
 

 

 

２０２２年９月２２日 

 

イオンモール株式会社 

イオンリテール株式会社 

 
～ぐん ぐん 倉敷～ 

「イオンモール倉敷」 
１０月７日（金）リニューアル第一弾 スタート！ 

 
イオンモール倉敷（以下、「当モール」）を、１０月～１２月に亘り専門店３５店舗を刷新する

リニューアルを実施、１０月７日（金）に第１弾としてリニューアルオープンします。 

 

■リニューアルの経緯及び概要 

 当モールは１９９９年９月にオープン、本年で２３年目を迎えます。この間、２０１１年に増

床を伴うリニューアルを実施、倉敷市を始め、総社市や岡山市など広域から多くのお客さまにご

来店頂き、幅広い年代の方々にご愛顧頂いています。 

 この度のリニューアル第１弾では、当施設のメインとなる子育て世代やシニア世代の方々のニ

ーズに合わせた専門店など７店舗を新規導入するとともに、既存店の移転・改装を含め、合計  

１９店舗をリニューアルします。さらに、施設面においても、外壁デザインの刷新や、フードコ

ートや中庭、２階の「子どもの遊び場」が、子育て世代に嬉しいエリアに生まれ変わるほか、最

新のデジタリゼーションを導入し、お客さまにストレスフリーで楽しんでいただける快適なショ

ッピング空間をご提供します。 

 

■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 

第一弾     【１０／７（金）】  ７店舗  ８店舗  ４店舗 １９店舗 

グランドオープン【１２／９（金）】  ７店舗  ４店舗  ５店舗 １６店舗 

 １４店舗 １２店舗  ９店舗 ３５店舗 

 ※予定の為、変更となる可能性がございます。 

 
 
 

「ぐん ぐん 倉敷」 
みらいに続くまち倉敷 

イオンモール倉敷は地域のソリューションを提供するまちの中心拠点となります 



 

 
      

➢ 中庭・テラスを賑わいあふれる「ＧＲＥＥＮ ＰＡＲＫ」に全面リニューアル 

・中庭テラスが「ＧＲＥＥＮ ＰＡＲＫ」としてリニューアルし、新たに「幅広すべり台」など

のお子さまが遊べる遊具を設置。さらに、ゆっくりとくつろぎながらお食事を楽しんで頂く座

席を２００席配置します。また、壁面に新設する３５０インチの大型ビジョンでは、ご家族で

楽しんでいただけるゲームコンテンツを中心に、季節に応じた迫力ある映像を楽しんでいただ

けます。降水量が全国一少ない「晴れの国おかやま」の気候を活かして、屋外での賑わいの名

所を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

県内最大規模を目指したＬＥＤイルミネーションによる「光の演出」を開催 
 
・中庭テラス「ＧＲＥＥＮ ＰＡＲＫ」リニューアルに合わせ、 

本年は１０月からＬＥＤ電球約５万球で館内外を彩る 

「Ｐｏｐｐｉｎｇ Ｐａｒｔｙ」を開催します。１１月からは 

クリスマス演出を合わせた光の演出を施し、地域のお客さまを 

「明るく・元気に・楽しめる」イルミネーションを実施します。 

 

 

➢ ２Ｆ「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」がもっと楽しめる森へ進化 

・２Ｆフードコート「ＦＯＯＤ ＦＯＲＥＳＴ」では、昭和３０年代のレトロな空間をコンセプ

トに小さなお子さま連れのご家族がくつろげる「森のスミカ」が誕生。乳幼児のお子さまが親

子で対面してお食事を楽しめるベビーカウンター席をはじめ、小上がりやテラス風席を設ける

ほか、調乳機を新たに設置します。また、エリア内を植栽で取り囲み、自然豊かな落ち着いた

環境を創り出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ２階「キッズ遊び場」の全面リニューアル 
 
・倉敷市の鳥として制定されている「カワセミ」の里をイメージ 

した、山・岩場・水辺の各エリアには、小さなお子さまが楽し 

めるおやまやすべり台、クライミングなどの遊具が登場します。 

話題のインタラクティブ遊具も導入し、次世代型のデジタルな 

遊びを体験していただけます。 

施設面のリニューアル 

※画像は全てイメージです 



 

