎   ９：００～２４：００ 

       イオン宮崎店      ９：００～２２：００ 

       ※３/１６～１８の期間は９：００に開店いたします。 

※一部営業時間が異なる売り場がございます。 

・休 業 日：年中無休 

・従 業 員 数：モール全体 約３,０００名（内イオン宮崎店 約３８０名） 

 

 ※資料内の画像はすべてイメージです。 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社 広報部 ＴＥＬ：０４３－２１２－６７３３ 

イオン九州株式会社  広報  ＴＥＬ：０９２－４７２－０３２４ 

http://miyazaki-aeonmall.com
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■リニューアル専門店の主な特徴 

 

 

 

 

 
 
 

・スウェーデン発の人気ファッションブランド「Ｈ＆Ｍ」が宮崎県に初出店するほか、「ユニクロ」

はサウスモール１階で売場を拡大、約１,３００㎡の規模になって生まれ変わります。 
 

・リーズナブルな価格の牛本革アイテムが人気を集める福岡発の牛本革ブランド「ビジネスレザー

ファクトリー」は、幅広い品揃えとカラー展開でビジネスにもギフトにも最適なアイテムを提案

します。「部屋を着替えよう」をテーマに、様々なファブリックアイテムを中心にカバーリング、

衣料品、インテリア雑貨までオリジナルアイテムを多く取り揃えたインテリアショップ「ファブ

リックス」を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「炭焼きステーキは厚切りレアーで召し上がれ！」 

東京銀座で話題のステーキ専門店「いきなりス 

テーキ」のほか、カスタマイズデリ＆ヌードルの 

「ＥＶＥＲＹ ＢＯＷＬ」が九州初出店。 

「ＩＰＰＵＤＯ ＲＥＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ」は、 

博多ラーメン専門店であるグローバルブランドの 

「一風堂」が独自のノウハウ、博多コンテンツを 

軸に「本物の味をカジュアル＆スタイリッシュに。」 

をテーマに表現する一風堂のフードコート専門業態 

です。このほかにも、天丼・天ぷら「揚げ天まる」、 

十勝豚丼「㐂久好」、とりっこ丼・親子丼「霧島鶏 

ぼっけもん」など、６店舗全てが宮崎県初出店と 

 なります。 

１Ｆ：「ＴＥＲＲＡＣＥ ＤＩＮＩＮＧ」 
サウスモール１Ｆには大人が楽しむフードコートを新設。ゆったりとした客席で、 

こだわりのごちそうを。ちょっとした贅沢を味わえる空間です。 
 

１Ｆ：「ファストファッションとファッション雑貨」 
人気のグローバルファッションブランドを始め、上質な暮らしを求める大人に向けた  

様々なアイテムをご提案。 
 

サウスモール 
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・フードコートの他にも話題のスイーツ専門店が登場。 

テレビや雑誌など様々なメディアで、行列ができると評判の手のひらサイズの焼きたてチーズタ

ルト専門店「ＰＡＢＬＯ ｍｉｎｉ」が南九州初上陸。ベルギーを代表する高級チョコレートブラ

ンド「ゴディバ」では、定番のコレクションをはじめ、季節限定のコレクションやチョコレート

ドリンクの「ショコリキサー」など上質で味わい深いチョコレート製品を展開します。 

 

 

 

 

 
  

・キッズエンターテイメントでは、国内４店舗目となる「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地」が宮崎

県に初出店。これまで、台湾、タイ、中国、アメリカ、インドネシア、南アフリカ等の海外各地

や日本全国で巡回展示を開催。世界中で５００万人以上を動員した体験型知育空間です。「すべっ

て育てる！フルーツ畑」や「お絵かきタウン」など、“共同的で創造的な人間になること”をテー

マにした全８作品で、親子で遊びながら学ぶことができます。 
 

・遊べる玩具カフェ「ＴＯＹＳ ＣＡＦＥ」や、「きかんしゃトーマス」の世界観を体験できるキャ

ラクターアミューズメント施設「トーマスステーション宮崎」が南九州に初出店します。一般の

店舗では手に入らない海外商品や雑貨などの限定商品も豊富に取り揃えた「シルバニアファミリ

ー」専門店「シルバニアファミリー森のお家」のほか、スタジオジブリ作品を取り揃えた「どん

ぐり共和国」など、国内外から愛されるキャラクターショップを集めました。 

 

