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２０１６年４月７日
報道関係者各位
イ オ ン モー ル 株式 会 社
イオンリテール株式会社

～新たなフードコート「ＰＲＥＭＩＵＭ ＤＩＮＩＮＧ」が３Ｆにオープン！～

「イオンモール橿原」
４月２２日(金) １０：００ 第２期リニューアルオープン
イオンモール橿原（以下、
「当モール」
）では、昨秋より実施した第１期リニューアルに続く第２
期リニューアルを実施します。

■ リニューアルの特徴
当モールは、２００４年にオープンし、２００８年１１月に「ノースモール」を増床リニュー
アルするなど、おかげさまで奈良県内はもちろん、大阪府や和歌山県など、広域からもご来店い
ただいています。
今回の一連のリニューアルは、
「もっとつながる“まち”になる」をコンセプトに、昨秋の第１
期、今春の第２期と合わせて約１４０店舗を刷新するものです。
第２期リニューアルでは、サウスモール３Ｆのレストラン街が新たなフードコート「ＰＲＥＭ
ＩＵＭ ＤＩＮＩＮＧ」として生まれ変わるほか、核店舗「イオン橿原店」は、さまざまなライフ
スタイルに応じて“新しい価値ある商品”を中心に専門性の高い商品とサービスをご提供する「イ
オンスタイル橿原」として生まれ変わるなど、近畿初出店１店舗、奈良県初出店１４店舗を含む
新規１７店舗を導入、９店舗が移転・改装を実施、合計２６店舗をリニューアルします。

■ コンセプト

もっとつながる“まち”になる

〜世代を超えたつながりの場へ〜
地域のあらゆる世代のあらゆるニーズにお応えする
ここだけにしかない「モノ」と「コト」のご提供

■ リニューアル店舗数
新店

移転

改装

１期

４０店舗

２５店舗

５１店舗

１１６店舗

２期

１７店舗

４店舗

５店舗

２６店舗

１期・２期合計

５７店舗

２９店舗

５６店舗

１４２店舗
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合計

【３Ｆ「ＰＲＥＭＩＵＭ ＤＩＮＩＮＧ」
】
Ø サウスモール３Ｆに、
“味と空間を楽しむライブ型フードコート”
「ＰＲＥＭＩＵＭ ＤＩＮＩＮ
Ｇ」を新設します。９店舗、約６００席を擁する洗練された空間は、落ち着いたトーンのカラ
ーリングをミックスさせ、こだわりのメニューはもちろんのこと、食事をするだけではなく、
居ること自体が憩いとなる潤いの空間を創造します。
Ø 「ＰＲＥＭＩＵＭ ＤＩＮＩＮＧ」の新設により、ハレの日ニーズや３世代でのご利用を想定し
た１Ｆのレストラン街「Ｄｉｎｉｎｇ Ｖｉｌｌａｇｅ」
（１４店舗）
、お子さま連れのご家族皆
がお楽しみいただける２Ｆのフードコート「Ｏａｋ Ｇｏｕｒｍｅｔ」
（１０店舗）と合わせ、
各フロアに趣の異なる食の空間を持つショッピングモールとして進化します。

