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マリノアシティ福岡 秋のリニューアル 

日本初 1・九州初 2・福岡初 3 を含む 15 店がオープン 
日本初！ジャパネットたかたリアルショップが登場 

 

マリノアシティ福岡では、16周年を迎える今秋、新店・改装含む15店のリニューアルを実施いたします。 

日本初の【ジャパネットたかた】リアルショップ、福岡初の【ポロ ラルフ ローレン ファクトリーストア】 

をはじめ、アウトドア、メンズアイテム、キッチン雑貨などバラエティ豊かな新店8店とリニューアル7店 

がオープン。幅広いジャンルのアウトレットショッピングをご提案いたします。 

 

新店・リニューアル店オープン 9/5 (月)～10/7(金)  
新店 8（日本初リアル店：1/アウトレット九州初出店：２/アウトレット福岡初出店：３） 

オープン日 店  名（上段が優先表記） 業 態 

9/5(月) 
コロンビアスポーツウェア 
Columbia Sportswear 

ファッション・アウトドア 

（メンズ・レディス） 
 

9/9(金) 
POLO RALPH LAUREN FACTORYSTORE 
ポロ ラルフ ローレン ファクトリーストア 

ファッション 

（メンズ・レディス） 
福岡初 

9/22(木祝) 
Fissler 
フィスラー 

調理器具・台所小物 福岡初 

9/24(土) 
ジャパネット レクリエーション ラボ 
Japanet Recreation Labo 

家電 

※一部アウトレット 
日本初 

10/7(金) 

ブラック＆ホワイト・アンパスィ 
Black&White・and per se 

ゴルフ 

メンズ・レディス 
九州初 

ete 
エテ 

ジュエリー・ 

アクセサリー・時計 
九州初 

ランバン コレクション /  
キャサリン ハムネット ロンドン シューズコレクション 

LANVIN COLLECTION /  

KATHARINE HAMNETT LONDON SHOES COLLECTION 

メンズシューズ 福岡初 

CITIZEN 
シチズン 

時計 

（レディス・メンズ） 
 

リニューアル店 7 

オープン日 店  名 業 態 

9/1(木) 

グリューセン アウトレット 
grüßen outlet 

キッチン雑貨 

Theory 
セオリー 

ファッション 

（メンズ・レディス） 

9/17(土) 
ABC-Cosme Store 
エービーシーコスメストア 

コスメ・雑貨 

10/7(金) 

Bag Factory 
バッグファクトリー 

バッグ 

帽子屋 OUTLET 帽子・雑貨 

LAUNDRY'S 
ランドリーズ 

メンズ・レディス・キッズ 

SAC'S BAR ANOTHER LOUNGE 
サックス バー アナザー ラウンジ 

バッグ 
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新店・リニューアル店の概要 

 
 
 
 
 
 

コロンビアスポーツウェア 
Columbia Sportswear 

＜ファッション（メンズ・レディス）・アウトドア＞ 

1938 年に生まれたコロンビアは、オレゴンの雄大な自然とアウトドア・

アクティビティを楽しむ人々とともに歩んできました。革新的で機能が

優れたアイテムからタウンを快適にするウェアまで、幅広いラインナッ

プを揃えています。 

［場所］アウトレット III 棟 2F 

 

 
 
 
 

POLO RALPH LAUREN 
FACTORYSTORE 

ポロ ラルフ ローレン 

ファクトリーストア 

アウトレット福岡初出店 

＜ファッション（メンズ・レディス）＞ 

ポロ ラルフ ローレンは東海岸の由緒あるアイビーリーグのアメリカン

カジュアルと、上品な英国流スタイルを融合させたモダンでプレッピー

ライフスタイルシンボルです。アイコニックなアイテムにモダンでエク

レクティックな要素を取り入れたルックは、クールでダイナミックな都

会にマッチします。 

［場所］アウトレット II 棟 1F 

 
 
 
 
 

Fissler 
フィスラー 

アウトレット福岡初出店 

＜調理器具・台所小物＞ 

170 年以上の歴史を持つドイツのデザイン性と機能性を持ち合わせたキ

ッチンウェアブランドとして世界中で愛用されています。ロングセラー

の圧力鍋をはじめ、フライパン、鍋、さらには工夫を詰め込んだ調理、

台所小物など、幅広い品揃えです。 

［場所］アウトレット II 棟 2F 

 
 
 
 
 

ジャパネット レクリエーション ラボ 
Japanet Recreation Labo 

日本初リアル店 

＜家電＞ ※一部アウトレット 

テレビ・ラジオ・チラシ・インターネットなどで商品を紹介しているジ

ャパネットたかたが日本初の店舗をオープン。商品のモニターレンタル

サービス（一部商品）や商品体験コーナー、簡易中継の観覧など、体験

型の店舗となっています。 

［場所］マリナサイド棟 2F 

 
 
 
 
 
 

 