 

 

 

 
 

・「本と共にある暮らし」をテーマに幅広い品揃えをご用意するライフスタイルブックストア 

「未来屋書店」では、ライフシーンやテーマ別にセレクトした商品を取りそろえ、お客さまに 

より豊かな生活をご提案します。このほかに、大人の夢空間～プラモデル・パズルの専門店 

「ホビーゾーン」などを導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２Ｆ：「キッズ＆エンターテイメント」 
エリア初出店のエンターテイメントコンテンツを核に、⽼若男⼥から愛されるキャラクターを

集め、キッズだけでなく幅広い世代が楽しめる体験ゾーン。 

２Ｆ：「ホビー＆サブカルチャー」 
 大型書店、ホビー、サブカルチャーなど、ファミリーでの思い出づくりから、 
趣味や交流を楽しみたいアクティブなオトナまで、幅広い世代が楽しめる趣味のゾーン。 
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・雑貨では、テレビや雑誌で話題の原宿・表参道の大人気低価格 

雑貨店「ＡＷＥＳＯＭＥ
オ ー サ ム

 ＳＴＯＲＥ
ス ト ア ー

」が出店、生活を彩る雑貨 

を驚きの価格で提案します。 

また、「ｏｎｅ
ワ ン

’
ズ

ｓ ｔｅｒｒａｃｅ
テ ラ ス

」は、暮らしの「旬」を発信するライフスタイルマーケット

です。季節感あふれる商品、キッチンからインテリア小物まで日々の暮らしを楽しく豊かにする

アイディアを発信して参ります。 
 

・サウスモール２Ｆ中央には、カフェを集結。何れも宮崎県初出店となる、「ナナズグリーンティー」

「シアトルズベストコーヒー」「ファーストキッチン・ウェンディーズ」「オリジナルパンケーキ

ハウス」が揃い、その日の気分でお好みのコーヒーやティーメニューお楽しみいただけます。ま

た、一部客席からは「ｈｉｎａｔａ ＴＥＲＲＡＣＥ」を見下ろすこともできるなど、お買い物

中のひとときをゆったりとした空間でお過ごしいただけます。 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

・ユニセックスでは、東京・原宿のストリートから発信されるスタイルをメインに、“半歩先”の最

新トレンドを提案する大人気カジュアルファッションの「ＷＥＧＯ」が宮崎県に初出店、レディ

スカジュアルでは、大人の女性の毎日を軽やかで豊かに彩る「アメリカンホリック」を導入しま

す。 

 

・新しさのあるベーシックとシーズントレンドをＭＩＸし、良質なファッションを買いやすい価格

で提案する「ＧＬＯＢＡＬ
グ ロ ー バ ル

 ＷＯＲＫ
ワ ー ク

」は、サウスモール２Ｆへ移転・拡大してリニューアルいた

します。 

 

 
 

 
 

・キッズやティーンファッションでは、「プティマイン」「ラブトキシック」「ＡＬＧＹ」「ＪＥＮＮ

Ｉ」などを揃えた一大ゾーンが誕生します。 

 

 

 

 

２Ｆ：「インテリア＆カフェ」 
暮らしに彩を添えるインテリアと、hinata TERRACEを⾒下ろすカフェで、モールでの 

ショッピングをより快適にご提案するゾーン。 

２Ｆ：「ティーン＆レディスカジュアル」 
定番のレディスと、キッズ＆ティーンファッションを、地域初出店とともに編集。もっと 
気軽にオシャレを楽しみたい、そんな声にお応えして手の届くオシャレをご提案します。 
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Ø ノースモールからサウスモールへ続くゾーンには、県内初出店ブランドを揃えた都市型ファッ
ションを集結します。 
 

