
 

２０１６年６月２３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 

熊本の皆さま、お待たせしました。 

 「イオンモール熊本」７月２０日（水）９：００ 営業再開します！  
  
 

熊本地震で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地域の一日も早い復興

をお祈り申し上げます。 

 

イオンモール熊本（以下、当モール）では、地震による影響で、モール専門店及びイオン熊本店

（総合スーパー）の一部を休業、多くのお客さまにご不便をお掛けしました事、心よりお詫び申し

上げます。 

地域の皆さま、現在も避難所で生活されている方々からいち早い営業再開のご要望を多数頂戴し

ておりましたが、この度、モール専門店１階・２階の一部店舗、及び核店舗であるイオン熊本店全

館の復旧作業、安全確認が終わり、７月２０日（水）９：００より営業再開させて頂くことになり

ました。 

また、イオン熊本店については、九州初の「イオンスタイル」へとリニューアルを実施します。 

尚、西モール・サブ核ゾーンについては、当モールが開業後１０年を経過していることもあり、

より魅力的で安全な最新鋭のモールへと再生するべく、当モールの施設所有者であるイオンリート

投資法人との間で、一部建替えを含めた大幅なリニューアル行うことを検討する事で合意しており

ます。 

 

地域の皆さまには長い間ご不便をお掛けしましたが、皆さまの日常の暮らしと笑顔を取り戻せる

ようこれからも全力をつくしてまいります。 

 

記 

■営業再開日  ：７月２０日（水） 

■営 業 時 間  ：９：００～２１：００（イオン熊本店は９：００～２２：００） 

■営業再開店舗  ：モール専門店約８１店舗 イオン熊本店 全館（１階・２階） 

          ※イオン熊本２階はイオンスタイル熊本として新たにオープンします。 

           ※詳細店舗に関しては、テナントリストをご参照下さい。尚、一部変更になる 

場合がございます。 

 

 ※イオンモール宇城につきましても、５月２５日(水)に１階専門店及びイオン宇城店で営業を再開して

おりましたが、６月３０日(木)より２階専門店を順次営業再開させ、７月１日(金)までに全館営業と

なります。 

 

【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       社長室     TEL：０９２-４７２-０３２４ 



 