➢ 「外壁デザインの刷新」 ※建物東面・南面は２０２２年９月末全工事完了 
 

・当モールは、日本の伝統的で美しい町並みが続く地元の観光名所「倉敷美観地区」にほど近く 

 立地することから、全館の外壁を白壁土蔵のなまこ壁をモチーフに、グレートホワイトを基調 

 とした落ち着いたデザインに刷新します。また、県道６０号より望む当モールのメインエント 

ランスが位置する南面には、３５０インチの大型ＬＥＤビジョンを設置し、地域のシンボルと

なるような外観へ進化。さらに、ＬＥＤのライン照明と間接照明を採用し、夜間も美しくモー

ル周辺を照らします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ デジタルサイネージを国内最大規模へ拡大 
 

・既存デジタルサイネージ全て入れ替えを行い、新たに２５か所 

に設置します。館内イベント告知のみではなく、地域行政との 

連携強化をはかるため、倉敷市観光課との連携により「観光の 

まち倉敷」のＰＲ動画を発信するほか、倉敷市との「防災活動に 

関する協定」に基づき、災害発生時には防災情報を発信します。 

 

 

 

➢ リニューアル専門店の特徴 

 

 

 
 
・驚きとエンターテインメントにあふれるショッピング・エクスペアリエンスをご提供する北欧 

 デンマーク・コペンハーゲン発のファンライフスタイル雑貨ストア「フライング タイガー  

コペンハーゲン」が岡山県に再上陸。また、「Simple & Natural に暮らす。」をテーマにオリジナ

ルデザインの生活雑貨を取り扱う「ＫＥＹＵＣＡ」や、快適すぎて動けなくなる魔法のソファ

「Ｙｏｇｉｂｏ」の専門店「Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ」が新規出店し、３世代ファミリーに寄

り添い、豊かで心地よい暮らしをご提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３世代ファミリーの生活を豊かにする「ライフスタイルグッズ」が 

新規出店＆拡大リニューアル 



 

・“キレイを自由に”をコンセプトに、アルビオンによるこだわりのアイテムを揃えたセレクト 

コスメショップ「アルビオンドレッサー」が岡山県で初出店。キレイをもっと楽しめる空間を

ご提供します。 
 

・コスメやポップでカラフルな海外キャラクターグッズなどトキメキあふれる雑貨を取り扱う

「ＰＬＡＺＡ」、ベーシックな生活雑貨から、空間を彩るインテリア雑貨など幅広いラインナッ

プと、つい手に取りたくなるデザイン性のある商品を幅広く取り扱う「スリーコインズプラス」

の既存２店舗は移転拡大でのリニューアルを実施し、より楽しく便利な商品を充実させます。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
・「ホビーゾーン」が新規出店し、人気のプラモデルや食玩・パズル・カードゲームなどを多数

取り揃えるほか、ミニ四駆コースを店内に設置。また、お客さまから出店のご要望が一番多か

った「アニメイト」がオープンし、昨年２Ｆにオープンした「ふるいち（古本市場）」と合わ

せ、お子さまから大人までお楽しみいただけるホビー専門店を更に拡充します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・豊富な品揃えの時計に加え、女性に彩りを添えるアクセサリーを取り扱う、新しいスタイルの

時計ショップが「ちくたく堂」で全国初出店します。 
 

・コロナ下で変化した価値観、家族や身近なコミュニティで過ごす時間を大切に“家”を 

 コンセプトにデザインされた「シセラ」や、ａｎｙＳｉＳ、Ｆｅｒｏｕｘ、ＵＮＦＩＬＯなど

オンワードの人気ブランドとオンライン上の商品をブランドの垣根を超えて取り寄せ・試着・

購入することができる「クリック＆トライ」などの新サービスを展開する新業態の複合ブラン

ドショップ「オンワードクローゼット」が新たにオープン。さらに、幅広いサイズ展開でお手

頃価格の「今欲しい」ランジェリーを取り揃える「エメフィール」が出店し、レディスアパレ

ルがさらに充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

大人も一緒に楽しめる幅広い年代に向けた「ホビー」専門店の強化 

新しいに出会える「ファッション」の強化 



 

・「ＡＢＣ－ＭＡＲＴ」が移転拡大リニューアルし、“ＳＰＯＲＴＳ ＳＴＹＬＥ”を日常に取り入

れ、より快適なライフスタイルを提案するコンセプトショップ「ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 

ＳＰＯＲＴＳ」、トレンドアイテムが豊富なレディスシューズセレクトショップ 

「Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ」を併設し、幅広い年齢層のお客さまに愛され続ける専門店へ進化しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・岡山市を中心に保育園を運営する株式会社マイスタイルが、「ぽすとめいとプラス・イオンモー