【出店専門店】
店名
ＥＬＫ． ＮｅｗＹｏｒｋ．
Ｂｒｕｎｃｈ
いきなりステーキ

業種
大阪で人気の「パンケーキＣＡＦＥ ＥＬＫ」がＮＹ
パンケーキ

をイメージしたゆっくりブランチを楽しめる大人な
カフェをコンセプトに奈良に初上陸！！

ステーキ

厚切り本格ステーキを圧倒的なお値打ち価格でご提
供するメディアで話題のステーキ専門店。
熟成させた牛タンを炭火で一気に焼き上げ、旨味を

仙台牛タン 福助

牛タン

存分に味わえる一品に仕上げます。本場仙台の味を
是非ご賞味ください。

野菜を食べるカレー
ｃａｍｐ ｅｘｐｒｅｓｓ

カレー

熱々のスキレット鍋に新鮮野菜をオーダー毎に選ぶ
名物「１日分の野菜カレー」が名物のカレー店です。
台湾の大人気飲茶店の流れを汲む名店の味をお気軽

ジンディンロウショウカン

京鼎樓 小 館

台湾料理

に。看板メニューの小籠包はもちろん、烏龍小籠包
や蟹肉小籠包もぜひご賞味ください。

京都北白川ラーメン魁力屋

ラーメン

京都北白川発の人気ラーメン店が待望の奈良県初上
陸です。
香り豊かな胡麻油と大豆白絞油でからっと揚げる自

天麩羅 えびのや

和食

慢の味。品質に、技にこだわった天ぷらを揚げたて
でお召し上がりください。

ミアクッチーナ

パスタ

「モスバーガー」が手がける今春デビューのパスタ
店が早くも奈良県初上陸です。
世界のドーナツや色鮮やかなドーナツをデイリー価

ジャックインザドーナツ／
ミルキッシモ

ドーナツ・
ジェラート

格でお楽しみいただける「ジャックインザドーナツ」
と函館近郊の上質な牛乳をはじめ北海道の大地が生
み出す豊かな恵みをジェラートにしてお客さまに提
供する「ミルキッシモ」の複合店です。

2

【核店舗「イオンスタイル橿原」】
イオンリテールは、専門性の高い売場やサービスを通じて、さまざまなライフスタイルをご提
案する「イオンスタイル」店舗の展開を進めています。イオンスタイル橿原は、お客さまの様々
なご期待やご要望にお応えできるお店を目指す、奈良県初の「イオンスタイル」です。

２Ｆ イオンスタイル ファッションゾーン
さまざまなライフスタイルにあわせたアパレルや、服飾雑貨を展開
・レディス雑貨「マルシェ ルージュ」では、ライフスタイルに
グリーンを取り入れていただきたいという思いから生まれた
「マルシェルージュグリーンコーナー」で観葉植物・エアプラ
ンツなど癒しのグリーンを取り揃えています。また人気雑誌
「with」とコラボレーションしたファッション雑貨「with
collection」コーナーもデビューいたします。
・メンズ雑貨「マルシェ ブラン」では、イタリア直輸入のネクタイ、鞄を集めた「ネロチンクエ」、
イタリアのレザーブランド「ダニエル＆ボブ」などの皮革小物を取り揃えます。
・レディスファッションでは、自然を愛し、ファッションを愛す
る大人の女性に向けたちょっと上質なカジュアル衣料から、バ
ッグや靴、雑貨までを取り揃える「ピュアラスト」や、
「ゆる・
楽・きちっと」をテーマに大人の女性が毎日を素敵にリラック
スして過ごせる「エシーム」
、女性らしいカジュアルを展開す
る「ペルソデア」など、年齢の枠を超えて“スタイル”でご提
案するファッションブランドを取り揃えます。
・トラベル専門コーナー「プラスモーブ」では、
「エース」や「サムソナイ
ト」はもちろん、フランスの「デルセー」やイギリスの「アントラー」
などの老舗ブランドのスーツケースも展開します。また、
“街歩き”をテ
ーマにした日本発のブランド「ノーマディック」など、さまざまなシー
ンに対応したトラベル用品をまとめて展開します。
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１Ｆ 食と暮らし、美と健康のフロア
焼きたてピザのコーナーや、鮮度にこだわった生鮮食品のほか、楽しさあふれる食のゾーン。
・お総菜コーナー、
「ピッツアソリデラ」では、ご注文い
ただいてから手で伸ばした生地を専用の窯で超高温・短
時間で焼き上げ本格派のナポリピッツアや最短３分で
ご提供できるパスタを取り揃えます。このほか、溶岩石
の遠赤外線効果を利用したチャーブロイラーでふっく
ら焼き上げた、
チキン、
ハンバーグなどをご提供する
「グ
リルステージ」を展開します。
・店内に約６０席をご用意するイートインコーナーでは、イオンが厳選した豆を一杯ずつドリッ
プしたコーヒーを１００円(税込)でお召し上がりいただける「イオンドリップカフェ」を併設
します。また、店内で焼き上げるチョコやドライフルーツが入ったマフィンや作り立てのドー
ナツを取り揃えるなど、店内で購入した焼きたてピザや和洋中のお総菜、デザートとともにラ
ンチやショッピングの合間のコーヒーブレイクとしてもご利用いただけます。
・お酒の専門店「イオンリカー」では、イオンのワ
イン専門輸入商社「コルドンヴェール」による直
輸入ワインから、奈良県を中心とした近畿一円の
地酒まで国内外のお酒約２,２００品目をご提供
します。近年話題のクラフトビールや輸入ビール、
ウイスキーも地域最大級の品揃えで展開します。
専門スタッフが旬の食材とそれに合うお酒の楽
しみ方など、お酒を中心とした新たなライフスタ
イルをご提案するほか併設する輸入食品専門店
「カフェランテ」では、話題のスペシャルティコーヒーを含むコーヒー豆約５０種類をはじめ
世界各国から直輸入する菓子やジャム、調味料など約１,８００品目を取り揃えます。
ヘルス＆ビューティケア専門ショップ「グラムビューティーク」
話題の新商品からこだわり派も満足する産地を厳選したナチュラルコスメ、手元にあるだけで気
持ちがアガるキュートな雑貨まで、お客さまの「楽しい」をかなえるお手伝いをします。
・ナチュラル＆オーガニックのコーナーでは、オーガニック
のオリーブ果実・アルガンオイルなどの天然成分と純度・
香りにこだわったホームエステコスメ「Ｄｅｅｐ

