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ファッションとサービス、そして環境配慮においても“最先端”を発信するモールへと“新化” 

３月１５日（金）「イオンモール八幡東」リニューアルグランドオープン！ 

北九州市のスマートコミュニティ創造事業に大型商業施設として初参画！ 
 
イオンは、３月１５日（金）に「イオンモール八幡東」をリニューアルグランドオープ

ンいたします。  

 

このたびの「イオンモール八幡東」のリニューアル

は２００６年１１月の開業以来初となる全面改装で

す。自らを新しく変化させるというメッセージをこめ

た「新化（しんか）」をキーワードに、約２ケ月半の

改装工事期間を経て本日オープンを迎えます。新たな

テナント、サービス、設備を導入し、最先端のトレンドファッションや生活を豊かにする

「モノ」はもちろん、お買い物の合間にゆったり過ごす「トキ」や、暮らしを彩るサービ

スなど「コト」を充実させました。ファミリー世代の方々からグランド・ジェネレーショ

ン（※1 以下、Ｇ.Ｇ）世代まで、幅広い世代のお客さまのニーズに対応した品揃え・サー

ビスを提供する、地域コミュニティの拠点となるモールへと“新化”します。 

 

さらに、地元北九州市が、日本型スマートグリッド

の構築とその海外展開に向けた取り組み「次世代エネ

ルギー・社会システム実証」を行う全国４地域の１つ

であることから、当モールではこのたびのリニューア

ルで北九州エリアのエネルギー削減に貢献する先端

的技術を新たに導入。モール全体のエネルギーを管理

するスマートＢＥＭＳ（※2）の活用によりエネルギ

ーの使用状況を「見える化」することで、無駄なく効

率的なエネルギー使用をめざし、省エネに向けた意識

向上を促進します。 

イオンモール八幡東は、イオンが考える次世代型エ

コストア「スマートイオン」の全国初の店舗として、

今後の「スマートイオン」の取り組みを牽引し、地域

のエネルギーマネジメントに寄与してまいります。 

 
※1 脚本家や大学教授など幅広い分野で活躍されている小山薫堂さんが提唱する「シニア」に代わる世代

の考え方で、グランドは最上級を意味し、シニアを人生の中で最上の世代と捉えるものです。 

※2 Smart Building Energy Management System の略 



＜イオンモール八幡東の主な改装内容＞ 

 

◆約１３０の専門店のうち、最先端のファッションブランドや雑貨店など、福岡県初出店

７店舗、北九州市初２４店舗を含む計３８店舗が当モールに新たに登場します。また、  

「ファミリー」「レディス」「キッズ」と、各フロアのコンセプトを明確化することで、   

よりわかりやすく、ニーズに合ったお買い物をおたのしみいただけます。 

 

◆イオン銀行、イオン保険サービスで構成する「暮らしのマネープラザ」を新たに導入す

るなど、生活に必要な機能や日々に彩りを添えるサービスを集めた「サービスゾーン」を

展開。地域のお客さまの生活拠点としての役割を担います。  

 

◆最新のユニバーサルデザイン、子ども向けの無料の遊び場を導入したほか、お客さまか

らのご要望が多かったイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」のチャージ機を各フロアの専門店

ゾーンに増設。さらに、フードコートや休憩用スペースの環境を向上するとともに、ゆっ

たりおくつろぎいただける珈琲店を新たに導入するなど、お買い物に加え「ゆったりと過

ごしていただく」ことができる場所へと“新化”しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ユニバーサルデザインのイメージ）          （店内イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜イオンモール八幡東の「スマートイオン」の取り組み＞ 

 

◆「スマートイオン」について  

イオンは、２００５年よりソーラーパネルの設置や従来の店舗と比べてエネルギー消費

量を２０％以上抑制するなど、最新の技術や仕組みを導入した「エコストア」をはじめ、

環境に配慮した店づくりを進めてきました。 

イオンが考える次世代型エコストアである「スマートイオン」は、ここイオンモール八

幡東が第１号店となります。節電、省エネに対する社会的なニーズの高まりや、今後予想

される慢性的な電力供給不足、さらに東日本大震災の経験を踏まえ、これまでの取り組み

に加えて、新たに“まちぐるみ”の視点を取り入れます。エネルギーの融通（スマートエ

ネルギー）や防災・地域インフラの構築、生物多様性･景観への配慮などの地域との連携･

協働を通じて、地域のニーズや特性を尊重しながら、持続可能な店舗づくりを中心とした

コミュニティ・まちづくりの実現を目指します。 

 

