
                               
 
 

NEWS RELEASE 
２０１５年１月２７日 

株式会社 ニトリホールディングス 

各  位 

 

 

＜ 今春オープン予定 ＞  

 

 ニトリモール宮崎 施設詳細について  

 
大型専門店を含む、全１５店舗が出店  

 

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役 似鳥昭雄）が、宮崎市源藤町に今春オープンを 

予定している 『ニトリモール宮崎』（以下「当モール」）の施設詳細についてお知らせいたします。 

当モールは、宮崎交通の源藤車庫跡地を再開発し、隣接するニトリ宮崎店（２０１２年４月開業）と一体的な商業 

施設として建築を進めております。当モールは、平面駐車場の周囲に店舗を配置した「オープンモール型」を採用、 

目的の店舗近くに駐車でき、短時間でお買物を済ませられる便利なモールを目指しております。 

 

■ 多彩なテナント構成 

 

１．核店舗 核店舗として、株式会社アルペン（名古屋市中区）の運営する大型スポーツ専門店である、

「スポーツデポ」が、宮崎市内に初出店いたします。同社のゴルフ専門店業態の「ゴルフ５」を

併設し、スポーツを楽しむためのあらゆる商品が集まる、地域最大級のスポーツ専門店です。

「ニトリ」とともに当モールの核店舗となります。 

 

 

 

２．準核店舗 準核店舗として、株式会社ファーストリテイリング（山口県山口市）グループのカジュアルブランド

「ユニクロ」が、宮崎県内初となる大型店舗を出店いたします。また、同グループの姉妹ブランドの

「ジーユー」も出店、日本発のファストファッションが低価格でお楽しみいただけます。 

 

 

３．スーパーマーケット 

ニトリモールでは初めてとなるスーパーマーケットとして、株式会社エーコープみやざき（宮崎市花

ヶ島町）が、初の商業施設出店で新業態店舗となる「Ａコープオランヴェル」の一号店を出店。

ＪＡグループの強みを活かし、県内農産物を中心に地産地消への取組みを強化した店舗です。 

 

 

 

４．専門店 宮崎県内初出店の「ＡＯＫＩ」をはじめ、「Ｒｉｇｈｔ-ｏｎ」「ＡＢＣ-Ｍａｒｔ」「ザ・ダイソー」「眼鏡市場」の

各店が出店いたします。  

５．飲食・サービス 

宮崎県内初出店の「くら寿司」をはじめ、「サンマルクカフェ」「スタジオアリス」「美容プラージュ」の

各店が出店いたします。 

 



■ 施設外観イメージ 

●施設全景イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●テナント棟各棟イメージ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 出店店舗のご紹介   

 

①スポーツデポ （スポーツ用品） 

国内最大級の巨大スポーツショップ「スポーツデポ」が、宮崎市に

オープン！スポーツ中心のライフスタイルを楽しむ全てのお客様に

ご満足いただける、そしてそんなファミリーが一緒に納得できる商品に

オールシーズン巡り合える、最高にクールな「スポーツの街」。 

 

 

 

 

それがスポーツデポ。笑顔溢れるスポーツライフを応援いたします。  

 

②ゴルフ５ （ゴルフ用品） 

ゴルフ５はゴルフ専門店として、初心者から中級、上級者層全ての

ニーズにお応えするため、より幅広く、奥行きのある品揃え、良質な

商品を、専門化されたスタッフのアドバイスとともに、お値打ち価格で

提供しております。また、データ計測器を完備した試打コーナーや中古

クラブコーナーを併設し、お客様のご来店をお待ちいたしております。 

 

 

 

 

 

 

③ユニクロ （ファッション） 

ユニクロは、あらゆるお客様の生活をより快適に変えていく、高品質で

ファッション性のある服を取り揃えております。着ていて心地よい、シンプ

ルでありながら、質のいいベーシックカジュアルが特長です。お客様に

お買物を楽しんでいただけるよう、色柄豊富な品揃えと開放的な店舗

づくりを心がけております。 

 

 

 

 

 

 

④ジーユー （ファッション） 

ジーユーは、価格を気にせず「ファッションを、もっと“自由”に」楽しめる

ブランドです。いま欲しい最旬のファッションを驚きの低価格でお届け

します。当店ではＷＯＭＥＮ、ＭＥＮ、ＫＩＤＳの商品をグッズまで取り揃え

ておりますので、ぜひジーユーで、「ファッションを“自由”に」 お楽しみ

ください。 

 

 

 

 

 

 

⑤Ａコープオランヴェル （スーパーマーケット） 

エーコープみやざきの新しいお店「Ａコープオランヴェル」が誕生します。

店名の由来は、仏語の「オランジュ（太陽）」と「ヴェルトゥ（緑）」の造語

で、「太陽と緑の恵み」を表します。私たちは今まで以上に地産地消に 

こだわり、宮崎の太陽をたっぷりと浴びて育った、安心・安全な農畜産

物をご提供します。どうぞご期待ください。 

 

 

 

 

 

 



⑥ＡＯＫＩ （ファッション）                  ⑦Ｒｉｇｈｔ-ｏｎ （ファッション） 

大人から子どもまで選べるジーンズの量が自慢!!