・ユニセックスファッションでは、西海岸テイストに都会的なエッセンスをプラスしたライフス

タイルブランド「ＢＡＹＦＬＯＷ」、自然体で自分達のライフスタイルを大切にしたいファミリ

ーへ、少しのこだわりとリラックス感を併せ持ったスタイルを提案する「チャオパニックティ

ピー」のほか、公園のように誰もが気軽に立ち寄れる居心地の良い空間をコンセプトとしたシ

ョップ「グランドパーク」や、歴史ある別荘地ハンプトンズをイメージしたライフスタイルス

トア「デッサン」など、南九州初出店ブランドを揃えました。 
 

・レディスファッションでは、トレンドにフレンチテイストをミックスした「ちゃんと＋かわい

い」ブランド「ロペピクニック」や、自身のムードやＴＰＯに合わせて自由にスタイルを楽し

みたい女性に向け、今を意識した遊び心のあるデザインと高機能な履き心地でアーバナイズし

たシューズを提案する「ＲＡＮＤＡ」などを導入します。 
 

Ø ノースモール１Ｆでは、２６店舗が新規出店します。ファッションから生活雑貨まで。「大人・
上級」をテーマに本物志向の大人へ、上質なライフスタイルを提案します。 
 

・地元宮崎において長きに渡り親しまれている百貨店「宮崎山形屋」がギフトショップとしてオ

ープンします。 
 

・ファッショングッズでは、人気ジュエリーブランド「４℃」から誕生したジュエリーブランド

「メゾンジュエル」や、気負わず自然体、でもお洒落を楽しむ気持ちを忘れない大人の女性に

贈るシューズブランド「ダブルエー オリエンタルトラフィック」が、宮崎県に初出店します。 
 

・雑貨では、「Ａｆｔｅｒｎｏｏｎ Ｔｅａ ＨＯＭＥ＆ＬＩＶＩＮＧ」が出店。一日一日を積極的

に愉しむ気持ちと、ちょっとした演出。ぬくもりやときめきを感じるアイテムをとおして、う

るおいと発見に満ちた毎日へ。Ａｆｔｅｒｎｏｏｏｎ Ｔｅａ ＨＯＭＥ＆ＬＩＶＩＮＧでとっ

ておきの素敵な毎日を見つけてください。 
 

・「イオン銀行」が宮崎県に初出店。住宅ローン・資産運用の相談など、お仕事帰りやお買い物の

ついでにお気軽にお立ち寄りいただけます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
１Ｆ：「セレクトショップ＆アーバンファッション」 

都市型ファッションブランドや生活雑貨など、県内初出店ブランドを揃え、 
高質なライフスタイルをご提案。 

 

ノースモール 
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Ø １Ｆ「イオンスタイル」の食品ゾーンに隣接したエリアには、食の専門店を集めました。 
 

・宮崎の老舗洋菓子店あんでる船の新業態「メレンダ・ア・マーノ」や、九州の小麦・雑穀を使

った「九州パンケーキ」が人気の「九州パンケーキキッチン」を導入します。 
 

・美味しくて安心して口にできる蜂蜜をお届けする「杉養蜂園」や、全国の“こだわり食品”を

お届けする「インパクトワンプラス」、“ザ・ジャパニーズ・グルメストア”をコンセプトに日

本全国から“うまいもの”を集めた「久世福商店」など、何れも宮崎県初出店の専門店が集結

します。 

 

 

 

 

 
 

・ノースモールからサウスモールへ向かうゾーンの２Ｆでは、アパレルとインテリアを取り扱 

うスタイルエディトリアルブランド「ｎｉｋｏ ａｎｄ...」や、「ＲＥＧＡＬ」ブランドを中心

に、女性やご家族でもご来店いただける新しいタイプのシューズショップ「ＲＥＧＡＬ ＳＨＯ

ＥＳ ａ.ｋ.ａ」、カラダにやさしい・ココロにやさしい・地球にやさしい、本当に「いいもの」

を求めるナチュラルライフを実践する大人の女性のためのセレクトショップ「ｍ＆ｍａｚｅ  

ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ」など、バラエティ豊かなショップが２つのモールを繋ぎます。  
 

