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NEWS RELEASE 

 

 

2016 年 9 月 5 日 

 

～下曽根駅前に 3 世代で楽しめる新モール、ついに誕生～ 

「いつでも楽しく」 「みんなの笑顔」 

SunnysideMALL KOKURA（サニーサイドモール小倉） 

2016 年 9 月 15 日（木）、北九州市小倉南区 下曽根駅前に 

いよいよグランドオープン！ 

 

 

「いつでも楽しく」、「みんなの笑顔」を基本コンセプトとする 

「サニーサイドモール小倉」には 

■ 3 世代それぞれがお買いものを楽しめる “専門店”   

■ 日常に欠かせない “いつものお気に入りのお店” 

■ より上質なデイリーライフを提供する “こだわりのお店”                     

■ お買いものプラスアルファの “レジャー性・趣味を楽しめるお店” 

などが出店。            

毎日の暮らしをより楽しく彩る 100 を超える専門店が顔を揃えます。 

施設イメージ 

 

外装を一新、「太陽が輝き照らす、みどりと大地」をイメージ 
 

   下曽根駅前より見た外観  

 

「サニーサイドモール小倉」は、「輝く太陽」「きらめく緑」「大いなる大地」をイメージし、加えて、 

「あなたを見つめる」という花言葉をもつ「ひまわり」をデザインモチーフに、外装を一新しました。 

イエロー、オレンジ、グリーン、ダークブラウンなどのアースカラーによる配色により、 

爽やかでいて、落ち着いた雰囲気を演出しています。 
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内装空間を一新、「太陽と緑を感じる憩の場」をイメージ 

 

       
1F 大きな吹き抜けのオープンカフェスペース             お買いものがしやすいゆったりとしたフロア 

 

内装空間は、豊富な緑と木漏れ日が調和する癒しの空間をイメージしています。 

室内にいながらも陽があたるような心地よい館内は、落ち着いたナチュラルモダンテイストで統一され、親子 3 世

代がそれぞれ思い思いの楽しみ方でお過ごしいただけるオープンカフェや、ゆったりとした気分でお買いものを楽

しめる広々とした通路など、お子様づれやベビーカーをご利用のお客様にも配慮したつくりとなっています。 

 

地域の新しいコミュニティの形をご提案 
 

「サニーサイドモール小倉」は、ファッション、雑貨、大型スーパーマーケットやドラッグストアをはじめとした

日々の暮らしを楽しく、豊かにするデイリー性に加え、小倉南区随一のアミューズメント空間とペットコミュニテ

ィーを新たに兼ね備えました。さらにレストラン＆カフェの充実などにより、「サニーサイドモール小倉」は、ご家

族でお買いものプラスアルファが楽しめる、お客様のさまざまなこだわりにお応えする専門店の数々を集結させた、

地域の新しいコミュニティ形成を目指しています。 

 

下曽根駅との間に雨除けのシェードを設置 

 
ＪＲ日豊本線・下曽根駅と施設との間の歩道上に、雨除けのシェードが設置い

たしました。駅から雨に濡れずに施設にお入りいただけます。 

 

                  

雨除けシェードイメージ  

下曽根駅直結で雨に濡れずに館内へ 

  

「サニーサイドモール小倉」の快適な癒しの空間への取組 
 

全館 LED ライトを採用し、環境への配慮としての省エネ化を図ります。ユニバーサルデザインの面では、各フロア

に車椅子優先トイレを完備、ベビーベッド、ベビーチェアを備えた多目的トイレや 3 階の授乳室にはソファを配し

た個室、おむつ交換台、給湯器つき流し台など、小さなお子様づれでも安心のスペースを設けております。 

また駐車場の建物エントランス近くに車椅子用駐車場を配備するなど、お客様がストレスなくご来店、快適にお過

ごしいただけるような施設づくりに今後も取り組んでまいります。 
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「サニーサイドモール小倉」フロア構成・ショップのご紹介 

 

【1F】 

  人気の大型スーパーマーケットや地元産直野菜・果物の直売、オーガニック商品、個性豊かなお惣菜など、 

食物販エリアも充実。さらにドラッグストアや生活雑貨、美と健康を追究するコスメショップ、スクールなど、 

皆様の毎日の暮らしに欠かせないちょっとした彩りをご提供するフロアです。 

  また、ミセス、ミッシー、キャリアからヤング、メンズに至るまで幅広いお客様にご利用いただけるファッション・

ファッション雑貨ショップや百貨店サロンも集積し、ご家族それぞれのファッションコーディネイトも思いのまま。  

  ファミリーでゆっくりとご利用いただけるレストランは、女性にうれしいトレンドレストラン、こだわりの美味し

さを味わえるグルメをラインナップいたしました。 

 