Ｓｔｅ

ｅｐ」
。鹿児島佐多岬産の無農薬栽培・自生植物の恵みを注
ぎ込んだ「佐多岬オーガニクス」など、こだわりのナチュ
ラル素材から生まれたスキンケアが勢揃い。
また、ナチュラル素材のサニタリーや布ナプキンを取り揃え、肌へのやさしさにこだわるお客
さまのニーズに応えます。さらに話題のスーパーフードはもちろん、フェアトレードに取り組
む「アフリカンスクエア社」のケニア紅茶やマンゴーチップスなども展開し、自分にも環境に
もやさしいライフスタイルをご提案します。また、和菓子モチーフのふきんや、ブーケ・フー
ドモチーフのソックス・入浴剤など、自分用だけでなく、大切な人に使ってほしくなるアイテ
ムを厳選しました。
・ヘルスケアのコーナーではお客さまの健康を支える調剤薬局を併設。処方せんの情報をスマー
トフォンで送るだけで調剤予約ができ、お薬の出来上がりの連絡を差し上げる「スマホｄｅ調
剤」サービスを行い、お店での待ち時間を大幅に短縮いたします。
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日々の住まいと暮らしをご提案する暮らしのゾーン
・ダイニングコーナーでは、海外ブランド調理用品やワイングラ
ス、ワイン関連商品を集めたコーナーをはじめ、コーヒーの電
動ロースターやミルを展開するなど、こだわりの商品を取り揃
えます。また、
“和”のブランドとして、
「関孫六」や堺の包丁
を展開するほか、お箸では、日本で有数の福井県小浜の箸ブラ
ンド「兵左衛門」と「一双」を導入します。お名前をお入れす
るなど贈答用としてもご利用いただけます。
・
“快適な眠り”をご提供するため、人気のイタリア製マットレス「マニフレックス」などを中心
に、実際に寝心地をお試しいただきながら選べるコーナーを設置します。枕は、お試しコーナ
ーを設置するほか、専任販売員がお客さまの頸椎を測定してから販売するカスタム商材を取り
揃えます。
・
「くらしのコンシェルジュ」では、ハウスクリーニング、宅配クリーニング、鍵や水回りのトラ
ブル対応から、引越しのお取次ぎまで、住まいや日々の生活に関するあらゆるご相談にお応え
します。また、店舗にない商品もお取り寄せし、店頭でお受け取りやご自宅にお届けすること
ができる「タッチゲット」では、店舗でお取り扱いしていないインテリア・寝具・収納用品な
ど合計約７,５００品目の商品をお選びいただけます。
「コト・モノ・ネット」
“イオンのオムニチャネル”の取り組み
・イオンスタイル橿原では、生鮮食品や冷凍食品、ベビ
ー用品などのくらしに便利な生活必需品を中心に、スマ
ホやパソコンからご注文いただき、ご自宅へお届けする
「“おうちでイオン”イオンネットスーパー」をすでに
展開しています。お店で受けとれる「店舗受取りサービス」を実施するなど、お客さまの様々な
ライフスタイルにお応えします
・イオンのインターネットショッピングモール「ＡＥＯＮ.ｃｏｍ」（イオンドットコム）では、
食料品やお酒、衣料品、雑貨、靴、化粧品、医薬品、書籍、スポーツ用品、ペット用品など、
４月１日より、新たに「イオンスタイルファッション」と、ベビー・キッズの大型専総合オン
ラインショップ「キッズリパブリック」のサイトを加え、合計３１のグループサイトの商品を
取り揃えています。
「ＡＥＯＮ.ｃｏｍ」WEB サイト (https://www.e-aeon.com/)
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■施設概要