Ø ノースモール２Ｆでは１３店舗が新規出店します。センスのあるオトナ世代に上質オシャレと、
暮らしを彩るライフスタイルをご提案します。 

 

・雑貨では、ベーシックからカラフルアイテムまで何度でも行きたくなる３００円アイテム 

中心のＨＡＰＰＹ ＳＴＯＲＥ「３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ」が宮崎県に初出店。 
 

・レディスファッションでは、シンプルでありながら新しさを感じる、女性の日常に自然に溶け 

込む気取らないカジュアルスタイルを提案する「ＬＥＰＳＩＭ」、仕事もプライベートも大切な 

働く女性に向けて、ガーリーでカジュアルなスタイルを提案する「組曲」、“ほどよい存在感”

を大切にする大人の女性たちに向けた国内外のセレクトからパターンからこだわったオリジナ

ルアイテムまで多彩な品々が揃うセレクトショップ「グレディブリリアン」が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ：「こだわりの“食”集積」 
既存の⾷物販エリアを更に拡⼤。エリア初出店の専⾨店も揃え、地産地消から全国まで、 

選ぶ楽しさが拡大します。 
 

２Ｆ：「ライフスタイル雑貨＆ユニセックス」 
ファッション・靴・コスメ・雑貨、バラエティ豊かなショップが、 

様々なライフスタイルを提案するゾーン。 
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イオン宮崎店 “イオンスタイル”導入へ 

２０１８年３月１６（金）グランドオープン 
 

 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２０

１８年３月１６日（金）イオン宮崎店に新たに専門性の高い商品やサービスを加えた「イオンスタ

イル」を導入し、リニューアルオープンいたします。 
 
 イオン宮崎店は２００５年５月に開店して以来、地域の皆さまに快適にお買い物を楽しんでいた

だける場所であると共に、新しいサービス・コトを提供する商業施設として、様々な取り組みを行

ってまいりました。オープンから１３年を迎えるにあたり、更なるお客さま満足の“深化”を図り、

「地元にいちばんうれしいおみせ」を目指します。 
 
今回のリニューアルコンセプトを「健康志向」「上質(value)」「コト（わくわく感）」とし、新し

いお客さま満足を創造します。 
 

【健康志向】元気で健やかな毎日をおくるお手伝い 
  

◆ヘルス＆ウエルネスの充実 
 
幅広い美の追求と高まる健康志向への対応とし、ヘル

ス＆ビューティー売場を集約し強化します。また売場内

にピックアップステーションを設置し、お客さまの「な

りたい」をサポートいたします。最新の美容情報をいち

早くお客さまに紹介する、地域の美の発信場所を目指し

ます。また話題のオーガニック商品をはじめスーパーフ

ード、ボタニカルアイテムなど豊富な品揃えでお客さま

の生活を応援します。 

 

【上質】いつもの毎日もちょっと特別に 

 

◆“イオンスタイル”の導入 
 
この度イオン宮崎店は新たに九州で４店舗目となる

「イオンスタイル」を導入します。多様化するライフス

タイルに対応する、専門性の高い商品やサービスを提供

する「イオンスタイル」はこだわりの商品やサービスで

より豊かな生活を提案します。いつ来ても楽しい気分に

なる、いつもの場所に、新しいお客さまの満足を創造し

ます。 

 

◆イオン九州オリジナル ホームコーディーの専門化 
 
シンプルで豊かな暮らしをコーディネートするイオ

ンプライベートブランド「ホームコーディー」。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、暮らしを上質に仕立てる新しい暮らしの提

案をいたします。上質でこだわりのある本物志向の商品

を品揃えし、日常使いのもの、贈り物など様々なシーン

にあった商品コーディネートをご提案いたします。 
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【コト(Value)】イオンで過ごす素敵な時間 
 

◆地域最大級のキッズ売場 

 

