
 

 

２０１９年１０月１５日 

報道関係各位 

イオンモール株式会社 

イオンモール福岡 

 

～２期にわたる大規模リニューアルがついに完成～ 
「イオンモール福岡」  

１０月２５日（金） 第２期 リニューアルグランドオープン！ 
 
イオンモール福岡（以下、「当モール」）では、２０１８年から２期にわたり実施したリニュー

アルが完成、１０月２５日（金）に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２０１８年１０月に、ウエストモール２Ｆの第１期リニューアルオープンを実施。

お陰様で地域の皆さまはもとより、幅広い世代の方々に大変ご好評いただいております。 

この度、最終となる第２期リニューアルでは、お客さまよりご要望の多かったライフスタイル

型専門店や北欧発祥のバラエティ雑貨専門店を新たに導入。１Ｆウエストモールには、九州最大

級となる大型ファッション専門店が移転増床オープンするなど、新規２７店舗、既存店の移転改

装を含め、計１００店舗が新たに生まれ変わります。 

施設面では、外装及び１Ｆレストラン街の内装を、福岡県の伝統的工芸品である博多織をモチ

ーフにしたデザインに刷新。２Ｆフードコート「Ｆｏｏｄ Ｆｏｒｅｓｔ」は客席を増やし、約

８６０席にするなど、お客さまをお待たせすることなく、快適にお食事ができる環境へとリニュ

ーアルします。 

 

■リニューアルコンセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

■リニューアル店舗数 

オープン期 新規（※） 移転 改装 合計 

第１期（２０１８月１０月） ７店舗 - １店舗 ８店舗 

第２期（２０１９年３月～１０月） ２０店舗 １４店舗 ６６店舗 １００店舗 

合計 ２７店舗 １４店舗 ６７店舗 １０８店舗 

 
     

 

 

 

 
 
 

地域の皆さまに、余暇を楽しめる新しい価値（良か趣味・体験・場所）を 
ご提案し続けるショッピングモールへと進化します。 

 ※業態変更含む。１０月１５日現在の予定のため、変更となる可能性がございます。 



 

＜＜イオンモール福岡 施設概要＞＞ 
 

・ モール名称： イオンモール福岡 

・ 所   在   地： 〒８１１－２３０３ 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１ 

・ 電 話： ０９２－９３８－４７００（代表） 

・ 責 任 者： イオンモール福岡 ゼネラルマネージャー 村上 浩一 

・ HP アドレス： https://fukuoka-aeonmall.com/ 

・ 専 門 店 数： 約２２０店舗 

・ 核 店 舗： イオン福岡店 

・ 敷 地 面 積： 約２１７,０００㎡ 

・ 延 床 面 積： 約１０６,０００㎡ 

・ 総賃貸面積： 約  ９０,０００㎡ 

・ 駐 車 台 数： 約    ５,３００台 

・ 営 業 時 間： 専 門 店  ９：００～２１：００ ※一部異なる店舗がございます。 

イオン福岡店  ９：００～２２：００ ※一部異なる店舗がございます。 

レストラン街 １０：００～２２：００ 

        シ ネ マ  ９：００～２４：００ ※時期により変動がございます。 

・ 休 業 日： 年中無休 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社  イオンモール福岡  担当：村田・西岡  ＴＥＬ：０９２－９３８－４６８２  

 

 

https://fukuoka-aeonmall.com/


■第２期 リニューアル専門店の特徴 
 

Ø １Ｆ ウエストモールに九州最大級「ユニクロ」「ＧＵ」が増床ＯＰＥＮ！ 

・「ユニクロ」と「ＧＵ」が隣接し、あわせて約６,５００㎡の広さで移転増床オープンします。 

九州最大級の売場面積とフルラインナップの品揃えで、お客さまをお迎えします。また、店内

には地元で有名な「大川家具」とコラボレーションしたレストスペースを設置。ゆっくりお買

物を楽しんでいただける空間を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø ファッション 

・レディスファッションでは、「Ｌｉｆｅ ｉｓ ａ ｐｉｃｎｉｃ」をコンセプトに「ちゃんと＋

かわいい」が人気の「ロペピクニック」が出店。また、“高感度・高品質・リーズナブルプライ

ス”に定評のある「ハニーズ」を導入します。 
 

・キッズでは、ひとつの形にとらわれないワクワク・ドキドキのいっぱいつまったＢＥＢＥのセ

レクトショップ「ベリーキッス」、“大人のファッションの楽しさをそのまま子供服へ”という

コンセプトで話題のブランド「ＺＩＤＤＹ」が全国初出店です。 

 

 

 

 

Ø ライフルタイル雑貨＆ホビー 

・北欧発祥のファンライフスタイル雑貨ストアで話題の「フライングタイガーコペンハーゲン」

が出店。また、調理器具だけでなく電気ケトル等の家電も注目を集める「ティファールストア」

がオープンします。その他、キャラクター雑貨からコスメ・アクセ・輸入雑貨・輸入お菓子ま

で全て３９０円（税別）で展開する「サンキューマート」が出店します。 

 