所 在 地 ： 〒６３４－０８３７

奈良県橿原市曲川町７丁目２０番１号

電話番号 ： ０７４４－２１－２１１１（代表）
責 任 者

： イオンモール橿原 ゼネラルマネージャー 山本 匡秋（やまもと まさあき）
イオンスタイル橿原 店長

Ｈ

田中 祐行（たなか ひろゆき）

Ｐ ： http://kashihara-aeonmall.com/

専門店数 ： 約２３０店舗
核 店 舗

： イオンスタイル橿原

サブ核店舗： ＴＯＨＯシネマズ、スポーツオーソリティ、トイザらス・ベビーザらス、フラクサス
敷地面積 ： 約１１２,０００㎡
延床面積 ： 約２２５,０００㎡
総賃貸面積： 約 ８０,０００㎡
駐車台数 ： 約５,０００台
駐輪台数 ： 約１,６００台
従業員数 ： 約３,０００人
営業時間 ：
専

門

店

１０：００～２２：００（一部店舗を除く）

レ ス ト ラ ン 街

１１：００～２３：００（一部店舗を除く）

イオンスタイル橿原店

７：００～２３：００（１Ｆ食品）
９：００～２２：００（１Ｆ食品以外）

休 業 日

： 年中無休

【本件についてのお問い合わせ窓口】
イオンモール株式会社 イオンモール橿原

岡崎/竹島 ＴＥＬ：０７４４-２１-２１４０

イオンリテール株式会社 近畿・北陸カンパニー 広報 山口 ＴＥＬ：０６-６４５７-６１１５
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＜イオンモール橿原 店舗リスト＞
１Ｆ 新規店舗：１店舗 移転店舗：２店舗 改装店舗：１店舗

新規店舗
番号
1

店名
ハンプティーダンプティー

業種
ライフスタイル雑貨

近畿初

奈良県初

○

オープン日
３月２５日（金）

移転店舗
番号
1
2

店名

業種

とんかつ和幸
ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ

とんかつ
メンズ・レディス

ＬＥＰＳＩＭ

レディス

オープン日
４月１５日（金）

改装店舗
1

３月 ４日（金）

２Ｆ 新規店舗：４店舗 移転店舗：２店舗 改装店舗：２店舗

新規店舗
番号
1
2
3
4

店名
ａｉｍｅｒｆｅｅｌ
ＡＬＧＹ
Ｃｉｎｄｅｒｅｌｌａ Ｇａｒｄｅｎ
ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ

番号
1
2

店名
ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ
ＢＲＥＥＺＥ sｑｕａｒｅ

業種
レディスインナー
キッズ・服飾雑貨
アクセサリー
キッズ・ベビー・レディス・メンズ

近畿初

奈良県初

○
○

オープン日
２月２７日（日）
３月 ５日（土）
３月１２日（土）
３月１８日（金）

移転店舗
業種

オープン日
２月１３日（土）
３月 ５日（土）

レディス・メンズ
ベビー・キッズ・雑貨

改装店舗
1
2

ランジェリー・ナイティ
海鮮丼

アモスタイル
海鮮王

３月１８日（金）
４月２７日（水）

３Ｆ 新規店舗１２店舗 改装店舗：１店舗

新規店舗
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

店名
ＰＡＲＩＳ ＪＵＬＩＥＴ
ＲｅｇｅｔｔａＣａｎｏｅ
ザ・ブッフェ・ダイナー
ＥＬＫ． ＮｅｗＹｏｒｋ．Ｂｒｕｎｃｈ
いきなりステーキ
仙台牛タン 福助
野菜を食べるカレー camp express
京鼎樓小館
京都北白川ラーメン魁力屋
天麩羅 えびのや
ミアクッチーナ
ジャックインザドーナツ／ミルキッシモ

業種
生活雑貨
シューズ・バッグ
総合ブッフェ
ＰＲＥＭＩＵＭ ＤＩＮＩＮＧ
パンケーキ
ステーキ
牛タン
カレー専門店
台湾料理
ラーメン
和食
パスタ
ドーナツ/ジェラート

近畿初

奈良県初

○
○
○

オープン日
３月１８日（金）
３月１１日（金）
４月２８日（木）

○
○
○
○
○
○
○
○
○

改装店舗
1

ソユーゲームフィールド

アミューズメント

１Ｆ～３Ｆ 改装店舗：１店舗

改装店舗
1

イオンスタイル橿原

総合スーパー

新規店舗 １７店舗 （内、近畿初出店１店舗 奈良県初出店１４店舗）
移転店舗
４店舗
改装店舗
５店舗
合計 ２６店舗
※
※
※

オープン日が空白の店舗は全て４月２２日（金）オープンです。
「近畿」は奈良県・滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県・和歌山県を指します。
本資料に記載の内容はすべて４月７日現在のため、変更となる場合もございます。
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４月２０日（水）

