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２ ０ １ ９ 年 ５ 月 ９ 日 

イ オ ン 九 州 株 式 会 社 

イオンストア九州株式会社 

い ち ご 株 式 会 社 

株 式 会 社 宮 交 シ テ ィ 

ライフスタイルに寄り添った、いつも訪れたくなる空間へ 

５月２４日（金）９：００イオン南宮崎店 

先行リニューアルオープン 
 宮交シティショッピングセンターは１９７３年１１月に当時ダイエー宮崎店（現イオン南宮

崎店）を核店舗とした宮崎県では初めてとなる大型商業施設としてオープンし、今年で４６年

目を迎えます。宮崎交通バスセンターを擁し、ＪＲ南宮崎駅から徒歩２分と交通アクセスに恵

まれ、これまで多くのお客さまにご利用いただいております。立地する大淀川南部は宮崎県内

でも数少ない人口増加エリアで、単身世帯と２人世帯が増加傾向にあり、１キロ商圏内の世帯

構成は単身世帯と２人世帯が約８割を占めています。世代別構成比は３０代が２６．９％、５

０代が２８％とほぼ同じ割合であることから、今回のリニューアルでは、これまでご愛顧いた

だいている５０代以上のお客さまへ加え、購買や消費意欲の高い３０～４０代を新規ターゲッ

トとして、「第三の空間」を意識した店づくりを行ってまいります。 

宮交シティは、顧客体験価値を高めるブランド・アイデンティティの確立を目指したリブラ

ンディングを本年１１月の創業祭に向けて計画しており、ライフスタイルと日常づかいをテー

マに「気軽に行ける宮交シティ＆イオン南宮崎店」として生まれ変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アポロの泉 リニューアル後イメージ図 
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～あなたの宮崎一番店へ ５月２４日先行オープン イオン南宮崎店～ 

■新規ターゲットも満足する品揃え・着こなしをご提案！衣料品売場■ 

 

２階衣料品売場では、３０代から４０代を新たなターゲットとしてイオンのプライベート

ブランド「トップバリュ ピースフィット」を始め、機能性や肌触り・サイズ・カラーにこだ

わった肌着、靴下、リラクシングウエアなどのインナー商材を中心に、高品質な商品をお手

頃価格でご提供いたします。またベーシック、そしてカジュアルな品揃えながらも、ファッ

ショントレンドを意識したトータルコーディネイトにより、日々の暮らしを豊かに過ごすご

提案をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■簡単便利ですぐに食べられる！ミールソリューション提案の食品売場■ 

 

 １階食品売場では、「コンパクトで快適なお店」・「健康」をキーワードに、ご利用いただく

お客さまへ新しい価値を提供いたします。単身世帯が多い特性から、簡単で便利に食事を準備

する提案として、温めるだけで食べられるレディミールや下ごしらえが完了している加工品な

どの品揃えを強化いたします。また地元で採れた新鮮野菜を取り扱う農産市場を導入いたしま

す。健康志向への対応としてイオンのプライベートブランド「グリーンアイオーガニック」、

１０９種類の添加物や原材料に配慮した「グリーンアイフリーフロム」や減塩、糖質オフ、ア

レルギー対応商品の品揃えを充実いたします。 

 

■幅広い世代へ美と健康の新提案！化粧品売場■ 

 

１階化粧品売場では、お客さまに「一番寄り添う」美と健康の拠点として、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。今回新しくオーガニック原料を使用した自

然派コスメコーナーを導入することで、ナチュラル志向のお客さまのご要望にお応えいたしま

す。 
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■館内共用部デザインは著名建築デザイナーを起用■ 

 