◆イオンモール八幡東の「スマートイオン」の取り組みについて 

 北九州市では現在、「北九州スマートコミュニティ創造事業」において、企業と家庭とを

地域節電所（ＣＥＭＳ）を核にネットワークで結び、地域全体での効率的なエネルギー利

用を推進する施策を進めています。この事業の対象エリアである東田地区のエネルギー利

用のうち、当モールが占める割合はおよそ３０％です。当モールは、この事業への参画に

より持続可能な店舗づくりを通して社会へ貢献をさせていただきたい、との想いから、こ

のたび３月１５日の当モールのリニューアルグランドオープンと同時に、スマートイオン

へと生まれ変わります。 

 

◆主な取り組み内容 

①エネルギー使用状況を予測・把握する 

モール全体のエネルギーを管理する「スマートＢＥＭＳ」

を導入し、天候から太陽光発電の発電量を、来客数からエネ

ルギー使用量などを予測します。さらにその情報をＣＥＭＳ

と共有することで、地域全体の効率的なエネルギー利用を目

指します。 

 

②エネルギーの効率的な利用 

空調設備や照明設備など、モール内のエネルギーの使用状

況を専門店ごとに確認できるよう、タブレット端末を導入し

ます。各専門店に１台ずつ配備することでエネルギーを「見

える化」し、ダイナミックプライシング（※）発令時には、

各専門店でそれぞれの状況に応じた電力削減が可能になりま

す。 



③エネルギーの創出 

屋上や駐車場部に太陽光パネルを設置し、全体の使用電力

の約５％にあたる２００ｋｗの電力を創出します。 

 

④認知度向上を目指す取り組み 

 店内にデジタルサイネージを設置し、当モールのエネルギ

ー使用状況をお客さまにお伝えするとともに、パンフレット

の作成などを通じて、北九州市の事業のさらなる認知度向上

につとめます。 

※電力料金を地域の電力需給の状況に応じて変更するもので、 

「北九州スマートコミュニティ創造事業」が目指す需要家参加の

エネルギーシステムにおいて中心となる社会システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜イオンモール八幡東 フロアマップ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜イオンモール八幡東 テナントリスト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 属性 階 店名 フリガナ 　内容 福岡初 北九州初

1 移転 1 未来屋書店 ミライヤショテン 書籍・文具

2 既存 1 イオンペット イオンペット ペット

3 新店 1 3COINS スリーコインズ 生活雑貨 1

4 新店 1 crocs fam クロックスファム サンダル・シューズ 1

5 既存 1 R-YOMA アールヨマ メンズバッグ

6 移転 1 Zoff ゾフ メガネ・サングラス

7 新店 1 Mont RonD モントロンド 宝飾 1 1

8 既存 1 JEWEL CAFÉ ジュエルカフェ 貴金属買い取り

9 既存 1 ﾏｼﾞｯｸﾐｼﾝ マジックミシン 洋服のお直し・合鍵作成

10 既存 1 JEUGIAｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ ジュージヤカルチャーセンター 綜合カルチャーセンター

11 移転 1 Hug Hug ハグハグ レディス

12 既存 1 ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ ランジェノエル ランジェリーファンデーション

13 新店 1 セブンデイズサンデイ セブンデイズサンデイ レディス・メンズ・キッズ・雑貨 1 1

14 新店 1 BENETTON ベネトン レディス・メンズ

15 新店 1 COEN コーエン メンズ・レディス・キッズ 1

16 改装 1 ｻﾝﾏﾙｸ珈琲店 サンマルクコーヒーテン カフェ

17 既存 1 ﾗｹﾙ ラケル オムライス

18 既存 1 庄屋&那かむら ショウヤ＆ナカムラ 和食＆天ぷら

19 既存 1 おどり寿し オドリズシ 回転すし

20 既存 1 ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ蜂Hachi ブレッドダイニングハチ ベーカリーレストラン

21 既存 1 太陽のごちそう タイヨウノゴチソウ バイキング

22 新店 1 ﾛﾝﾌｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ロンフーダイニング 炒飯・マーボー豆腐 1

