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２０２０年６月２９日 

イオン九州株式会社 

信頼できる・行きたくなる地域一番のお店へ 

イオンパークプレイス大分店 ７月３日リフレッシュオープン 

九州初上陸！「ヨゴリーノ・ボーノカフェ」同日オープン 

 

 イオン九州株式会社（以下、イオン九州）が運営する「イオンパークプレイス大分店」は、    

株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスが運営する大分県内最大規模の複合商業施

設「パークプレイス大分」の核店舗として、２００２年４月にオープンいたしました。開業から

１８年目を迎え、この度「お客さまにとって信頼できる店・行きたくなる地域一番の店へ」をコ

ンセプトに、更にお客さまからのご要望にお応えするお店として７月３日（金）にリフレッシュ

オープンいたします。 

 

 「イオンパークプレイス大分店」は大分市南部に位置し、大分市中心部から車で約２４分、福

岡方面からは大分自動車道「大分米良ＩＣ」から約７分、宮崎方面からは東九州自動車道「宮河

内ＩＣ」から約８分と車でのアクセス環境に恵まれており、宮崎県北部などの広域エリアからの

来店が増加しています。近隣にはパークプレイス大分公園通りと一体化して開発された住宅地や

プロサッカーチーム「大分トリニータ」のホームグラウンドドームを擁する大分スポーツ公園も

あり、暮らす・遊ぶ・運動する環境が整ったエリアです。 

 

 今回のリニューアルでは、３０代から４０代のニューファミリー層をターゲットに、衣料品売

場では専門性の高いブランドの導入によるファッション・トレンドの提案、食品売場では通路の

拡大やゾーニングの見直しによるお買い物時の不便を解消する環境整備と新規商品の提案、そし

て住居余暇売場ではカウンセリング化粧品新規ブランド導入やメイクアップ商品の売場拡大など

で、ご来店いただくお客さまのデイリーライフに「わくわく・ドキドキ」を提供する場所を目指

します。また、イタリアＮｏ．１ブランドのヨーグルトジェラート専門店「ヨゴリーノ・ボーノ

カフェ」が九州では初めてイオンパークプレイス大分店に出店いたします。 
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■ 衣料品売場 ■ 

衣料品売場では、３０代から４０代のニューファミリー層をメインターゲットに各カテゴリー

において専門性の高い売場を導入。ベーシックで清涼感のあるシティカジュアルブランド「クロ

コダイル」や「ジュンコシマダ パートⅡ」、大きいサイズのリラックスファッション「ビターシ

ロップ」、そして日本のカバンメーカーエースが手掛けるバッグセレクトショップ「ＡＣＥ」が新

しく登場し、地域Ｎｏ．１のファッション・トレンドをご提案いたします。 

 

 

 服飾雑貨売場に新たに導入する『エスパリエ』は、

「うれしい！たのしい！大好き！」をテーマに、日

常のＨａｐｐｙをたくさん提案するファッション

雑貨の専門ショップです。お友だちや自分へのご褒

美におすすめのギフトアイテムや普段使いできる

小物やファッショングッズなどのアイテムが揃い

ます。今回財布・バッグを中心に北欧ブランド「マ

リメッコ」などを新規導入いたします。 

 

子ども用品売場では、「買ってあげたくなる、学

べるおもちゃ」をコンセプトに、２０２０年から

小学校で必修化となったプログラミング教育対応

としてＳＴＥＭ【Ｓｃｉｅｎｃｅ（科学）、Ｔｅｃ

ｈｎｏｌｏｇｙ（技術）、Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

（工学）、Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ（数学）】を学

べる知育玩具売場を新設いたします。実際に玩具

に触って遊べるコーナーに子ども用パソコンコー

ナーが登場。子どもたちの「自ら学びとる」力の

成長を応援いたします。 

 

「スポーツ」と「ライフスタイル」を融合した新

しいファッションスタイルを提案する「スポジア

ム」売場では、ラン＆ウォーク、アスレジャー、

アウトドア、フィットネスの４つの専門性のある

スポーツ用品や、人気ブランド「ロゴス・モンベ

ル」のアウトドアウェア・アウトドアバッグ・雑

貨を品揃えいたします。また「いえなかスポーツ」

として、運動不足解消にぴったりなフィットネス

小物など健康グッズの品揃えを充実させました。 
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■ 住居余暇売場 ■ 

住居余暇商品売場では、お客さまからのご要望が多い化粧品の品揃えを、カウンセリング化粧品

の新規ブランドやナチュラルオーガニック商品などの導入で強化し、女性の美に対する悩みを解

消することをテーマにココロとカラダを含めた全体美をご提案いたします。また、１０代から２

０代のティーン世代から支持されている人気ブランドコスメも導入いたします。生活雑貨売場で

はイオンのプライベートブランド「ホームコーディ」を導入いたします。 

 

 