さらに、ジーンズとの相性ぴったりのトップスも、

多数ご用意しています。 

県内初出店となるＡＯＫＩは、メンズ＆レディースの

スーツ・フォーマル・カジュアルを取り揃える、

衣料品専門店。ライフ 

 

 

 

ご家族でお買物できる シーンを輝かせる  

お店です。 スタイリングをご提案  

します。  

 

⑧ＡＢＣ-Ｍａｒｔ （シューズ）                ⑨ザ・ダイソー （バラエティショップ） 

 インテリアから便利グッズ、消耗品まで、バラエ

ティ豊かに取り揃えております。きっとあなたの欲

しいものが、 

足元からライフスタイル＆トレンドの２つの視点で

セレクトされた靴を多数ご用意しております。

あなたの欲しい 

 

 

 プチプライスで アイテムがきっと 

 見つかります。 見つかります!! 

 ぜひお越しください。 

 

⑩眼鏡市場 （眼鏡・サングラス・補聴器・コンタクト）  ⑪くら寿司 （回転寿司） 

 宮崎県初出店！くら寿司では、全食材から四大添

加物を除去しました。５皿に１回ゲームが楽しめ

る、「ビッくらポン！」など 

眼鏡市場は、３０種類のレンズから自由に選べて、

レンズ付メガネ一式１６，２００円（税込）から。ＡＬＯＯＫ

はアパレルメガネ、 

 

 

 を導入、安心・快適な 薄型レンズ付一式で 

 空間づくりに取り組んで ５，４００円（税込）から 

 います。 ご提供いたします。 

 

⑫サンマルクカフェ （カフェ）               ⑬こども写真城 スタジオアリス （写真館） 

『写真は未来の宝物!!』 お宮参り・百日・七五三に

お誕生日…。お子様の成長とご家族の大切な

記念日、その瞬間を 

焼きたてパンと、一杯だての珈琲のあるひとときを。

大人気のチョコクロシリーズをはじめ、店頭で焼き

上げるあつあつのパン。 

 

 

 

未来に残すお手伝いを 毎月変わる新商品を  

いたします。 ぜひご賞味ください。  

 

 

⑭美容プラージュ （美容室） 

『親切丁寧待たずにできる店』 理美容業界年商

№１と６２０の店舗数を誇り、さらに展開し続けま

す。感謝の気持ちを 

 

 

 

 

 

込めたリーズナブルな 

価格で、良い技術と 

サービスをご提供します。 



■ ニトリモール宮崎 出店テナント一覧  

 

店 舗 名 業 種 企業ＨＰ トピックス 

①スポーツデポ スポーツ用品 
http://www.alpen-group.jp/shop

/sports-depo.html 
宮崎市内初出店 

②ゴルフ５ ゴルフ用品 
http://www.alpen-group.jp/shop

/golf5.html 
 

③ユニクロ ファッション http://www.uniqlo.com/jp/ 宮崎県内初の大型店舗 

④ジーユー ファッション http://www.gu-japan.com/  

⑤Ａコープオランヴェル スーパーマーケット http://www.acoopmz.com/ 商業施設初出店 新業態店舗

⑥ＡＯＫＩ ファッション http://www.aoki-style.com/ 宮崎県内初出店 

⑦Ｒｉｇｈｔ‐ｏｎ ファッション http://right-on.co.jp/  

⑧ＡＢＣ‐Ｍａｒｔ シューズ http://www.abc-mart.net/shop/  

⑨ザ・ダイソー バラエティショップ http://www.daiso-sangyo.co.jp/  

⑩眼鏡市場 
眼鏡・サングラス 

補聴器・コンタクトレンズ
http://www.meganeichiba.jp/  

⑪くら寿司 回転寿司 http://www.kura-corpo.co.jp/ 宮崎県内初出店 

⑫サンマルクカフェ カフェ 
http://www.saint-marc-hd.com 

/cafe/ 
宮崎市内再出店 

⑬こども写真城 

スタジオアリス 
写真館 

http://www.studio-alice.co.jp 

/index.php 
 

⑭美容 プラージュ 美容室 
http://job-gear.jp/plage 

/index.htm 
 

⑮ニトリ 家具・インテリア http://www.nitori.co.jp/ ２０１２年開店 営業中 

 

上記 15 テナントのほかに、モール内にＡＴＭ（現金自動預け払い機）コーナーを設置いたします。 

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、ＪＡバンクの各銀行のＡＴＭサービスをご利用いただけます。 

 



■ ニトリモール宮崎の施設概要  ※ニトリ宮崎店を含めた値です 

施 設 名 称 ニトリモール宮崎              ※正式名称となります 

所 在 地 宮崎県宮崎市源藤町東田４５４番地  ※正式住所となります 

敷 地 面 積 約５２，７００㎡ （約１５,９４２坪） 開発道路に供する面積を含む 

  内、ニトリ宮崎店 約８,６００㎡ （約２，６０２坪） 

商業施設面積 約２０,７００㎡ （約６,２６２坪）  一部倉庫等に供する面積を含む 

  内、ニトリ宮崎店 約６,７６０㎡ （約２,０４５坪） 

店  舗  数 １５店舗 

駐  車  場 約９００台  利用料/無料 

駐  輪  場 約２８０台  内、バイク専用 約２０台  利用料/無料   

建 物 設 置 者 株式会社 ニトリホールディングス、株式会社 ニトリ 

建 物 設 計  株式会社 Ｔ＆Ｎ北海道設計事務所 （一部を除く） 

建 築 施 工 株式会社 坂下組 宮崎本社     （一部を除く） 

 

■ 地図 
●広域図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●近隣図

 

 

 

 

 

当リリースに対するお問合せ先 

 

株式会社ニトリホールディングス 東京本部 広報部  
 

TEL：03（6741）1213（担当：溝口） 
 