 

ハローデイ                                                       

       

  

 

 

 

 

井筒屋 

     

                                    

 

 

 

 

ひなた court/ひなた ichiba  

                               

 

 

 

 

 

 

 

「食を通じて幸せをつなぎたい」「笑顔を通じて心をつなぎたい」 

をポリシーに、元気な笑顔と感謝の心を持って 

安全・新鮮な商品をお届けし、お客さまの毎日の楽しい食卓を 

お手伝いしてまいります。 

 

「井筒屋」をもっと便利に、もっと身近に。 

より良い品にこだわった百貨店ならではの上質な商品            

（ギフト、婦人服、雑貨、食品など）を上質な空間とともに  

幅広くご提案いたします。 

 

地元北九州の名店が連なる「ひなたｃｏｕｒｔ/ひなたｉｃｈｉｂａ」  

キッズからミセスまで、幅広い年齢層に合わせたファッションや  

毎日の食卓にかかせない新鮮食材・お惣菜を豊富に揃え  

地域に根ざした日々の暮らしがもっと楽しめるショップが  

多数出店いたします。 
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生鮮市場リエゾン 

                                

  
    

 

 

マツモトキヨシ                              

   
    

  

 

マックハウススーパーストアフューチャー                                                

                          
    

                                                

 

 

 

ダイソー 

                                

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産地直売で新鮮で美味しい野菜、果物。取れたての魚

介をお届けします！！ 

 

ヘルス＆ビューティーを中心に日用雑貨やお菓子及び食料品など 

生活必需品から医薬品まで豊富に品揃え。 

地域で一番信頼されるドラッグストアを目指します。 

美と健康のご相談はお任せください。 

 

プライベートブランドを中心に、カジュアルウェアから 

ビジカジ、ハイセンスなトレンドファッション、実用衣料の 

インナー・レッグウェアや雑貨まで幅広い品揃えで展開する 

九州初出店の新コンセプト・カジュアルショップです。 

文具、コスメ、インテリア、ハンドメイド、キッチンツール、

食器グラス、便利グッズなどが約 3 万点。 

より生活に密着した「必要不可欠日常ストア」として 

お客様の日々の暮らしに楽しさと驚きをご提供いたします。 
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【2F】 

  ベビー・キッズのグッズ、ファッション専門店を中心に、子育て世代にうれしい数々のショップや、ファミリー、

ヤングファッション、靴、雑貨、呉服、美と健康のためのスクール、サービス店舗まで充実。 

  さらに地区随一の大型書店、ペットショップなども軒を連ね、お客様の暮らしを豊かにする趣味や好奇心を満たせ

るような専門店フロアとなっています。 

  また、約 380 席もの解放的で明るいフードコート（サニーサイドキッチン）では、さまざまな「食」のニーズを

満たすメニューが盛りだくさん。 

  お買いものの合間にほっとひと息、休日のランチにとおいしく楽しいひとときをお楽しみいただけます。 

 

 2F:フードコートイメージ 

                                    

スタジオアリス・Baby! 

 

  

 

トイザらス・ベビーザらス 

    

 

 

 

 

ファッションセンター・しまむら   

  

     

    

                    

    

スタジオアリスの新業態、スタジオアリス・ベビーが 

九州に初出店。マタニティから 1 歳誕生日までの赤ちゃん限定の 

写真館です。成長する赤ちゃんを毎日でも写真に残したい。 

そんなご家族の想いにお応えいたします。 

 

玩具・子ども用品の総合専門店「トイザらス」と 

ベビーの総合専門店「ベビーザらス」の併設型店舗。 

全てが揃う充実のラインナップで、快適・便利な 

ワンストップショッピングをご提供いたします。 

 

「しまパト」でおなじみ。 

最新のトレンドファッションから実用衣料・寝具・インテリア等、 

豊富な商品を「しまむら安心価格」で取り揃えております。 

掘り出しものがきっと見つかります。 
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Ａｖａｉl        

 

  

              

 

    

    

Ｂｉｒｔｈｄａｙ                 

  

   

                    

    

 

 

PeTeMo（ペテモ） 

     

     

 

 

 

 

喜久屋書店 

 

 

 

 

 

プライスファクトリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

レディス・メンズ、15 歳から 35 歳位を中心とした 

カジュアル＆エレガンスの幅広いファッションをご提案。 

人気モデルのオススメアイテムや雑誌との 

コラボアイテムなど、注目ファッションが目白押しです。 

 

かわいいこども服からベビーカー、マタニティグッズまで 

ベビー＆キッズ用品ならトータルでおまかせください。 

ブランドアウターもオリジナルアイテムも専門店ならではの 

充実の品揃えです。 

 

イオンペットの新ブランド「PeTeMo（ペテモ）」は、 

お客さまの家族の一員であるペットと一緒に長く健康に 

過ごしていただけるよう、「ペットの命を守る」ことを 

コンセプトとした新しい形のペットストアです。 

 

小倉南区最大級の売場面積！充実した品揃えで 

毎日新しい発見ができる書店です。 

皆様のご来店を心よりお待ちしております。 

  

「良いものをより安く、お客さまの想いに応える」を 

モットーに、家具の産地、大川から毎週直接仕入れ。 

品質にも価格にもご満足いただける商品やサービスを 

ご提供する激安アウトレット家具のお店です。 
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【3F】 

  巨大ジャングルジムやボールプール、エアトランポリンやエアスライダーなど、たくさんの遊具と、 

さらには 8 室ものカラオケブースまでを併設した室内運動公園では 

  天候にかかわらずお子様の年齢に応じて多彩にそして元気に遊んでいただけます。 

  最新のゲーム機を取り揃えたアミューズメント空間とともに、お子様からおとうさん、 

  おかあさんまで気軽にお立ち寄りいただける小倉南区随一のエンターテイメントフロアとなっています。 

   

 

Kid‘ ＵＳ．ＬＡＮＤ                 

     

 

      

 

 

 

タイト―ステーション         

                              

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラオケブースも併設の屋内運動公園。                  

お子様が喜ぶ数々の遊具や、大人も目いっぱい楽しめる 

スポーツ系ゲームで、雨の日の遊びも元気いっぱい。 

マッサージチェアもありますのでおじいちゃん、おばあちゃんも 

ご一緒にどうぞ。 

「笑顔あふれるアミューズメント施設づくり」を 

モットーに、クレーンゲームを中心に、ご家族皆さまで 

楽しんでいただけるようなさまざまな 

ゲームやアトラクションをご用意しております。 
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「サニーサイドモール小倉」オープン記念イベントのご案内  
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「サニーサイドモール小倉」最新出店ショップリスト（2016 年 9 月 5 日現在）       

  