化粧品売場では、お客さまに「一番よりそう」美と健

康の拠点として、話題のコスメを集めたイオン九州オ

リジナル「Ｐｉｃｋ ｕｐ ｓｔａｔｉｏｎ」を導入い

たします。「プロダクト」「サインシステミックオイル」

「Ｎ－オーガニック」「アクアアクア」などナチュラ

ルオーガニック系のブランドを新規で品揃え。加えて

ティーン世代に人気ブランドコスメ「ｋｉｓｓ」や「Ｒ

ＩＭＭＥＬ ＬＯＮＤＯＮ」などを新規品揃えし、お

手ごろ価格の商品で「なりたい自分」の実現を応援い

たします。 

 

 

カウンセリング化粧品コーナーには「一日、一月、一

年、一生、という美しさのリズムに寄り添った美容プ

ラン」を提案するカネボウ化粧品ブランド「トワニー」

が大分県下のイオンに初出店。一人ひとりの変化に応

じた最適なケアをご提案いたします。また肌本来の美

しさを引き出すスキンケアブランド「ＳＫ－Ⅱ」売場

は、地域一番店を目指しリニューアルを行いました。 

 

 

生活雑貨売場では、シンプルでゆたかな暮らしを

コーディネートするイオンのプライベートブラン

ド「ホームコーディ」を新しく導入いたします。

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て、毎日をより上質に仕立

てる、新しい暮らしの提案をいたします。また、

リフォームコーナーを併設し、「住まい」のトータ

ルサービスをご提供いたします。 
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■ 食品売場 ■ 

食品売場では、お客さまの快適で効率のよいお買物を実現するため、レイアウトを見直しお買い

廻り環境の改善を実施いたしました。通路中央に配置されていた冷蔵ケースを撤去し、広い通路

を確保いたしました。品揃えでは、近隣にスポーツ公園がある特性から、運動と健康を意識した

飲料のコーナーを拡大し品揃えを強化。お菓子売場には、お子さまに人気のある玩具菓子や駄菓

子を集めた「キッズワールド」を新たに導入。また、シニアからお子さままで幅広い年代を意識

し、食べきりできる小容量のお菓子の品揃えを強化いたしました。 

 

 

お惣菜売場では、ニューファミリー層を意識した

「和・洋・中」のメニュー展開を拡大し、地元で

人気の鶏メニュー「唐揚げ」「とり天」「チキン南

蛮」などを集合展開いたします。加えて店内製造

の「デリ・スウィーツ」を新規導入し、和・洋ス

イーツで毎日の食卓にわくわく・ドキドキを提供

いたします。 

 

 

 

今回新たに店内で炊き上げたご飯でつくる「手作

りおにぎり」をご提案いたします。「鶏めし」「高

菜巻」「天むす」「ポーク玉子サンド」など１４種

類のおにぎりを、こだわりの「手作り」「九州のお

米」「九州の海苔」でご提供いたします。公園での

ランチやスポーツ時のスタミナ補給など、手軽に

ご利用いただけます。 

 

 

 

お菓子売場にはお子さまに人気の「玩具菓子」「駄

菓子」を集めた「キッズワールド」の他、小腹の

空いた時や、少しずついろいろなお菓子を試して

みたい時にピッタリの食べきりサイズのおやつを

多数品揃えいたしました。お子さまからシニアま

で幅広い層が楽しくなるおやつタイムをご提案い

たします。 
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■ ヨゴリーノ・ボーノカフェ  

イオン九州は２０１９年３月の機構改革にお

いて、フランチャイズビジネス実現を検討する

「ＦＣ（フランチャイズ）事業推進部」を新設し、

新たな成長ビジネスの創出に取り組んでいます。

今回はＦＣ事業の新しい取り組みとなる「ヨゴリ

ーノ・ボーノカフェ」をイオンパークプレイス大

分店内にオープンいたします。 

イタリアＮｏ.１人気のヨーグルトジェラート

「ヨゴリーノ」やクレープ、タピオカドリンクな

どのスイーツに加え、ふわふわのパンケーキやフ

レンチトースト、ソースにこだわったパスタなど

の人気軽食カフェメニューを品揃えいたします。

ランチタイムからおやつタイムまで楽しめる豊富

なメニューでお子さまからシニア世代まで幅広い

世代に笑顔とおいしさをお届けいたします。 

 

 

 