ル倉敷」を開園します。未就学児の時期までにしか獲得できない「非認知能力」をスムーズに

身につけることを目的とした保育プログラムを実践。五感を鍛える教育プログラムを併せて学

習していただけます。 

 

 

 

 

１．地域産業「倉敷デニム」のＰＲ 
 
・国産ジーンズ発祥の地 倉敷児島の地域資源・伝統をより 

多くの方に知っていただくことを目的に、２０２１年より 

「倉敷ＤＥＮＩＭ ＳＴＲＥＥＴ」を開催。館内でデニムを取り扱う専門 

店と連携し、スタッフの皆さまにデニムを着用し勤務して 

いただくことで、デニムファッションの素晴らしさを広め 

ます。２度目となる本年は、１０月２２日（土）・２３日（日） 

にデニム・ジーンズ産業の歴史と今が体感できる「ジーンズ 

ミュージアム」やデニム加工などのワークショップを実施し、 

地域の皆さまと共に、デニム産業の活性化に寄与します。 
 
 

２．岡山県の食材を活かした「地産地消」に向けた取り組み 
 
・岡山県の食文化を広く訴求することを目的に、本年１０月 

に当モールに出店いただいている食の専門店と連携し、 

岡山県産食材を活用した期間限定メニューを提供する 

「もぐもぐ地産地消フェア」を開催。くだもの王国岡山の 

フルーツを使ったメニューや、地元野菜を活かしたメニュー 

など、地元の味を楽しんでいただけます。 

 

【参加店舗：１２店舗】 

キムラヤのパン／９６８０（グローバル）／マルゴデリ／三河屋珈琲／五穀  

たん屋びぜん／鎌倉パスタ／ブレッドガーデン／おむらいす亭／ぶっかけふるいち  

パルメナーラ／１００時間カレー 

 

地域との連携“ローカライズ”の取り組み 

 

サービス 

【商品例】 
フルーツサンド 

「キムラヤのパン」 



 

「イオン倉敷店」のトピックス 

 

➢ １階：ヘルス＆ビューティケア Ｚ世代向けのスキンケア・コスメを拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日の美と健康づくりをサポートする「ヘルス＆ビューティケア」売場では、今年３月に

発売したイオンリテールの新コスメブランド「ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ（コペルニカ）」を展開し

ます。「ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ」は“毎日違うあなたに、いつだってよりそう。”をコンセプト

に、年齢や性別にとらわれないシンプルケアを提案し、成分・容器・包装は資源や環境に配

慮した素材を積極的に使用しています。 

また、乾燥やニキビなど「Ｚ世代に多い肌悩み」に着目したスキンケア商品を取り扱うほ

か、韓国発のコスメブランド「ロムアンド」「ＡＭＵＳＥ」をはじめ、様々なアジアンコスメ

を取り揃え、若い世代のお客 さまが毎日通いたくなる売場を目指します。 

 

➢ １階：「ホームコーディ」をさらなる“生活提案型”売場に 

  イオンのホームファッションブランド「ＨÓＭＥ ＣÓＯ

ＲＤＹ」 （以下、ホームコーディ）では、行楽シーズン

に最適で防災にも役立つアウトドア関連商品の品揃えを充

実するほか、コロナ下における巣ごもりを期に、睡眠の質

改善に対する需要にお応えし、マットレス・敷布団・枕な

ど体の下に敷く「敷寝具」を拡大、これらを新しいカテゴ

リーとしてコーナー化し、「エアウィーヴ」を拡大展開し

ます。 

 

➢ レジに並ばない、レジ待ち時間なしのお支払い「レジゴー」を１０月より導入 
店舗の貸出用スマホ、もしくはレジゴーアプリを入れた お客さまの端末で、お客さま

自身がお買物しながらスキャンし、専用レジ でお支払いする「どこでもレジ レジゴー」

を１０月中旬より新たに導入します。「レジ待ち時間 なし」を可能とするほか、買物かご

の中の商品リストや合計金額を画面で 確認しながらお買物ができるため、買い忘れ防止

に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ 食品から日用品までお届けする「イオンネットスーパー」 

 

 

 

 

 

   

 

スマホやパソコンから注文した商品を店舗から自宅にお届けする「おうちでイオン イオンネ

ットスーパー」では、生鮮食品や冷凍食品、総菜などの食品から、トイレットペーパーなどの日

用品まで品揃えします。 

また、ネットから注文した商品を来店時に、車に乗ったまま受け取れる 「ドライブピックア

ップ」、店内で受け取れる「カウンターピックアップ」を展開しています。手数料もかからず、

店内で商品を探す手間やレジに並ぶ時間も節約できるため、忙しい毎日をサポートできる便利

なサービスです。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、「非対面でのお渡しサービス」を実施していま