23 既存 1 博多長浜ﾗｰﾒﾝ 風靡 ハカタナガハマラーメン　フウビ 豚骨ラーメン

24 新店 1 若松　藪そば ワカマツヤブソバ そば

25 既存 1 とんかつさくら亭 トンカツサクラテイ とんかつ

26 改装 1 アルカシーノ アルカシーノ イタリアン

27 既存 1 びっくりﾄﾞﾝｷｰ ビックリドンキー ハンバーグ

28 1 未定

29 新店 1 yogorino ヨゴリーノ フローズンヨーグルト

30 新店 1 果汁工房 果琳 カジュウコウボウカリン フルーツジュースバー 1

31 既存 1 ﾄｲｻﾞらｽ ﾍﾞﾋﾞｰｻﾞらｽ トイザラス　ベビーザラス おもちゃ・ベビー用品

改装 1 ﾗｲﾄｵﾝ ライトオン ジーンズカジュアル

改装 1 ﾌﾗｯｼｭﾘﾎﾟｰﾄ フラッシュリポート ジーンズカジュアル

33 既存 1 プラスハート プラスハート 生活雑貨

34 既存 1 CIQUTO ikka チキュート　イッカ メンズ・レディス・キッズ

35 既存 1 グローバルワーク グローバルワーク カジュアルウェア

36 新店 1 KOMUGI STONE コムギストーン パワーストーンアクセサリー 1 1

37 新店 1 One'sterrace ワンズテラス 生活雑貨 1

38 既存 1 わたなべ宏司歯科ｸﾘﾆｯｸ ワタナベヒロシシカクリニック 歯科

39 既存 1 JTBﾄﾗﾍﾞﾗﾝﾄﾞ ジェーティービートラベランド 旅行

40 改装 1 THE SHOP TK MIXPICE ザ ショップ ティーケー ミクスパイス メンズ・レディス・キッズ

41 新店 1 CHELSEA NewYork チェルシーニューヨーク 生活雑貨 1

42 新店 1 BLESS ブレス アクセサリー

43 移転 1 COMME CA ISM コムサイズム レディス・メンズ・生活雑貨

44 改装 1 ABC-MART エービーシー・マート シューズ

45 既存 1 みんなの保険ﾌﾟﾗｻﾞ ミンナノホケンプラザ 保険
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<イオンモール八幡東　テナントリスト>



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 属性 階 店名 フリガナ 　内容 福岡初 北九州初

46 新店 2 無印良品 ムジルシリョウヒン 生活雑貨

47 既存 2 the gap generation ザ・ギャップ・ジェネレーション メンズ・レディス・キッズ

48 既存 2 ｳﾞｨﾚｯｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨

新店 Pre de France プレデフランセ レディス

新店 CDFエタンデュ シーディエフエタンデュ 家具・インテリア・キッチン雑貨

50 新店 2 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟ ﾊﾋﾟﾈｽ ブランドショップハピネス インポート雑貨 1

51 新店 2 YEVS イーブス レディス・メンズ 1

52 既存 2 LATO＊CALLE ラトカーレ レディス

53 既存 2 Bou Jeloud ブージュルード レディス

54 改装 2 JEWERY TSUTSUMI ジュエリーツツミ 宝飾

55 新店 2 aqui agora pedido アキアゴーラペチード レディス 1 1

56 移転 2 axes femme アクシーズファム レディス

57 既存 2 P.R.S ピー・アール・エス レディスバッグ

58 既存 2 hair&make Bis！ ヘアー＆メイク　ビス エステサロン

59 既存 2 ｱﾛﾏｻﾛﾝﾊｰﾍﾞｽﾄ アロマサロンハーベスト エステサロン

60 既存 2 adorable アドラーブル エステサロン

61 2 福岡銀行ATM ATM

62 2 西日本ｼﾃｨ銀行ATM ATM

63 2 福岡ひびき信用金庫ATM ATM

64 2 郵便貯金ATM ATM

65 2 ｲｵﾝ銀行ATM ATM

66 既存 2 ｶﾒﾗのｷﾀﾑﾗ カメラノキタムラ カメラ・DPE

67 新店 2 暮らしのマネープラザ クラシノマネープラザ 金融・保険 1

68 既存 2 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞせいや クリーニングセイヤ クリーニング

69 既存 2 relax リラックス リラクゼーション

70 既存 2 QBﾊｳｽ キュービーハウス ヘアカット専門店

71 新店 2 Dolly Lash ドーリーラッシュ アイラッシュサロン

72 新店 2 ABCコスメ エービーシーコスメ コスメ 1

73 既存 2 紅花 ベニハナ 花

74 既存 2 ｶﾙﾃﾞｨｰｺｰﾋｰﾌｧｰﾑ カルディーコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品

