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福岡地所株式会社
マリノアシティ福岡事業所

マリノアシティ福岡 ２０１３年秋の新店

アウトレット新店１０ ［西日本初１・九州初５］
リニューアル７店が９～１０月オープン
福岡地所株式会社（本社:福岡市博多区 代表取締役 石井 歓）が運営する、アウトレットモールを中心とし
た商業施設「マリノアシティ福岡」は、２０１３年秋に全１７店のリニューアルを実施いたします。
今秋のリニューアルでは、ビジネスパーソンに人気の高い「ザ スーツカンパニー」や、アンダーウェア「ピーチ・
ジョン」など、評価の高いファッションアウトレットのカテゴリ拡大に加え、アウトドアブームを踏まえたアウトドアア
ウトレット（「Ｏｐ」「デサント」「ロゴス」）の強化、主婦層を中心としたファミリーに対応したキッチン＆ライフスタイ
ルカテゴリの更なる充実（「たち吉」「ジョゼフジョゼフ バイ グリューセン」「サンクゼール」）を図ります。
バラエティ豊かな西日本初アウトレット１、九州初アウトレット５店を含む新ショップ１０店と、リニューアルシ
ョップ７店の計１７店にぜひご期待ください。
店 舗 名

９月１日(日)オープン

業 態

内

容

リニューアル店 【１】
●リニューアル店 【アウトレットⅡ棟１Ｆ】

ＩＮＥＤ/ＬＥ ＳＯＵＫ/ｅｆ-ｄｅ/
ＣＬＥＡＲ ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮ
イネド/ルスーク/エフデ/
クリアインプレッション

９月７日(土)オープン

アウトレット
期間限定

レディス

装いを新たにリニューアルオープン！
フランドルの人気ブランドの商品が『アウトレット価格』での
品揃え！エレガンス、フェミニン、オケージョンをはじめ幅
広く取り揃えます。

リニューアル店 【１】
●リニューアル店 【アウトレットⅠ棟１Ｆ】
アウトレット

キッチン雑貨

Ｔ-ｆａｌ Ｏｕｔｌｅｔ Ｓｔｏｒｅ
ティファールアウトレットストア

９月１３日(金)オープン

装いを新たにリニューアルオープン！
世界初の「こびりつかない」ノンスティック加工フライパン
を発明、世界約１５０カ国で愛されている調理器具・小
型家電ブランド「Ｔ-ｆａｌ」のアウトレットショップです。

新店 【４】 リニューアル店 【４】
○新店 【アウトレットⅠ棟１Ｆ】
[九州唯一]

Ｋｉｐｌing
キプリング

アウトレット

バッグ

１９８７年にベルギーで誕生以来、世界２６０以上の直営
店で、機能的なソフトナイロンバックを中心に展開。豊富
なカラーバリエーションと、モンキーチャームが特徴で
す。

○新店 【アウトレットⅡ棟２Ｆ】
[九州初]
アウトレット

ＦＵＳＥＮＵＳＡＧＩ ＯＵＴＬＥＴ
フーセンウサギ アウトレット

ベビー
キッズ

９０年以上の歴史あるフーセンウサギのベビー・子供服
をアウトレット価格にて提供いたします。「ＮＩＫＥ」「ＯＬＩＶＥ
ｄｅｓ ＯＬＩＶＥ ＤＯＬＬ」「ＣＥＬＥＣ」などの有名ブランドの
人気アイテムを豊富に揃えます。
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○新店 【アウトレットⅡ棟２Ｆ】
ＰＥＡＣＨ ＪＯＨＮ
ＴＨＥ ＳＴＯＲＥ ＯＵＴＬＥＴ
ピーチ・ジョン・
ザ・ストア アウトレット

[九州初]
アウトレット
期間限定

レディス
アンダーウェア

「元気・ハッピィ・ＳＥＸＹ」をコンセプトに、ランジェリーのほ
か、洋服・小物・コスメなど、女の子の生活をトータルに
彩るアイテムを展開。キレイになりたい、かわいくなりたい
女の子を応援します。

○新店 【アウトレットⅢ棟２Ｆ】

ＣｏｌｕｍｂｉａＳｐｏｒｔｓｗｅａｒ
コロンビアスポーツウェア

アウトレット
期間限定

メンズ
レディス
キッズ

１９３８年にアメリカ・オレゴン州ポートランドで誕生したア
ウトドアブランド。様々なアウトドアスポーツに対応した機
能を備えた、本格的なアイテムからタウンフィールドを快
適にするウェアまで幅広いラインナップを揃えておりま
す。
●リニューアル店 【アウトレットⅠ棟１Ｆ】

ｃｃｉｌｕ ｓｈｏｐ
チルショップ

アウトレット
期間限定

シューズ

装いを新たにリニューアルオープン！
独自の素材ｃｃｉｌｕｃｅｌｌ（チルセル）を使用した、新感覚の
リラックスシューズ「ｃｃｉｌｕ」の専門ショップ。今までにない
履き心地です。
●リニューアル店 【アウトレットⅡ棟２Ｆ】