 宮交シティは、館内環境とサイン計画に、『話題のショップをつくる注目の空間デザイナ

ー・建築家１００人の仕事』（パイインターナショナル刊）に選定されたデザイナー、株式会

社トサケン（本多健介代表取締役社長、登坂貴之代表取締役）を起用。宮交シティの最大の特

徴であるアポロの泉を象徴的な空間とし、壁面を木に、床を人工芝とする事で、子どもからお

年寄りまでが幅広く、日常的に利用できる、公園のような居心地の良い場所へとデザインしま

した。この場所が宮交シティとイオン南宮崎店をつなぎ、施設全体としての回遊性を促してい

ます。また、共用部の天井照明を明るくすることで、 施設全体としての賑わいを演出してい

ます。 

 

 

～ライフスタイルを彩るヒントがたくさん！１３の新規専門店～ 

３月２１日（木）オープン 

■中国厨房『福満楼』■ 

 

 地元の人気店で腕を振るってきた本場中国出身 

オーナーシェフが作る本格北京料理をご賞味ください。 

 

３月２３日（土）オープン 

■お子さまからご年配の方までトータルサポート『メガネのヨネザワ』■ 

  

 お得なセット商品から福井県鯖江産のメガネま

でお客さまの生活スタイルにあわせたメガネのご

提案をいたします。補聴器、コンタクトも取り扱

っており、認定眼鏡士の資格保持者も在籍。安心

してご相談ください。 

 

４月２６日（金）オープン 

■オールベネフィットストア『ORBENE』■ 

 

 お客さまのニーズを満たすベネフィット（喜

び）を提供する編集型ストア。上品で洗練された

フェミニンスタイルをリーズナブルにご提案いた

します。 



4 

 

５月２４日（金）オープン 

■１００円雑貨の専門店『セリア』■ 

  

日常を彩る、おしゃれでかわいいモノに出会え

る「１００円雑貨の専門店」。明るくゆったりとし

た店内に、見ているだけでワクワクする雑貨があ

ふれています。生活雑貨の豊富なラインアップは

もちろん、手づくり素材も驚きの充実度。プチＤ

ＩＹやリメイクも気軽に楽しめるなど、暮らしを

彩る、小さな幸せがいっぱいのお店です。 

  

■くらしのパートナーへ。『ベスト電器』■ 

  

九州を基盤として全国に展開する大型家電専門

店。専門資格を取得した家電のスペシャリスト

が、お客さまの暮らしに最適な家電をご提案いた

します。リフォームやオール家電など、お家のこ

となら何でもご相談ください。 

 

■炭火焼きステーキは厚切りレアーで召し上がれ！『いきなり！ステーキ』■ 

 

「いきなり！ステーキ」はお値打ち価格の本格

ステーキをお客さまの目の前でご注文のサイズに

カットし、そのまま炭火で焼きあげる斬新なスタ

イルのお店です。厚切り本格ステーキをオリジナ

ルソースで、肉の旨みをご堪能ください。「厚くカ

ットした厚切り肉を、炭焼で香りを乗せながらレ

アーで食べるのが一番！」 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

６月下旬オープン 

■宮崎初出店！『TSUTAYA BOOKSTORE』本＋カフェでくつろぎ空間■ 

 

 「ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ宮交シティ」は、『地域に寄りそい、人と人が出会い

繋がる場所』をコンセプトに、ＰＯＰＵＰストア・ワークショップ・セミナー会場として利用

できるイベントスペースや、家族で楽しめるキッズエリアを設けています。 

 地域コミュニティーの拠点として、自分らしい生活のヒントがあり、地元のお客さまが、も

っと宮崎を好きになる、そんな＂地域に根ざした生活提案型書店＂を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『ａmｂｉｅｎｃｅ』（アンビエンス）■ 

  

「環境や雰囲気」という意味のあるａｍｂｉｅ

ｎｃｅ（アンビエンス）は、お客さまの暮らしに

寄り添うような、雑貨やお洋服をセレクトしてい

ます。さまざまなシチュエーションでの贈り物に

も選んでいただけるラインアップはもちろん‟自分

へのご褒美‟も見つけに来てください。 
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■人気のタピオカティーや薬草ゼリーなど本格派台湾スイーツ『茶月譚』■ 

  