【イオンモール熊本 営業再開店舗一覧】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１Ｆ 

番号 店名 業種 

1 無印良品 衣料品・生活雑貨・食品 

2 蔦屋書店 書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・レンタル 

3 織部 生活雑貨 

4 ビースリー レディス 

5 久世福商店 グローサリー 

6 エウルキューブ レディス 

7 アクシーズファム レディス・キッズ・雑貨 

8 フラン デ ランジェリー ランジェリー＆ファンデーション 

9 グローバルワーク ファミリー 

10 ユナイテッドカラーズ オブ ベネトン レディス 

11 アズール バイ マウジー ファミリー 

12 島村楽器 楽器・音楽教室 

13 レプシィム レディス 

14 アジェデアクセサリーズ アクセサリー 

15 ＤＨＣ直営店 化粧品・健康食品 

16 Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム アイスクリーム 

17 ブッフェレストラン フェスタガーデン バイキング 

18 チャンチャンガーデン 中華 

19 
アース ミュージック＆エコロジー 
ナチュラルストア 

レディス・キッズ 

20 スターバックスコーヒー スペシャリティコーヒー 

21 マジックミシン 洋服リフォーム 

22 インカンブティック キューイン 印鑑 

23 ＱＢハウス ヘアカット 

24 オクタホテル 生活雑貨 

25 サックスバー バッグ 

26 デイ アンド デイズ インテリア・生活雑貨 

27 ラッシュ 自然派化粧品 

28 整体院 ＯＡＳＩＳ 整体・リラクゼーション 

29 ファンケル 化粧品・サプリメント 

30 ２１２キッチンストア 生活雑貨 

31 アンジェリコルーチェ レディス 

32 プラチノロッサ レディス 

33 ジュエリーツツミ ジュエリー 

34 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 

35 ルピシア 紅茶・日本茶・烏龍茶・ハーブ 

36 くだものかふぇ フレッシュジュース・ソフトクリーム 

37 ビアードパパ シュークリーム 

38 しばた眼科 眼科 

39 ファミリー歯科クリニック  歯科 

40 男のエステ ダンディハウス エステティックサロン 

41 女のエステ ミスパリ エステティックサロン 

※西モール・サブ核ゾーンについては大幅リニューアル予定 

サブ核ゾーン 
西モール 



 
サブ核ゾーン 

西モール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２Ｆ 

番号 店名 業種 

42 リンガーハット ちゃんぽん 

43 ケンタッキーフライドチキン フライドチキン 

44 味千拉麺 ラーメン 

45 もってかえっ亭 たこ焼き 

46 ドトールコーヒーショップ コーヒー 

47 ミスタードーナツ ドーナツ 

48 モスバーガー ハンバーガー 

49 ビビン亭 石焼きビビンバ・冷麺 

50 吉野家 牛丼・十割そば 

51 長田本庄軒 焼きそば 

52 丸亀製麺 讃岐うどん 

53 アプレレクール キッズ 

54 ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター 教室 

55 幼児教室ドラキッズ 教室 

56 セイハ英語学院 教室 

57 ブリーズ キッズ 

58 エーアーベー キッズ 

59 Ｃ＆Ｃ ファンシー雑貨 

60 ＳＴＥＰ キッズ 

61 ＢＡＢＹ ＤＯＬＬ ファミリー 

62 ユニクロ ファミリー 

63 イッカ レディス・メンズ 

64 ザ・クロックハウス 時計 

65 スタジオマリオ 写真スタジオ 

66 美容室 モリオ フロム ロンドン 美容室 

67 ＪＴＢ 旅行代理店 

68 エヌシーくまもと クレジットサービス 

69 ほぐし屋本舗 リラクゼーション 

70 グラニフ ファミリー 

71 ヘザー レディス 

72 タリーズコーヒー カフェ 

73 メガネのヨネザワ メガネ 

74 BRICKHOUSE by Tokyo Shirts  レディス・メンズ 

75 どんぐり共和国 趣味雑貨 

76 サンリオギフトゲート キャラクター雑貨 

77 アスビー シューズ 

78 ブランシェス キッズ 

79 パスポート 生活雑貨 

80 染寿 呉服 

81 コンタクトのアイシティ  コンタクト 

※営業開始は７月２０日(水)となっております。 

※記載事項については状況により、変更となる場合がございます。 

※西モール・サブ核ゾーンについては大幅リニューアル予定 



 

 

チカラをひとつに 九州に笑顔を 

７月２０日（水）イオン熊本店新たなスタートへ 
九州初の「イオンスタイル」誕生！ 

 

 イオン熊本店は、新たなスタートとして九州初の「イオンスタイル」を導入し、さまざまなライ

フスタイルに対応した専門性の高い売場やサービスを通じて、皆さまの日々の暮らしを応援します。 

 

◆３世代みんなで楽しめる「キッズワールド」で笑顔を◆ 

 

 キッズコーナーでは「より楽しく」「ゆったりとした時間を過ごす」ことをコンセプトにした「キ

ッズワールド」で３世代が楽しく過ごし笑顔のある売場を提案します。おもちゃのコーナーでは触

って遊べる体験型のコーナーを設置します。また、お子さまへの贈り物として人気の高い自然木素

材でできた知育玩具のコーナーや、親子で楽しめるキッズコスメのコーナーで家族の会話がはずむ

売場を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 雑貨のコーナーでは 

 

◆「自分らしく」を大事にした雑貨で心地よい空間を◆ 
 

 雑貨のコーナーでは生活空間を愉しく演出するこだわりの商品を取り揃えます。婦人雑貨の「М

ＡＲＣＨＥ ｒｏｕｇｅ（マルシェ ルージュ）」では優しい自然モチーフのハンカチや普段の生活に

ちょっとおしゃれなエッセンスをプラスする帽子など日々の暮らしに寄り添う雑貨を提案します。

また紳士雑貨の「МＡＲＣＨＥ ｂｌａｎｃ（マルシェ ブラン）」では上質でこだわりのある本物志

向の商品を品揃えし、大事な方への贈り物やパートナーとの共有アイテムとして提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

イオン熊本店は地域の一日も早い復興と、地域の皆さまに一日も早い日常の暮らしを取り戻して頂

きたいとの想いを胸に、従業員一丸となって「お客さま満足」の実現に取組みます。 

※画像はイメージです 

※画像はイメージです 



 

【イオンモール宇城 営業再開店舗一覧】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ２Ｆ 

番号 店名 業種 営業再開予定日 

1 トイザらス 玩具 ６月３０日 

2 ナムコ ゲーム・アミューズメント ６月３０日 

3 ベスト電器 家庭用電化製品・その他関連商品 ６月３０日 

4 シャディサラダ館 ギフト・カタログ販売・その他 ６月３０日 

5 みんな知ってる保険屋さん 生命保険代理業・損害保険代理業 ６月３０日 

6 auショップ 携帯電話ショップ ６月３０日 

7  ドコモショップ 携帯電話ショップ ６月３０日 

8 ソフトバンク 携帯電話ショップ ７月１日 

※営業開始は６月３０日(木)より順次営業再開致します。 

※記載事項については状況により、変更となる場合がございます。 