ブラック＆ホワイト・アンパスィ 
Black&White・and per se 

アウトレット九州初出店 

＜ゴルフ メンズ・レディス＞ 

 “ブラック&ホワイト”は黒と白のテリアのマークが有名なゴルフウエ

ア。高品質で洗練されたウエアとして長く愛されています。また、&マー

クが象徴的な“アンパスィ”は、色彩豊かでスタイリッシュな新しいブラン

ドです。 

［場所］アウトレット III 棟 2F 

 
 
 
 
 

ete 
エテ 

アウトレット九州初出店 

＜ジュエリー・アクセサリー・時計＞ 

「Always,my favorite one.」いつも自分らしさを大切に。 

“ジュエリーをもっと自由に楽しんでいただきたい“という想いのもと、シ

ンプルな美しさを讃えながら、ひとさじの遊び心を添えたジュエリーを

展開します。 

［場所］アウトレット I 棟 2F 
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ランバン コレクション /  
キャサリン ハムネット ロンドン 

 シューズコレクション 
LANVIN COLLECTION /  

KATHARINE HAMNETT LONDON 

 SHOES COLLECTION 

アウトレット福岡初出店 

＜メンズシューズ＞ 

LANVIN COLLECTION のエレガントなドレスシューズをはじめ、

KATHARINE HAMNETT のビジネスやドレスカジュアル、遊び心満載な

レザースニーカーまで、オンオフ全てのシーンでお使い頂ける靴を取り

揃えています。 

［場所］アウトレット I 棟 1F 

 
 
 
 

CITIZEN 
シチズン 

＜時計（レディス・メンズ）＞ 

電池交換不要で人気のエコ・ドライブウォッチや、さらに時刻修正不要

のエコ・ドライブ電波時計などをアウトレットプライスでご提供する、

「CITIZEN」直営店です。 

［場所］アウトレット III 棟 1F 

 
 
 
 
 

グリューセン アウトレット 
grüßen outlet 

＜キッチン雑貨＞ 

デザイン性、機能性に優れた欧米ブランドのライフスタイルツールを直

輸入、さらにオリジナルキッチンアイテムや体重計・キッチンスケール

を企画し販売する会社直営店のアウトレットショップです。 

［場所］アウトレット I 棟 1F 

 
 
 

 

Theory 
セオリー 

＜レディス・メンズ＞ 

サイズ展開が豊富な「theory luxe」を大きく展開し、リニューアル。 

より多くの年齢層のお客様にフィットする商品構成で生まれ変わりま

す。 

［場所］アウトレット II 棟 1F 

 
 
 
 
 
 

ABC-Cosme Store 

エービーシーコスメストア 

＜コスメ・雑貨＞ ※移転リニューアル 

テーマは All（オール）Beauty（ビューティ）Collection（コレクショ

ン）。話題の人気国内ブランド等、すべての女性の「キレイになりたい！」

を叶えるコスメティックセレクトショップです。 

 自然派化粧品ブランド「Bellespiani(ベルスピア二)」から生まれたワ

ンランク上のブランド「BELLES by Bellespiani」の取り扱いが新たに

始まり、マリノア店限定で 30%～50%OFF 価格でお求めいただけます。 

［場所］アウトレット II 棟 1F 

 
 
 

Bag Factory 
バッグファクトリー 

＜バッグ＞ 

店内は、ウッディなイメージで温かみのある雰囲気に一新！メンズ、レ

ディスの最新トレンドファッションからビジネスバッグ、スーツケー

ス、道具入れとして使える本物志向の鞄まで取り揃えたライフスタイル

提案型のお店です。リニューアル後は、男女共に使えるカジュアルバッ

グをより多く取り揃えます。 

［場所］アウトレット I 棟 1F 

 
 
 
 
 
 
 

帽子屋 OUTLET 

＜帽子・雑貨＞ 

インポート、オリジナル、スポーツ、カジュアル、ブランド物など、多

種多様な要望に答えてくれる、帽子専門のアウトレット店です。 

［場所］アウトレット I 棟 2F 
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LAUNDRY'S 
ランドリーズ 

＜メンズ・レディス・キッズ＞ 

POP な店舗にリニューアルしました！ 

Laundry is Fun 

キュートでエスプリの効いたグラフィック、こだわりのあるクールなア

クセント。 

T シャツをメインとしたベーシックなアイテムに遊び心をプラスし

Laundry の Fun の世界を広げていきます。 

［場所］アウトレット II 棟 2F 

 
 
 
 

SAC'S BAR ANOTHER LOUNGE 
サックス バー アナザー ラウンジ 

＜バッグ＞ 

メンズ・レディスのバッグ・小物やトラベルケースと幅広く展開する【サ

ックスバーアナザーラウンジ】がリニューアル。 

店舗入り口を広くとり、よりお客様に見やすい空間づくりを行いまし

た。お財布等の小物も充実し、ギフト需要など幅広い使い方ができる総

合セレクトショップです。 

［場所］アウトレット III 棟 1F 

 