 

 
 

Ø レストラン・フードコート 

・福岡の市場から仕入れた新鮮な魚介類を用いた定食と丼ものをご提供する「築地食堂源ちゃん」 

 がオープン。また原宿・心斎橋で大人気の台湾タピオカドリンク専門店「辰杏珠」が出店しま 

す。その他、鶏の旨味が際立つまろやかなスープの鶏白湯ラーメン専門店 

「らーめん博多鶏白湯 鶏神」が新規出店します。 

 

 

 

 

 

 



■施設面のリニューアル 

Ø 外装デザインの刷新 

・開業以来初となる外装のデザイ 

ンを刷新し、福岡県の伝統的工 

芸品である博多織をモチーフに 

した和のデザインに生まれ変わ 

ります。 

 
 

Ø １Ｆ：レストラン街＆「Ｆｏｏｄ
フ ー ド

 Ｍａｒｃｈｅ
マ ル シ ェ

」の刷新 

・落ち着いた雰囲気の中で、多くのお客さまに快適にゆっくりお食事をお楽しみいただけるよ

う、レストラン街の内装を、博多織のデザインをモチーフにしたデザインに刷新。また、食

品ゾーンの名称を「ＦＯＯＤＥＬＩＣＡ」から「Ｆｏｏｄ Ｍａｒｃｈｅ」に変更。明るく買

い回りのしやすい空間で、ゆったりと楽しみながらお買い物を満喫いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø ２Ｆ：フードコート「Ｆｏｏｄ Ｆｏｒｅｓｔ」 

・お客さまからのご要望にお応えし、客席数を約８０席 

増やし、約８６０席に拡大。混雑時にも、お待ちいた 

だくことなくお食事ができる環境を整えました。また、 

お子さま連れでもゆっくりお食事をお楽しみいただけ 

るよう、キッズスペースを刷新しました。 

 

 
 

Ø １Ｆ：キッズスペース「もくもくパーク」新設 

・無印良品前に新たに３歳～５歳までの子どもの遊び場 

 「もくもくパーク」を新設。お買い物の合間にも、小 

 さなお子さまたちが楽しく遊んでいただける空間とし 

て、のびのびとお過ごしいただけます。 

 

 
 

Ø デジタルモールを目指して 

・館内１６箇所には、大小さまざまな形のデジタルサイネージ 

を設置し、当モールならではの地域情報やイベント情報、専 

門店情報などを積極的に発信します。その他、訪日外国人に 

もご利用いただける、日本語、英語、中国語（簡体語）、韓国 

語の４ヶ国語に対応したタッチパネル式フロアマップも８箇所 

に設置します。 

 

 