台湾由来の素材にこだわった台湾風のお汁粉や

かき氷、また「小吃（シャオツー）」と言われる小

籠包や一品料理などをお出ししております。お飲

み物は、タピオカミルクティーや香りのよい烏龍

茶などをご準備しております。ゆっくりとくつろ

げる空間の中で、安らぎのひと時をお楽しみくだ

さい。 

 

■福岡発！『天ぷら北里』■ 

  

アツアツの天ぷらが、次々と目の前に。博多式

の天ぷら屋「天ぷら北里」国内３号店（予定）が

宮崎にやってきます。改良を重ねた油でサクッと

揚げた北里の天ぷらは、カロリー控えめ。からだ

にも嬉しい天ぷらを「天ぷら北里」は宮崎の皆さ

まにお届けいたします。 

 

 

７月上旬オープン 

■『朋夢しんきゅう治療院』■ 

 

 わたし達の体は月の満ち欠けのように日々変化 

しています。そんな月が太陽に照らされて輝くよ 

うに、あなたの体への光となる施術をめざします。 

「朋夢（ほーむ）」には、あなたと朋に体改善の 

夢を実現したいという思いが込められています。 

アットホームは空間で施術を受けた体が、あなた 

のホームグランドで夢につながりますように。 
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８月中旬オープン 

■宮崎初出店！世界の『ＰＯＷＥＲ ＨＯＵＳＥ ＧＹＭ』が宮崎に上陸■ 

 

 西の横綱のＧＯＬＤ ＧＹＭ、東の横綱はＰＯＷＥＲ ＨＯＵＳＥ ＧＹＭと言われており、

１９７５年にニューヨークデトロイトで誕生しました。ＰＯＷＥＲ ＨＯＵＳＥ ＧＹＭ 宮崎

はハンマーストレングスを日本一ラインアップ！そのほか、宮崎初の女性専用の暗闇スタジオ

や子供の空手教室、アーユルヴェーダサロン、タンニングマシンルームを完備しています。初

心者からプロアスリートまで対応可能な西日本最大級フリーウエイト、マシンエリアなど充実

した設備とサービスを完備し、８月中旬堂々オープンいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■名人がつくる、昭和のチキン南蛮。ここに復活。『おぐらきんなべ』■ 

   

宮崎を代表する郷土料理「チキン南蛮」。長年、チキン南蛮を作り続けた名人によって、老

舗の味・昭和の味がここに復活。素材にこだわり、無添加にこだわって、手間暇かけて作り

ました。甘酢とタルタルソースが絶妙な、あの頃の味をどうぞお楽しみくださいませ。 
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～宮交シティショッピングセンター専門店リスト～ 