★パンケーキ 

メレンゲで膨らませたフワフワ

のスフレパンケーキです！ 

★フレンチトースト 

フルーツとヨゴリーノと

ご一緒にどうぞ。 

★パスタ 

ソースにこだわったパスタを

６種類ご準備しております。 

★タピオカ 

台湾直輸入の生タピオカを

使用しています。 
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■  専門店 

イオンパークプレイス大分店「サニーウォーク」専門店リスト 【１階】 

 業種 店名 備考 

１ レディス スコットクラブ  

２ レディス ＢＩＴＴＯＫＯ  

３ レディス レプシム  

４ レディス ブージュルード  

５ レディス・服飾雑貨 オルベネ  

６ レディス・雑貨 ｓｔｕｄｉｏ ＣＬＩＰ  

７ メンズ ＴＨＥ ＳＨＯＰ ＴＫ  

８ 生活雑貨 ｊｏｕｒ ｅｔ ｊｏｕｒｓ  

９ バルーンショップ バルーンショップカーニバル  

１０ ランファン アモスタイル  

１１ ブランドショップ ブランドショップ ハピネス  

１２ 鞄 グランサックスプレミアム  

１３ レディスバック・財布 トランジットラウンジ  

１４ レディスシューズ ジュンヌカガシヤ  

１５ 化粧品 コスメガーデンさくら  

１６ アクセサリー ＵＰ－ＳＷＩＮＧ  

１７ 宝石・宝飾 ジュエリー ツツミ  

１８ 食品物販 サンクゼール  

１９ タピオカ Ｂｕｌｌ Ｐｕｌｕ  

２０ ヨーグルトジェラート専門店 ヨゴリーノ・ボーノカフェ 九州初出店 ７月３日オープン 

２１ シュークリーム専門店 ビアードパパ ７月３日オープン 

２２ 和菓子 菓匠茶屋 ６月２７日オープン 

２３ ファーストフード ケンタッキーフライドチキン  

２４ ファーストフード ミスタードーナツ  

２５ 住宅サービス スーモ ７月１８日オープン 

２６ 理容・美容 イングリッシュローズ  

２７ リラクゼーション Ｈａｔｉ Ｈａｔｉ  

２８ リラクゼーション ラフィネ  

２９ 脱毛サロン ミュゼプラチナム  

３０ カメラ・ＤＰＥ カメラのキタムラ  

３１ クリーニング シモンズ  

３２ 宝くじ チャンスセンター  
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３３ ＡＴＭ イオン銀行  

３４ ＡＴＭ 大分銀行  

３５ ＡＴＭ 大分県信用組合  

３６ ＡＴＭ 豊和銀行  

３７ ＡＴＭ ゆうちょ銀行  

イオンパークプレイス大分店「サニーウォーク」専門店リスト 【２階】 

３８ レディス Ｈｏｎｅｙｓｄ、ｓｔｒｏｒｅ  

３９ メンズ・レディス ＩＫＫａ  

４０ ファミリー ライトオン  

４１ きもの きものやまと  

４２ レディス・キッズ、関連雑貨 ＯＭＮＥＳ  

４３ スポーツ ムラサキスポーツ  

４４ メガネ・サングラス メガネの正視堂  

４５ 帽子・服飾雑貨 ポルカドット  

４６ 靴 ＴＳＵＲＵＹＡ  

４７ 時計 タイムステーション ＮＥＯ  

４８ 宝石・宝飾 ビジュソフィア  

４９ 天然石アクセサリー ストーンマーケット  

５０ 生活雑貨 プラスハート  

５１ 仏壇・仏具 安部仏具店  

５２ バラエティ雑貨 Ｃ＆Ｃ  

５３ 書籍 くまざわ書店  

５４ ネイルサロン クリスタルネイル  

５５ トラベル ＪＴＢ九州  

５６ 幼児英会話教室 セイハ英語学院  

５７ 携帯電話 ソフトバンク  

５８ 携帯電話 楽天モバイル  

５９ 金券・ブランド品売買 大黒屋ブランド館  

６０ 保険代理店 保険見直し本舗  

６１ アミューズ モーリーファンタジー ７月３日リニューアル 

専門店数 ６１店舗（ＡＴＭ含む） 
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【イオンパークプレイス大分店 施設概要】 

所 在 地：〒８７０－０１７４  

       大分市公園通り西２丁目１番 

代 表 電 話：０９７－５２８－７５００ 

店 長：難波 正樹 

ＨＰアドレス：http://parkplace-oita.aeonkyushu.com/ 

専 門 店 数：６１店舗（ＡＴＭ含む） 

       ※イオンパークプレイス大分店管理「サニーウォーク」内専門店数 

商業施設面積：約２９，１４４㎡ 

駐 車 台 数：４，５００台（パークプレイス大分駐車場） 

営 業 時 間：イオン直営 

食品：９：００～２２：００ 

その他：９：００～２２：００ 

ヨゴリーノ・ボーノカフェ：１０：００～２１：００ 

 

       専門店 

       サニーウォーク：１０：００～２１：００ 

      ※新型コロナウイルス感染拡大防止として、一部の専門店で営業時間の変更・臨時 

       休業が発生する場合がございます。 

建 物 構 造： 鉄骨造 ５層 ３階建             

従 業 員 数：全体 約６７０人（内イオン直営 約２７０人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【この件に関するお問合せ先】 

イオン九州株式会社 コーポレートコミュニケーション部 電話 ０９２－４７２－０３２４ 