ご来店されるお客さまが、「楽しくくつろげる場所でありたい」という思いのもと、２階

キッズ売場に授乳室と休憩所、また生活に関する情報収集や育児相談が出来るスペースを

つくりました。また衣料品においては新たに子供服ショップ 2 店舗を新設し、既存の売場

も品揃えを付加しリニューアルいたします。ベビーコーナーとホビーコーナーが一緒にな

ったギフトコーナーやレゴショップも新たに導入し、家族全員が一日中楽しめる空間を提

供いたします。 

 

◆宮崎県環境森林部の「木育
もくいく

」とのタイアップ 

 

現在宮崎県では木材の良さやその利用意義を学ぶ「木育」の普及啓発を行っており、その一環と

して売場内に「木育」(遊び場）を５０坪新設します。木育広場で展示される木工製品は全て宮崎県

内で製造され、購入も可能です。お子さまの自発的な探究心を育む場として、地域の地元の木々の

ぬくもりを感じながら、親子三世代で思いっきり遊べる「安全・安心」な遊び場です。 

 

 
 

◆「ギャザリングスペース」の新設 

 

 １階モール入口側に、お買い物の合間の休憩に最適なイ

ートインコーナー（座席数１００席）が誕生します。こだ

わりのドリップコーヒーやラテ、地場牛乳店のソフトクリ

ームやスイーツをゆっくりと座ってお楽しみいただけます。

お買い物途中の休憩はもちろん、お連れさまとの待ち合わ

せ場所にもピッタリです。 

 

また２階エレベーター前に、お子さまとご家族のための

「ギャザリングスペース」ができました。お買い物の合間

に、座ってゆっくりお過ごしいただけます。 

 

◆新たな食品コーナーへ 

 

生鮮売場はレイアウトを変更し、地域ＮＯ１の売場で毎日のお買い物が楽しくなるお店

に生まれ変わります。毎日「安全・安心」で新鮮な食材を、魅力ある価格でご提供いたし

ます。地元銘店コーナーは売場面積を拡大し、新しい「宮崎の特産品」を紹介します。 

 

食品売場内における催事場においては、年間を通し季節催事を実施し、いつ来ても新し

い発見がある「わくわく」を感じられるお店を目指します。 
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【安全・安心への取り組み】 

■取り組みの一例 

１．施設における「安全・安心」対策の強化 

 施設の安全性向上各種法令を遵守した堅牢な建物とするのはもちろん、年々進化する最新の技術

や建材などを積極的に活用することにより、地域の皆さまに安心してお過ごしいただける施設づ

くりを行ないます。 

 建物耐震性においては、東北や熊本の震災を経て、各店舗において強化を行なっています。また、

国内の建築物の耐震基準はより高い安全性が求められており、当モールにおいては増床工事に合

わせ、既存棟の耐震改修を行いました。 

 【既存吹き抜け空間の天井補強改修】 

天井の落下による被害を軽減するため、当モールにおいては従来の吊構造の天井から鉄骨の堅

固な下地へと改修を行い、２０１３年に改正された建築基準法の耐震基準を満たす補強を行い

ました。 

【既存エレベーター耐震改修】 

 エレベーターの安全性を強化するため、新たな耐震基準に対応した補強工事を実施しました。 

２．被災時の復興拠点としての機能確保 

 当モールでは２００６年に「災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定書」を

宮崎市と締結。天井の耐震化など各種耐震補強工事も実施するなど、津波避難ビルとして、引

き続き、地域のお客さまがより安全・安心にお楽しみいただけるショッピングモールを創造し

てまいります。 

 

【進化するユニバーサルデザイン】 

■取り組みの具体例 

・お客さまを館内へスムーズに誘導します 

増床既存建物からの接続、及び増床建物との繋がりにおいて総合的にスムーズな誘導を心がけ、

誘導サインの色・サイズ・表現方法などについて、年齢・性別・国籍・障がいの有無に関わらず全て

のお客さまが利用しやすいよう、各法令遵守はもちろん、独自で改良を重ね、より見やすく、 より分

かりやすくしています。 

・デジタルサイネージ＜人工知能（ＡＩ）対話型案内システム＞ 

 人工知能（ＡＩ）搭載の対話型案内システムを導入し、これまでにない新しい形でお客さまと

のつながりを創出します。 画面 ＡＩキャラクターに問いかけることにより自動的にお客様の質問

を認識し、最適な案内をいたします。また、タッチパネル式フロアマップには、飲食店のメニュー

や調理動画付きメニューボードといったデジタル技術による付加価値により従来のアナログ看

板以上に情報発信機能を高めてまいります。 
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【イオンモール宮崎 リニューアル店舗】 
 増床棟   ※オープン日はすべて３月１６日（金）です。 