宮交シティショッピングセンター専門店リスト１階 

 業種 店名 備考 

１ シューズ（メンズ・レディス） ＡＢＣ－ＭＡＲＴ   

２ リラクゼーション 足縁 移転 リニューアル 

３ お土産品 ＢＵＳコンビニ   

４ 各種保険代理店 夢ほけんダック   

５ カラー＆ヘッドスパ エラシースポット   

６ 宝飾・アクセサリー エステール 移転 リニューアル 

７ 和・洋菓子・ケーキ お菓子の専門店 ゴローズ   

８ パワージュエリー ザ・グリーンターラ   

９ レディス ｇｒｏｖｅ  リニューアル 

１０ 生活雑貨・化粧品 ハビタ   

１１ やきとり・惣菜の持ち帰り 市兵衛   

１２ パン ＩＭＩＬＵ   

１３ 生花 フラワープラントＪＵＮ   

１４ コーヒー豆、輸入食材、ワイン、チーズ カルディコーヒーファーム   

１５ レディス クローカ   

１６ ヨガスタジオ ロイブ   

１７ ドーナツ ミスタードーナツ 移転 リニューアル 

１８ ステーキ いきなり！ステーキ 新規 ５月２４日オープン 

１９ 旅行代理店・バス案内 宮交シティバスセンター・宮交観光   

２０ レディス ＯＲＢＥＮＥ 新規 ４月２６日オープン 

２１ メンズ・レディス ＰＩＮ－ＵＰ  リニューアル 

２２ レディス プレデフランセメゾン   

２３ 理美容室 ＱＢハウス   

２４ バック・アクセサリー サックスバー 増床 リニューアル 

２５ レディス・キッズ ＳＨＯＯ・ＬＡ・ＲＵＥ   

２６ 宝くじ・ロト 宮交シティチャンスセンター   

２７ シューズ（メンズ・レディス） 靴のテヅカ  リニューアル 
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２８ メガネ・補聴器 メガネのヨネザワ 新規 ３月２３日オープン 

２９ ハガキ・切手・郵便・年金・保険 宮交シティ内郵便局   

３０ 行政書類・住民票 市民サービスコーナー   

３１ クリーニング クリーニングショップ富士 ☆  

３２ 合鍵・靴修理・リペア・印鑑・ゴム印 川越商店キーコーナー ☆  

３３ レディス Ｇｒｅｅｎ ｐａｒｋｓ ｔｏｐｉｃ ☆  

３４ レディス Ｈｏｎｅｙｓ ☆増床 リニューアル 

３５ 整骨院 ひむか整骨院 ☆  

３６ お茶・椎茸・茶器 お茶の芳香園 ☆  

３７ お好み焼き・たこ焼き・焼きそば お好み焼きの銀志朗 ☆  

３８～

４５ 

 

ＡＴＭ イオン銀行、東京スター銀行 

宮崎銀行、宮崎太陽銀行 

九州労働金庫、宮崎都城信用金庫 

高鍋信用金庫、ゆうちょ銀行 

☆  

宮交シティショッピングセンター専門店リスト２階 

 業種 店名 備考 

４６ レディス ａｄｉｋ 増床 リニューアル 

４７ レディス アモール   

４８ メンズ・レディス ＣＬＯＴＨＥＳ ＣＡＳＴＬＥ   

４９ レディス ＣｏＣｏ Ｌｏｎｄ   

５０ 女性専用フィットネス カーブス   

５１ 中華料理 福満楼 新規 ３月２１日オープン 

５２ カレー 味のガンジス   

５３ レディス ギャルフィット・リジェイ   

５４ 和食（そば・うどん） 萩之茶屋   

５５ レディス 糸美屋   

５６ レディス・バック ＬｉＬｙ 移転 リニューアル 

５７ 生活雑貨 ママイクコ   

５８ レディス まつもと   

５９ 呉服（きもの・浴衣） きもの宮下   

６０ 年金相談 街角の年金相談センター宮崎   
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６１ 洋服お直し おしゃれ工房   

６２ レディス ロベリア 移転 リニューアル 

６３ バスタ・ピザ ポポラマーマ   

６４ メンズ Ｒａｎｋ．ｕｐ   

６５ レディス ルーム  リニューアル 

６６ レディス ローザロッサ   

６７ レディス セーラクルー   

６８ 障害者支援事業 みやざき障害者就業・支援センター   

６９ 雑貨 シーベレット   

７０ レディス ＳＵＺＵＴＡＮ   

７１ メンズ タカキュー   

７２ お好み焼き・焼きそば お好み焼き とん平   

７３ レディス トロワピリエ 移転 リニューアル 

７４ レディス Ｔ’s  ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 移転 リニューアル 

７５ パワーストーン・アジアン雑貨 ウエストリバー   

７６ レディス ＷＩＴＨ   

７７ メガネ Ｚｏｆｆ   

７８ 書籍他販売・レンタル・カフェ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ☆新規 ６月下旬オープン 