＜イオンモール福岡 第２期リニューアル 店舗リスト＞ 

１Ｆ 新規店舗：１３店舗  移転店舗：３店舗  改装店舗：３７店舗 

新規店舗 

番号 店名 業種 福岡県初 オープン日 

１ 唐十 からあげ  ３月１９日（金） 

２ いきなりステーキ ステーキ  ４月２１日（日） 

３ ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ レディス・メンズ・キッズ  ４月２６日（金） 

４ ベリーキッス キッズ  ９月６日（金） 

５ ＡＳＢＥＥ ＡＮＮＥＸ 靴  
９月２０日（金） 

６ ロペピクニック レディス  

７ フライングタイガーコペンハーゲン 生活雑貨  

１０月２５日（金） 

８ ティファールストア キッチン用品  

９ ラーメン博多鶏白湯 鶏神 ラーメン 〇 

１０ 築地食堂源ちゃん 丼もの  

１１ おさるのジョージＰＯＰＵＰ キャラクター雑貨  

１２ ハニーズ レディス  

１３ スマホ修理工房 スマホ修理  １１月１８日（金） 

移転店舗 

１ オンデーズ メガネ ９月２０日（金） 

２ ユニクロ レディス・メンズ・キッズ 
１０月２５日（金） 

３ ＧＵ レディス・メンズ・キッズ 

改装店舗 

１ 阪急ベーカリー ベーカリーショップ ３月１９日（火） 

２ ロッテリア ファーストフード ６月１２日（水） 

３ カメラのキタムラ カメラ・フォトプリント ６月２１日（金） 

４ 新宿さぼてん とんかつ ７月１９日（金） 

５ 無印良品 衣服雑貨・生活雑貨・食品 ８月３１日（土） 

６ アースミュージック＆エコロジー レディス 
９月６日（金） 

７ プラチノロッサ レディス 

８ アズールバイマウジー レディス 
９月１４日（土） 

９ ファンケルニューミー 化粧品 

１０ ａｎｙ ＦＡＭ レディス・キッズ ９月１５日（日） 

１１ オクタホテル 輸入雑貨 ９月１８日（水） 

１２ ソフトバンク 携帯電話 

９月２０日（金） 

１３ チャンスセンター 宝くじ 

１４ ポルカドット 服飾雑貨 

１５ ラシュッド レディス 

１６ ランジェノエル ランジェリー 

１７ 手仕事ハンバーグ ぎゅう丸 ハンバーグ 

１８ オルビスザショップ 化粧品 

１９ ピエトロ パスタ・ピザ 

２０ ナチュラルビューティーベーシック レディス 

２１ ブージュルード レディス 

２２ イオン銀行 銀行 

２３ イオンのほけん相談 保険 

２４ ゼクシィ 結婚相談所 

２５ ｃｏｅｎ レディス・メンズ ９月２８日（土） 



２６ アスビー 靴 １０月１０日（木） 

２７ バケット ベーカリーレストラン １０月１１日（金） 

２８ エメフィール ランジェリー １０月１５日（火） 

２９ ｄａｙ＆ｄａｙ’ｓ インテリア雑貨 
１０月１７日（木） 

３０ グレイスガーデンナチュレ カフェ＆レストラン 

３１ ブリーズスクエア キッズ １０月１８日（金） 

３２ Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ 携帯電話 １０月１９日（土） 

３３ ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター 総合カルチャー 

１０月２５日（金） 

３４ サックスバー 鞄 

３５ ｂｉｊｏｕ ＳＯＰＨＩＡ ジュエリー 

３６ ペテモ ペット用品 

３７ エムアイプラザ 百貨店サテライトショップ 

 

 

２Ｆ 新規店舗：７店舗  移転店舗：１１店舗  改装店舗：２９店舗 

新規店舗 

番号 店名 業種 福岡県初 オープン日 

１ ビーンズ メンズ  ６月２０日（木） 

２ Ｓｗｅｅｔ Ａｓ パーティードレス  ８月１０日（土） 

３ サンキューマート ファッション雑貨  ９月２０日（金） 

４ ＺＩＤＤＹ キッズ 〇 

１０月２５日（金） 
５ ほけんの１１０番 保険  

６ 新日本観光 旅行  

７ 辰杏珠 タピオカドリンク 〇 

移転店舗 

１ ねいるやさん ネイル ６月１日（土） 

２ フェイスロック 似顔絵 ６月３日（月） 

３ ハンドメイドアクセサリー トウィンクル アクセサリー ６月３日（月） 

４ ビブレジーン 服飾雑貨 ６月２０日（木） 

５ ｈａｎａｍｉｙａｂｉ 似顔絵 ９月１日（日） 

６ ＰＲＥＭＩＵＭ ＳＰＯＲＴＳ ＳＨＯＢＩＤＯ スポーツ用品 ９月１４日（土） 

７ ＡＢＣコスメストア 化粧品 
９月２０日（金） 

８ スポーツオーソリティ スポーツ用品 

９ Ｆ ＰＲＥＭＩＵＭ－ＰＬＡＺＡ 寝具 １０月１日（火） 

１０ Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ レディス・メンズ 
１０月２５日（金） 

１１ チャイハネ エスニック雑貨 

改装店舗 

１ Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ インテリア雑貨 ３月１５日（金） 

２ シェリシェリ アクセサリー ５月３１日（金） 

３ 楽市楽座 アミューズメント ７月２日（火） 

４ モスバーガー ファーストフード 
７月１１日（木） 

５ ファイテン スポーツ健康グッズ 

６ ｔａｎ ｔａｎ レディス ８月２９日（木） 

７ 日本そば専科 全国ご当地そば紀行 そば ９月４日（水） 

８ ＩＮＧＮＩ レディス 
９月６日（金） 

９ グローバルセレクション スマホ用品 

１０ ペッパーランチ 肉料理 ９月１１日（水） 

１１ ＳＨＩＲＴＳ ＰＬＡＺＡ シャツ・ネクタイ ９月１２日（木） 



１２ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム 

９月１４日（土） １３ Ｃ＆Ｃ バラエティ雑貨 

１４ ＵＰ ＳＷＩＮＧ アクセサリー 

１５ ヴィレッジヴァンガード バラエティ雑貨 ９月１５日（日） 

１６ サンリオギフトゲート キャラクター雑貨 

９月２０日（金） 
１７ ライトオン レディス・メンズ・キッズ 

１８ ストーンマーケット ファッショングッズ 

１９ ミスタードーナツ ドーナツ 

２０ ａ．ｖ．ｖ レディス・キッズ １０月１日（火） 

２１ 丸亀製麺 うどん １０月１９日（土） 

２２ クロックハウス 時計 １０月２０日（日） 

２３ ジュリアオージェ ウィッグ １０月２２日（火） 

２４ イオンシネマ 映画館 
１０月２５日（金） 

２５ ジュリアオージェ ウィッグ・エクステンション 

２６ ボンフカヤ 靴 

１０月２５日（金） 
２７ ＲＥ・Ｊ レディス 

２８ アンジェリコルーチェ／Ｈｕｇ Ｈｕｇ レディス 

２９ ムラサキスポーツ スポーツ用品 

 

 新規店舗 ２０店舗（内、福岡県初３店舗） 

移転店舗 １４店舗   改装店舗 ６６店舗   合計 １００店舗 

※本資料に記載の内容はすべて１０月１５日現在のため、変更となる可能性がございます。 