１Ｆ：１９店舗 （新規１８店舗 移転１店舗） 

新規店舗 

番号 店名 業種 南九州初 宮崎県初 

1 㐂久好 十勝豚丼専門店 ○  

2 霧島鶏ぼっけもん とりっこ丼・親子丼  ○ 

3 いきなりステーキ ステーキ  ○ 

4 ＥＶＥＲＹ ＢＯＷＬ カスタマイズデリ＆ヌードル ○  

5 揚げ天まる 天丼・天ぷら ○  

6 ＩＰＰＵＤＯ ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ 博多ラーメン ○  

7 宮崎屋 食品   

8 焼きたてチーズタルト専門店 PABLO mini 洋菓子 ○  

9 ゴディバ 洋菓子   

10 ミルフローラ ジュエリー  ○ 

11 THE KISS 宝飾品  ○ 

12 ビジネスレザーファクトリー 革小物・ステーショナリー ○  

13 ファブリックス 生活雑貨・インテリア  ○ 

14 ICE WATCH 時計   

15 Ｋａｈｉｋｏ ハワイアン雑貨 ○  

16 ハピンズ 雑貨 ○  

17 Ｈ＆Ｍ メンズ・レディス・キッズ  ○ 

18 ＭＲＴ ｋｏｋｏｋａｒａ サービス   

 

移転店舗 

番号 店名 業種 

1 ユニクロ メンズ・レディス・キッズ 

 

２Ｆ：４４店舗（新規３４店舗 移転１０店舗） 

新規店舗 

番号   店名 業種 南九州初 宮崎県初 

1 チームラボ 学ぶ!未来の遊園地 アミューズメント ○  

2 ＴＯＹＳ ＣＡＦＥ 雑貨・カフェ ○  

3 トーマスステーション宮崎 キッズアミューズメント ○  

4 ガチャガチャの森 カプセルトイ専門店  ○ 

5 ふりそでＭＯＤＥ wedding BOX 振袖レンタル  ○ 

6 Chamstea36 ハーブティー・ブレンド茶 ○  

7 ナナズグリーンティー カフェ ○  

8 シアトルズベストコーヒー カフェ＆ダイニング  ○ 

9 ファーストキッチン・ウェンディーズ ファストフード ○  

10 オリジナルパンケーキハウス パンケーキ＆ダイニング ○  

11 ハートマーケット レディス ○  

12 ＷＥＧＯ メンズ・レディス  ○ 
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新規店舗（つづき） 

番号 店名 業種 南九州初 宮崎県初 

13 アメリカンホリック レディス ○  

14 Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｋｓ ｔｏｐｉｃ レディス   

15 ABC KIDS MART  キッズシューズ・レディススニーカー  ○ 

16 プティマイン キッズ  ○ 

17 ＪＥＮＮＩ ジュニア   

18 ラゲッドワークス キッズ ○  

19 グラニフ メンズ・レディス・キッズ  ○ 

20 シェリシェリ アクセサリー・雑貨   

21 ＡＬＧＹ キッズ・ジュニア ○  

22 ラブトキシック ティーンズ  ○ 

23 Ｄｏｌｌｙ Ｌａｓｈ ＋ まつげエクステ・ネイル  ○ 

24 ラフィネ リラクゼーション   

25 ＡＴＳＵＴＡ ＷＥＤＤＩＮＧＳ ブライダル総合サービス   

26 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ 生活雑貨・インテリア ○  

27 ｏｎｅ‘ｓ ｔｅｒｒａｃｅ 生活雑貨   

28 チェルシーニューヨーク 生活雑貨  ○ 

29 光学堂 眼鏡・補聴器   

30 ｚａｋｋａ ｅＱ 雑貨  ○ 

31 どんぐり共和国 雑貨  ○ 

32 シルバニアファミリー森のお家 玩具・雑貨 ○  

33 ホビーゾーン 玩具  ○ 

34 未来屋書店 書籍  ○ 

 