７９ チキン南蛮 おぐらきんなべ ☆新規 ８月中旬オープン 

８０ 台湾飲茶 茶月譚 ☆新規 ６月下旬オープン 

８１ 天ぷら 天ぷら北里 ☆新規 ６月下旬オープン 

８２ 生活雑貨・婦人紳士衣料 ａｍｂｉｅｎｃｅ ☆新規 ６月下旬オープン 

８３ ジム・オリジナルグッズ販売 ＰＯＷＥＲ ＨＯＵＳＥ ＧＹＭ 

ＭＩＹＡＺＡＫＩ 

☆新規 ８月中旬オープン 

宮交シティショッピングセンター専門店リスト３階 

 業種 店名 備考 

８４ フォトスタジオ ＰＨＯＴＯ ＳＴＵＤＩＯ ｃｈｒｏｎｏ   

８５ 内科・外科クリニック 宮交シティクリニック   

８６ スマホ・タブレットアクセサリー グローバルセレクション   

８７ 生活ギフト雑貨 Ｇｒａｎｄｅ Ｍａｒｅｅ   

８８ 金の買取 ラ・ゴールド   
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８９ まつ毛エクステ メイクアイ 増床 リニューアル 

９０ 有線放送 宮崎ケーブルテレビ   

９１ ミシン みしん市場   

９２ 脱毛サロン ミュゼプラチナム   

９３ アミューズメント ｎａｍｃｏ   

９４ カードゲーム メディアクラブＮＩＳＨＩＫＩ   

９５ 保育園 フェニックスキッズ   

９６ 少人数制フィットネスクラブ プログレス   

９７ ヘアサロン 美容室 璃宮   

９８ とんかつ とんかつ志乃   

９９ ネイルサロン スマイルネイル   

１００ しんきゅう治療院 朋夢しんきゅう治療院 新規 ７月上旬オープン 

１０１ 調剤薬局 シティ薬局   

１０２ 大型家電専門店 ベスト電器 ☆新規 ５月２４日オープン 

１０３ １００円均一ショップ Ｓｅｒｉａ ☆新規 ５月２４日オープン 

１０４ 室内遊園地 ＫｉｄｓＵＳ Ｌａｎｄ  ☆  

１０５ ヘアカラー クイック・Ｅ・カラー  ☆  

１０６ アミューズメント モーリーファンタジー ☆  

総合スーパー1階２階 

 総合スーパー イオン南宮崎店  リニューアル 

新規専門店 １３店舗 リニューアル店舗 １６店舗  

※５月９日時点の情報のため、変更になる可能性がございます。 

※☆印はイオン南宮崎店区画内専門店です。 
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【株式会社宮交シティ 概要】 

商号：株式会社宮交シティ 

東証一部上場いちご株式会社（証券コード２３３７）の完全子会社 

所在地：〒８８０－０９０２ 宮崎県宮崎市大淀４丁目６－２８ 

代表電話：０９８５－５１－１３１１（代表） 

代表者：代表取締役会長兼社長 石原 実 

運営責任者：専務取締役支配人 外園 雄二 

ＨＰアドレス：https://www.miyakocity.com/ 

専門店数：８６店舗（ＡＴＭ含む） 

商業施設面積：約１７,０００㎡（通路含む） 

営業時間：物販店       １０：００～２０：００ 

     カフェ＆レストラン １０：００～２１：００ 

     ※一部営業時間の異なる店舗がございます。 

 

【イオン南宮崎店 施設概要】 

施設名称：イオン南宮崎店 

所在地：〒８８０－０９０２ 宮崎県宮崎市大淀４丁目７－３０ 

代表電話：０９８５－５１－３１９９ 

責任者：店長 藤田 毅 

ＨＰアドレス：http://minamimiyazaki.aeonkyushu.com 

専門店数：２０店舗（ＡＴＭ含む） 

商業施設面積：約１０,６６７㎡（通路含む） 

営業時間：イオン直営１階    ９：００～２２：００ 

     イオン直営２階・３階 ９：００～２１：００ 

     ※一部営業時間の異なる売場・専門店がございます。 

従業員数：イオン直営 １４３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 

株式会社宮交シティ セールスプロモーション部     電話 ０９８５－５１－００４６ 