75 新店 2 DHC直営店 ディーエイチシーチョクエイテン 化粧品・健康食品

76 改装 2 まるまんﾌｨｵｰﾚ マルマンフィオーレ 化粧品

77 新店 2 STUDIO CLIP スタディオクリップ レディス・生活雑貨 1

78 既存 2 LASUD ラシュッド レディス

79 既存 2 LEPSIM LOWRYS FARM レプシィム ローリーズファーム レディス

80 新店 2
earth music&ecologyﾅﾁｭﾗﾙｽﾄ
ｱ

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

81 既存 2 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ スターバックスコーヒー スペシャルティ コーヒーストア

82 改装 2 ｱｲｼﾃｨ アイシティ コンタクト

83 既存 2 やはた眼科 ヤハタガンカ 眼科

84 既存 2 ﾁｬﾝｽｾﾝﾀｰ チャンスセンター 宝くじ

85 既存 2 ORBENE オルベネ レディス

86 新店 2 &byPinky&Dianne アンドバイピンキーアンドダイアン レディス 1

87 新店 2 Angelico Luce アンジェリコルーチェ レディス 1

88 移転 2 AMO'S STYLE アモスタイル レディスインナー

89 移転 2 ELMOFIVE エルモファイブ シューズ

90 新店 2 anySiS/Feroux エニィシス・フェルー レディス

91 新店 2 じぶんまくら ジブンマクラ 寝具・雑貨 1 1
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No. 属性 階 店名 フリガナ 　内容 福岡初 北九州初

92 既存 3 楽市楽座 ラクイチラクザ アミューズメント

93 移転 3 DAISO ダイソー 食品・生活雑貨

94 移転 3 ASBee アスビー シューズ 1

95 新店 3 大貫堂印房 ダイカンドウインボウ 印章 1 1

96 新店 3 tutuanna チュチュアンナ ソックス・インナー・ウェア

97 移転 3 JEM STONE ジェムストーン アクセサリー

98 移転 3 LBC エルビーシー レディス・生活雑貨

99 移転 3 染寿 センジュ レディス

100 移転 3 Honeys ハニーズ レディス

101 移転 3 ﾏﾗｲｶ マライカ 生活雑貨

102 移転 3 SatiS サティス バッグ

103 新店 3 Lovetoxic ラブトキシック ティーンズ 1

104 新店 3 JENNI ジェニィ キッズ

105 既存 3 BREEZE ブリーズ キッズ

106 新店 3  長崎ちゃんぽんﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ ナガサキチャンポンリンガーハット 長崎ちゃんぽん

107 既存 3 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ケンタッキーフライドチキン フライドチキン

108 既存 3 mister Donut ミスタードーナツ ドーナツ

109 既存 3 ﾏｸドﾅﾙド マクドナルド ファストフード

110 既存 3 ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ サーティワンアイスクリーム アイスクリーム・クレープ

111 新店 3 丸亀製麺 マルカメセイメン うどん

112 既存 3 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ ペッパーランチ ステーキ

113 新店 3 ﾊﾟﾙﾒﾅｰﾗ パルメナーラ ピッツァ 1 1

114 移転 3 ﾃﾞｻﾞｰﾄ王国 デザートオウコク デザート

115 移転 3 京たこ キョウタコ たこ焼き

116 改装 3 CAMPUS キャンパス バラエティ雑貨

117 改装 3 ｻﾝﾘｵｷﾞﾌﾄｹﾞｰﾄ サンリオギフトゲート キャラクター雑貨

118 既存 3 claire's クレアーズ アクセサリー・雑貨

119 新店 3 ﾍﾞﾘｰｷｯｽ ベリーキッス キッズ

121 移転 3 べビィドール ベビードール キッズ

122 移転 3 CHUXXX チュウ レディス

123 移転 3 L.CHANCE エル・チャンス アクセサリー 1

124 既存 3 ﾁﾁｶｶ チチカカ エスニック雑貨

125 移転 3 CLOSE-UP クローズアップ レディスカジュアル

126 移転 3 蔵之助 クラノスケ メンズ・レディス

127 移転 3 ﾀｲﾑｽﾃｰｼｮﾝNEO タイムステーションネオ 時計

128 移転 3 BRICKHOUSE by Tokyo Shirts ブリックハウスバイトウキョウシャツ メンズ・レディスシャツ

129 移転 3 武田ﾒｶﾞﾈ タケダメガネ メガネ

130 移転 3 MALE&Co. メイルアンドコー メンズ・レディス

131 移転 3 semantic design セマンティックデザイン メンズ

132 移転 3 ﾒﾃﾞｨｱｽﾃｰｼｮﾝBIG メディアステーションビッグ CD・DVD

133 移転 3 HOBBY ZONE ホビーゾーン ホビー雑貨

134 既存 3 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ ファンタジーアイランド 室内ゆうえんち
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