移転店舗 

番号 店名 業種 

1 ファイテンショップ 健康グッズ 

2 ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨・ＣＤ 

3 オンデーズ 眼鏡 

4 ＬＥＮＥＸソーラープラザ ソーラーパネル 

5 aimerfeel ランジェリー 

6 グローバルワーク メンズ・レディス・キッズ 

7 ＡＦＲＩＣＡＴＡＲＯ レディス 

8 きものやまと 呉服 

9 はんの大谷 印鑑 

10 ザ・ダイソー 100 円均一 
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 既存棟  

１Ｆ：５７店舗（新規２６店舗 移転１０店舗 改装２１店舗） 

新規店舗 

番号   店名 業種 南九州初 宮崎県初 オープン日 

1 Ｘ-mobile 携帯電話   3月5日 

2 ＵＱスポット 携帯電話  ○ 2月23日 

3 ＰＬＡＺＡ 雑貨  ○ 3月13日 

4 メレンダ・ア・マーノ 洋菓子   3月13日 

5 杉養蜂園 蜂蜜  ○ 3月11日 

6 アフタヌーンティー・ホーム＆リビング 生活雑貨   3月13日 

7 イオン銀行 銀行・ＡＴＭ  ○ 3月13日 

8 メゾンジュエル ジュエリー ○  3月13日 

9 ＷＡ ＯRｉｅｎｔａｌ ＴＲaffic 靴  ○ 3月13日 

10 宮崎山形屋 百貨店ギフトショップ   3月13日 

11 十勝あんこのサザエ 和菓子   3月5日 

12 珍味 古じょう庵 塩干・珍味   3月13日 

13 唐十 惣菜 ○  7月12日 

14 Ｚクロッカンシュー ザクザク 洋菓子 ○  10月20日 

15 久世福商店 総合食品販売  ○ 3月13日 

16 九州パンケーキキッチン スイーツ・ベーカリー   3月13日 

17 インパクトワンプラス 生鮮品・食品 ○  3月13日 

18 ロデオクラウンズワイドボウル メンズ・レディス・キッズ ○  3月13日 

19 ロペピクニック レディス  ○ 3月13日 

20 デッサン メンズ・レディス ○  3月13日 

21 グランドパーク メンズ・レディス ○  3月13日 

22 チャオパニックティピー メンズ・レディス・キッズ ○  3月13日 

23 BAYFLOW メンズ・レディス ○  3月13日 

24 ＲＡＮＤＡ 靴 ○  3月13日 

25 ＢＬＥＳＳ アクセサリー ○  3月13日 

26 ＭＵＫ ＭＯＣＡＢＲＯＷＮ アクセサリー・雑貨 ○  3月13日 
    

移転店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

1 ジュエリーツツミ ジュエリー 2月16日 

2 ブランドショップ ハピネス インポート 10月6日 

3 金犬くん 金券買取・販売・プレイガイド 3月6日 

4 イオン保険サービス 保険 3月6日 

5 イオンクレジットサービス クレジットカード 3月13日 

6 ＤＨＣ直営店 コスメ・健康食品 2月2日 

7 ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｙ メンズ・レディス 3月13日 

8 ジューシィジュエル 香水 3月13日 

9 センシティブ アクセサリー 3月13日 

10 くいしんぼう 和食・洋食レストラン 10月28日 
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改装店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