す。置き配とは異なり、在宅いただいている時間にインターフォンなどを通じて、非対面で

受け渡しを行うサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

<イオンモール倉敷 第１期 リニューアル 店舗リスト> 

 
 

 

■１Ｆ 新規店舗：６店舗 移転店舗：３店舗 改装店舗：５店舗 

新規店舗 

番号 店名 業種 県内初 オープン日 

１ シセラ レディス 〇     ※ 

２ オンワードクローゼット レディス      ※ 

３ アルビオンドレッサー コスメ 〇 １０月 ６日（木） 

４ 御座候 回転焼き  １１月 ３日（木） 

５ ぽすとめいとプラス 保育園 〇 １１月予定 

６ ＫＥＹＵＣＡ キッチン雑貨  １１月予定 

移転店舗 

７ ａｘｅｓ ｆｅｍｍｅ レディス ※ 

８ ニューヨーカー レディス ※ 

９ 無印良品 生活雑貨 １２月 ２日（金） 

改装店舗 

１０ ｉｋｋａ レディス・メンズ・キッズ ※ 

１１ カラースタジオ コスメ １０月 ６日（木） 

１２ 串屋物語 串揚げ １１月予定 

１３ ミルキッシモ ジェラート １０月予定 

１４ 廻鮮寿司 しまなみ 回転寿司 １０月予定 

 

■２Ｆ 新規店舗：８店舗 移転店舗：９店舗 改装店舗：４店舗 

新規店舗 

番号 店名 業種 県内初 オープン日 

１ Ｈｉ，ＣＨＥＥＳＥ！ チーズドリア・グラタン 〇 ※ 

２ 大戸屋 和定食  １０月 ４日（火） 

３ ﾌﾗｲﾝｸﾞ ﾀｲｶﾞｰ ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ 雑貨 〇  

４ アニメイト ホビー  １０月 ８日（土） 

５ Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ 生活雑貨  １０月１４日（金） 

６ ちくたく堂 時計 〇 １０月２８日（金） 

７ ホビーゾーン ホビー  １１月 １日（火） 

８ エメフィール ランファン  １１月 ３日（木） 

新規店舗：１４店舗 

移転店舗：１２店舗 改装店舗：９店舗  合計：３５店舗 

・「※」…開店済み 

・９月２２日現在の情報の為、変更となる場合がございます。 



 

 

移転店舗 

９ ココヒルズ 服飾雑貨 ※ 

１０ Ａｒｅｅ コスメ ※ 

１１ ラブトキシック レディス  ９月２３日（金） 

１２ ＬＵＳＨ コスメ  

１３ グラニフ レディス・メンズ １０月１４日（金） 

１４ ＷＥＧＯヴィンテージ レディス・メンズ ※ 

１５ ＰＬＡＺＡ 雑貨 １０月２０日（木） 

１６ スリーコインズプラス 雑貨 １０月２８日（金） 

１７ ＡＢＣマート 靴 １０月２８日（金） 

改装店舗 

１８ Ｒｙｕ 服飾雑貨 ※ 

１９ ストーンマーケット ジュエリー・雑貨 ※ 

２０ りょうごく 雑貨 １１月１３日（日） 

２１ ユーズランド アミューズメント １１月予定 

 

 

＜＜イオンモール倉敷 施設概要＞＞ 
 

・ モール名称： イオンモール倉敷 

・ 所   在   地： 〒７１０－８５６０ 岡山県倉敷市水江１ 

・ 電 話： ０８６－４３０－５２００（代表） 

・ 責 任 者： イオンモール倉敷 ゼネラルマネージャー 服藤 伸二（はらふじ しんじ） 

・ HP アドレス： http://kurashiki-aeonmall.com/ 

・ 専 門 店 数： 約  ２４０店舗 

・ 核 店 舗： イオン倉敷店 

・ 敷 地 面 積： 約１６２,０００㎡ 

・ 延 床 面 積： 約１７０,０００㎡ 

・ 総賃貸面積： 約  ８３,０００㎡ 

・ 駐 車 台 数： 約   ４,７００台 

・ 営 業 時 間： 専 門 店 １０：００～２１：００ ※一部異なる店舗がございます。 

イオン倉敷店  ９：００～２３：００ ※一部異なる店舗がございます。 

食品売場のみ  ８：００～２３：００ 

キッズリパブリック  １０：００～２２：００ 

・ 休 業 日： 年中無休 

 

 

 