NO. 店舗名 店舗ヨミガナ 業種 九州初

■ファッション / ファッション雑貨

1 RecHerie / Re-J(ラージサイズ） リシェリエ / リジェイ(ラージサイズ） レディスアパレル

2 武田メガネ　 タケダメガネ メガネ/時計/補聴器

3 詩仙堂　BYHITOSHI シセンドウバイヒトシ レディスアパレル

4 エターナル エターナル レディスアパレル

5 井筒屋 イヅツヤ 百貨店

6 az アズ レディスアパレル

7 クローズアップ クローズアップ レディスアパレル

8 帽子屋Flava　 ボウシヤフレイヴァ 帽子

9 NEWYORKER ニューヨーカー レディスアパレル

10 ファッションライフコヤマ　 ファッションライフコヤマ レディスアパレル

11 Tool　Tools トゥールトゥールズ 服飾雑貨 ○

12 クエスト 神戸　 クエストコウベ 婦人靴

13 MILK　 ミルク レディスアパレル

14 グリーンパークストピック　 グリーンパークストピック レディスアパレル・服飾雑貨

15 マックハウス スーパー ストア フューチャー マックハウス　スーパーストア フューチャー メンズ/キッズ/レディスアパレル ○

16 ハーレムニューヨーク ハーレムニューヨーク メンズ/レディスアパレル/服飾雑貨

17 ファッションセンターしまむら ファッションセンターシマムラ ファッション衣料etc

18 CASUAL＆SHOES　Ａｖａｉｌ カジュアルアンドシューズアベイル レディス/メンズファッション

19 ベビー・子供用品バースデイ ベビー・コドモヨウヒンバースデイ ベビー子供用品

20 ら・たんす　 ラ・タンス 呉服/和装小物

21 白水　 ハクスイ きもの

22 アスビーファム アスビーファム シューズ

23 ＺＡＺＡ　 ザザ メンズ/レディス 服飾雑貨

24 ハニーズ　 ハニーズ レディスアパレル

25 カジュアルアウトレット　ＳＨＯＴ　 カジュアルアウトレットショット メンズ/レディス/キッズファッションetc

26 こどもの森　 コドモノモリ キッズファッション

27 ウィッシュアンドブレイブ　 ウィッシュアンドブレイブ メンズアパレル/キッズファッションetc

28 ラパックス ラパックス バッグ/服飾雑貨

29 チャム チャム ファッション/雑貨

30 k・m・t ケー・エム・ティー ファッション

31 ハロ ユーズドアンドアウトレット ハロ ユーズドアンドアウトレット 古着/アウトレット/雑貨/アンティーク

32 ぎゃらりー ワズ こやま ギャラリー ワズ コヤマ レディスアパレル/雑貨

33 ハナホウ ハナホウ レディスアパレル/雑貨

33 アウトレットワールド アウトレットワールド レディスアパレル

■インテリア / 生活雑貨

1 プライスファクトリー プライスファクトリー アウトレット家具/雑貨

2 ザ・ダイソー　 ザ・ダイソー バラエティ雑貨

3 三日月百子 ミカヅキモモコ 300円均一/雑貨

4 パレットプラザ　 パレットプラザ 写真プリント/フォト/雑貨

5 トイザらス・ベビーザらス トイザラス・ベビーザラス 玩具/ベビー用品

6 喜久屋書店　 キクヤショテン 書籍

7 BABI バビ 家具/インテリア雑貨

8 ＣＡＭＰＵＳ　 キャンパス ファンシー雑貨

9 南風 ナンプー インポートギャラリー

10 思い出横丁 オモイデヨコチョウ 駄菓子/子供玩具

■ビューティー / サービス

1 Eyelash Salon Blanc アイラッシュサロンブラン 美容

2 保険ひろば　 ホケンヒロバ 保険相談窓口

3 美容室　マキシム　 ビヨウシツマキシム 美容室

4 美容室　Plu’・Plu’nail　 ビヨウシツプリュプリュネイル 美容室/ネイルサロン

5 クリーニングせいや　 クリーニングセイヤ クリーニング

6 洋服お直しマルシェ ヨウフクオナオシマルシェ 洋服お直し

7 買取専門店大吉　 カイトリセンモンテンダイキチ 貴金属ブランド品等買取

8 ハローパソコン教室　 ハローパソコンキョウシツ パソコン技能/学習支援

9 小学館の幼児教室ドラキッズ/小学館の英語教室イーコラボ ドラキッズ/イーコラボ 幼児教室/英語教室/学習教室

10 クイックカラーＱ クイックカラーキュウ ヘアカラー専門店

11 ＤＨＣ直営店 ディーエイチシーチョクエイテン 化粧品/健康食品

12 ドラッグストア　マツモトキヨシ　 ドラッグストアマツモトキヨシ ドラッグストア

13 西日本シティ銀行　 ニシニッポンシティギンコウ 銀行

14 ＮＯＶＡ ノヴァ 語学学校

15 イオンペット　ＰｅＴｅＭｏ ペテモ ペットショップ

16 カーブス カーブス 体操教室

17 そね健康整骨院 ソネケンコウセイコツイン サービス

18 スタジオアリス　Ｂａｂｙ！　 スタジオアリス　ベビー！ 写真スタジオ ○

19 ハクジュプラザ ハクジュプラザ 健康器具/食品

20 ミルフィ ミルフィ エステティック/脱毛サロン

21 ラフィネ ラフィネ リラクゼーション

22 H．I．S． エイチ．アイ．エス． 旅行代理店

23 Y-mobile ワイモバイル 携帯
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NO. 店舗名 店舗ヨミガナ 業種 九州初

■レストラン / カフェ / サニーサイドキッチン（フードコート）