1 カラースタジオ コスメ 2月24日 

2 バッグのあつた 鞄 3月3日 

3 ＯＰＡＱＵＥ.ＣＬＩＰ レディス 3月10日 

4 AMO’Ｓ ＳＴＹＬＥ by Ｔｒｉｕｍｐｈ ランジェリー 11月2日 

5 ｃｏｅｎ メンズ・レディス 11月17日 

6 コムサスタイル メンズ・レディス・キッズ 3月13日 

7 ３ＱＣＵＴ カットサロン 1月20日 

8 トミーヒルフィガー メンズ・レディス・キッズ 3月13日 

9 マルメロアルル 鞄 9月10日 

10 A・J・D ACCESSORIES アクセサリー 3月13日 

11 ルーニィ レディス 9月1日 

12 Picasso Duo 靴 10月19日 

13 Ｖｉｎ レディス 9月1日 

14 212キッチンストア 生活雑貨 2月24日 

15 手づくりおいもキッチンぽてふぁーむ 和菓子 3月13日 

16 グランブッフェ バイキング 3月13日 

17 紅虎餃子房 中国家庭料理 11月23日 

18 タリーズコーヒー カフェ 3月9日 

19 おうち de ごはん 洋食 9月15日 

20 とんかつ濱かつ とんかつ 11月22日 

21 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 9月22日 

 

 

２Ｆ：３５店舗（新規１３店舗 改装２２店舗） 

新規店舗 

番号   店名 業種 南九州初 宮崎県初 オープン日 

1 組曲 レディス   3月13日 

2 グレディブリリアン レディス  ○ 3月13日 

3 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ 生活雑貨  ○ 3月13日 

4 グローバルセレクション スマホアクセサリー   10月20日 

5 ＬＥＰＳＩＭ レディス  ○ 3月13日 

6 ｎｉｋｏ ａｎｄ ... メンズ・レディス・生活雑貨  ○ 3月13日 

7 m&maze COSMETICS コスメ・雑貨 ○  3月13日 

8 P.S.FA メンズ・レディス ○  3月13日 

9 P.R.S カトレアサックス 鞄・財布・靴 ○  3月13日 

10 REGAL SHOES a.k.a 靴   3月13日 

11 ＳＭ２ keittio レディス   3月13日 

12 Te chichi TERRASSE レディス ○  3月13日 

13 おむらいす亭 おむらいす・ハンバーグ・ドリア  ○ 11月1日 
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改装店舗 

番号 店名 業種 オープン日 

1 Ｃ＆Ｃ バラエティ雑貨 11月21日 

2 ベビードール メンズ・レディス・キッズ 11月3日 

3 ラシュッド レディス 9月1日 

4 axes femme レディス・キッズ 11月3日 

5 i-clock 時計 11月2日 

6 ＴＨＥ ＳＨＯＰ ＴＫ メンズ・レディス・キッズ 10月20日 

7 ＨＩＤＥＡＷＡＹＳ メンズ 10月6日 

8 ＪＩＮＳ 眼鏡・サングラス 11月2日 

9 ＡＳＢｅｅ 靴 3月2日 

10 スターバックスコーヒー カフェ 2月8日 

11 Ｌｉｖｉｎｇ Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ メンズ・キッズ・ゴルフウェア 10月6日 

12 ikka メンズ・レディス・キッズ 10月6日 

13 ＡＴＳＵＴＡ ＰＯＲＴＥＵＲ 鞄 3月3日 

14 靴下屋 靴下 11月17日 

15 ＩＮＧＮＩ レディス 9月8日 

16 チャイハネ エスニック雑貨 2月9日 

17 ムラサキスポーツ スポーツ 10月20日 

18 Ｒｉｇｈｔ-on メンズ・レディス・キッズ 11月3日 

19 サンリオギフトゲート キャラクター雑貨 11月2日 

20 ビビン亭・一徹 石焼ビビンバ・ちゃんぽん 3月1日 

21 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム 3月1日 

22 築地銀だこ たこ焼 3月8日 

 

 

 

新規店舗    ：９１店舗 （内、南九州初出店３７店舗、宮崎県初出店３２店舗） 
移転店舗   ：２１店舗   改装店舗   ：４３店舗     合計１５５店舗 
 
※ 南九州 ： 宮崎県、鹿児島県 

※ オープン日が空白の店舗はすべて３月１６日（金）オープン予定です。 