Ｆｕｋｕｓｕｋｅ Ｏｕｔｌｅｔ
フクスケ アウトレット

アウトレット

アンダーウエア

高い技術力とデザイン力から企画・生産されたレッグ・イ
ンナーウェアのオリジナルブランド商品や、国内外の有名
ブランドのライセンス商品をアウトレット価格にて提供して
おります。
●リニューアル店 【アウトレットⅡ棟２Ｆ】

Ｍｏｔｈｅｒ ｇａｒｄｅｎ ＆
PETＰＥＴ ＰＡＲＡＤＩＳＥ
マザーガーデン アンド
ペットパラダイス

アウトレット

ドッグファッション
なごみ雑貨
知育玩具

装いを新たにリニューアル！
なごみ雑貨＆知育玩具専門店「マザーガーデン」とドッ
グセレクトファッション専門店「ペットパラダイス」のＷ-ＳＨ
ＯＰ。今回のリニューアルにて、「ペットパラダイス」のアウ
トレット商品の取扱いを開始します。
●リニューアル店 【アウトレットⅡ棟２Ｆ】

アウトレット

エスニック雑貨

ＭＡＲＡＩＫＡ
マライカ

１０月１１日(金)オープン

アジア・アフリカ・中南米の民芸品・アクセサリー・衣料
品・家具のお店。ビギナーズライクなものからコレクターを
も唸らせるマニア向けのものまで幅広い層に指示される
エスニックショップです。

新店 【６】 リニューアル店【１】
○新店 【アウトレットⅠ棟２Ｆ】

ＴＨＥ ＳＵＩＴ ＣＯＭＰＡＮＹ
ＳＰＡ ＯＵＴＬＥＴ
ザ・スーツカンパニー
エスピーエー アウトレット

[西日本初]
アウトレット

メンズ
レディス

ＴＨＥ ＳＵＩＴ ＣＯＭＰＡＮＹ西日本初のアウトレットショッ
プ。メンズ・レディスのビジネスアイテムが充実。都心を中
心に展開中のセレクトショップ「ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＬＡＮＧＵ
ＡＧＥ」の商品も一部取扱います。
ＴＨＥ ＳＵＩＴ ＣＯＭＰＡＮＹのアウトレットは、西日本初。
東京上野の本社ビル以外の初出店となります。

○新店 【アウトレットⅠ棟１Ｆ】
[九州初]
アウトレット

ＪｏｓｅｐｈＪｏｓｅｐｈ
ｂｙ gruessen
ジョゼフジョゼフ
バイ グリューセン

キッチン雑貨

イギリスのキッチンツールをリードする「ジョゼフジョゼフ」
をはじめ、デザイン性、機能性に優れた製品を世界中か
ら集めたライフスタイル雑貨のブランド専門ショップのアウ
トレット店です。
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○新店 【マリナサイド棟２Ｆ】
[九州初]
たち吉
ＴＡＣＨIＫIＣＨI

アウトレット

キッチン雑貨

たち吉のアウトレットが九州に初出店します。お箸・お茶
碗・お椀、その他楽しい食卓を作り出すアイテムが勢揃
い！手ぬぐい・ふきん・がま口など暮らしを彩る和雑貨が
いっぱいです。
●リニューアル店 【アウトレットⅢ棟２Ｆ】

Ｏｐ
オーピー
（オーシャンパシフィック）

アウトレット

メンズ
レディス
キッズ

テーマは、“カリフォルニア ライフスタイル”。夏＝水着、
冬＝スノーボードウェアを中心に、アクティブなファミリー
層へ向け、その時々のトレンドを取り入れたトータルコー
ディネートを提案します。

○新店 【マリナサイド棟２Ｆ】
Ｓｔ. Ｃｏｕｓａｉｒ
Ｆａｃｔｏｒｙ Ｏｕｔｌｅｔ
サンクゼール・
ファクトリー アウトレット

アウトレット

グロッサリー

全国で人気のサンクゼールアウトレット店が福岡初上
陸！ジャムやワイン他定番のオリジナル商品をはじめ、
アウトレット店だけでしか購入できないお得な商品も多数
取り扱っております。

○新店 【アウトレットⅢ棟２Ｆ】
[九州初]
ＤＥＳＣＥＮＴＥ
ＯＵＴＬＥＴＳＴＯＲＥ
デサント アウトレットストア

アウトレット

アウトレット

ＬＯＧＯＳ ＳＨＯＰ
ロゴスショップ

メンズ
レディス

メンズ
レディス
アウトドアグッズ

様々なスポーツシーンを創造する株式会社デサントが、
「デサント」「ルコックスポルティフ」「アリーナ」など複数の
ブランドを集めて展開するスポーツウェアショップです。

○新店 【アウトレットⅢ棟２Ｆ】
ロゴスブランドを中心にＢＢＱ、テント泊などのキャンプ・登
山用品からアパレルまでニーズに合ったアウトドアライフ
をご提案します。

以 上

本件に関するお問い合わせは
マリノアシティ福岡管理事務所広報／TEL：092-892-8705 FAX：092-892-8702
福岡地所株式会社 社長室 広報／TEL：092-272-2787 FAX：092-272-5553
一般のお客さまからのお問い合わせは
マリノアシティ福岡 TEL：092-892-8700 URL http://www.marinoacity.com/