1 びっくりドンキー　 ビックリドンキー ハンバーグレストラン

2 ご飯ととろろ　とろ麦 ゴハントトロロ　トロムギ 和食

3 天ぷら　ふそう テンプラフソウ 和食

4 サイゼリヤ サイゼリヤ イタリアン

5 ITALIANTOMATO　café イタリアントマトカフェ イタリアン

6 ミスタードーナツ　 ミスタードーナツ ドーナツ

7 サンマルクカフェ サンマルクカフェ ベーカリーカフェ

8 ＲＯＭＡＮＤＯ　ＲＯＬＬ　 ロマンドーロール クレープ専門店

9 はなまるうどん　 ハナマルウドン 讃岐うどん

10 リンガーハット　 リンガーハット ちゃんぽん

11 大阪王将 オオサカオオショウ 中華料理

■フード

1 ハローデイ ハローデイ スーパーマーケット

2 生鮮市場リエゾン セイセンイチバリエゾン 生鮮市場

■フード / ファッション　　ひなたichiba/ひなたcourt ヒナタイチバ/ヒナタコート フード/ファッション

1 唐十 カラジュウ 惣菜 / 弁当

2 かば田 カバタ 明太子 / 塩干物

3 牧場からの贈物九州逸品肉にくよし ニクヨシ 精肉

4 板前厨房きどや イタマエチュウボウ　キドヤ 惣菜 / 弁当

5 宇佐餅 ウサモチ 餅菓子 / 寿司

6 じじや ジジヤ 干物

7 後藤⻘果 ゴトウセイカ ⻘果

8 丸ふじ マルフジ 惣菜 / 弁当

9 フェリーチェ フェリーチェ 生花

10 湖月堂 コゲツドウ 和洋菓子

11 サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム アイスクリーム

12 シャトレーゼ シャトレーゼ 和洋菓子

13 ANZU アンズ レディスヤングアパレル

14  kiss To Heaven キス トゥ ヘブン アジアン雑貨 / アパレル

15 ハルヤ ハルヤ クリーニング

16 OWNDAYS オンデーズ めがね

17 ciel シエル レディスアパレル

18 ZeroFactory ゼロファクトリー アクセサリー / 服飾雑貨

19 ｂ.flap ビー.フラップ レディスアパレル

20  verde ベルデ インテリア雑貨

21 モードソワール モードソワール レディスアパレル

22 Cul+Ka カルカ 帽子

23 Lunetta ルネッタ レディスアパレル

24 kira☆kira キラキラ 子供服

25 ほけんパレット ホケンパレット 保険相談窓口

26 Abientot アビアント レディスアパレル

27 ルミエ ルミエ レディスアパレル

28 ウオッチ&タケッチ ウオッチ アンド タケッチ 時計電池交換

29 菖蒲グループショールーム ショウブグループショールーム ショールーム(住宅設備)

30 only cut boxxx オンリーカットボックス ヘアカット専門

31 くすりの大信 クスリノタイシン 薬店

32 井野屋Flep イノヤ フレップ レディスアパレル

33 福岡銀行 フクオカギンコウ ATM

34 西日本シティ銀行 ニシニホンシティギンコウ ATM

35 北九州銀行 キタキュウシュウギンコウ ATM

36 福岡ひびき信用金庫 フクオカヒビキシンヨウクミアイ ATM

■アミューズメント

1 Ｋｉｄ’ｓ ＵＳ.ＬＡＮＤ キッズユーエスランド アミューズメント

2 タイト―ステーション　 タイトーステーション アミューズメント

3 恐怖の暗闇迷路 キョウフノクラヤミメイロ アミューズメント
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『SunnysideMALL KOKURA』（サニーサイドモール小倉）の概要 

 

施設名称 「SunnysideMALL KOKURA」（サニーサイドモール小倉） 

グランドオープン 2016 年 9 月 15 日（木） 

所在地 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町 10-1（住居表示） 

敷地面積 約 36,250 ㎡ 

延床面積 約 78,915 ㎡ 

  

専門店数 約 100 店舗 

駐車場 
平面駐車場：245 台 立体駐車場：1,137 台 (7:00～24:00) 

    （車椅子優先駐車スペースあり） 【3 時間まで無料】        

駐輪場 計 481 台 (24 時間)    【1 時間まで無料】     

営業時間 

スーパーマーケット/10:00～22:00 (火・土のみ 9:00～) 

ショッピング・サービス/10:00～20:00 

レストラン＆カフェ/11:00～22:00 

アミューズメント/10:00～20:00 

サニーサイドキッチン（フードコート）/11:00～21:00 

                 ※店舗により一部異なる場合がございます 

公式ホームページ http://sunnysidemall.jp/ 

施設所有者 下曽根商業開発合同会社 
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アクセス  

JR 日豊本線「下曽根駅」より徒歩 1 分 

小倉東Ｉ．Ｃより車で約５分 

小倉・行橋方面より国道１０号、下曽根駅前入口交差点入る 

 

<近隣地図> 

 

 

 

<広域地図> 

 
 


