２．九州初、福岡発をはじめ多彩なブランドが集結
２．九州初、地元・福岡発をはじめとした多彩な店舗やコンテンツ

① 青果市場の記憶を受け継ぐ「フードマルシェ」
＆九州最大級のフードゾーン「グランダイニング」 ＜1階、3階＞
青果市場跡地にふさわしく、地元・福岡や九州発をはじめとする多様な食の魅力をお届けします。１階はスーパー
マーケットをはじめ、普段使いしやすい店舗を一堂に集めた「フードマルシェ」、3階には九州最大級のフードコートとレ
ストランが合体した一大フードゾーン「グランダイニング」でみなさまをお迎えします。

1階「フードマルシェ」
スーパーマーケット・産直市場・グローサラント （※）と日常利用の
お店と共にミシュラン掲載の「レストランジョルジュマルソー」のパテ
ィスリー専門店「パティスリージョルジュマルソー」、老舗「焼とりの
八兵衛」新業態など福岡有名店や、カレーパンギネス記録を持つ
ベーカリー「パンパティ」が福岡県初出店するなど、全22店舗中13
店舗が新業態やエリア初出店となり話題の店舗が勢ぞろいしま
す。買うだけでなく、テイクアウトしその場でイートインできるのも特徴
です。
※グローサラント
食料雑貨や日用品を意味する「grocery（グロッサリー）」と「restaurant（レス
トラン）」を組み合わせた造語です。スーパーマーケットにレストランのような
スペースを併設した店舗のことを指します。

フードマルシェ店舗
MARKET 351

＜フードマルシェ＞

九州初

福岡初

ＳＣ初

新業態

海外で話題のグローサラントで新しい
食体験を！青果仲卸の鬼木が手掛け
る小売店舗。野菜、肉、魚の販売や
旬の食材を使ったデリ、スイーツを提
供します。

FUKUTARO
食卓が、楽しくなる。

九州初

福岡初

＜フードマルシェ 店舗マップ＞

九州初 福岡初 新業態
レガネット
DAILY ENTERTAINMENT SQUARE

焼とりの八兵衛

「西鉄ストア」が「食の出会いの場」づく
りをコンセプトに立ち上げた、「レガネッ
ト」の新ブランドスーパーマーケットで
す。

昭和58年創業、大人気の焼鳥店が、
テイクアウト専門の惣菜店を初出店！
老舗の味をそのままご家庭へ。

パンパティ

THE BREWMASTER
STOREHOUSE

九州初

福岡初

世界記録のステーキカレーパン、特製
めんべい・明太子でおなじみの福太郎 フランクを使った糸島雷山ポークなど
が、食の楽しみを提供し続ける“メンタ 100種類以上のパンを焼き立て・揚げ
ーテインメント・カンパニー”として厳選 たてで提供します。
した“食卓が楽しくなる”商品を多数販
売。
新業態

九州初

福岡初

ＳＣ初

新業態

九州初

福岡初

ＳＣ初

新業態

福岡のクラフトビールメーカー「ブルー
マスター」が出店。全国各地の多様な
リカーをセレクトするほか、オリジナルラ
ベルクラフトビールの製造など幅広いコ
ンテンツも魅力です。

※画像はすべてイメージです
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ＳＣ初

パティスリー
ジョルジュマルソー

OKASHIBAKO

九州初

福岡初

ＳＣ初

新業態

九州初 福岡初 新業態
モロゾフ
モロゾフの新しいマルシェスタイルの店

各地の生産者から届くフルーツと、ソフ 東京ミルクチーズ工場のカウカウサン
トクリームやアイスを合わせたカップデ デーや期間限定のスイーツを取り揃え
ザート「フルッティーニ」を提供。季節ご ています。
とに変わる味わいが楽しめます。

舗。博多スイーツ工場で焼き上げたク
ッキーやパイのほか、プチパッケージの
チョコレートなどが並びます。

ゴディバ

福岡県産あまおう苺
加工販売所 伊都きんぐ

菓子・鯛と餡
お客さまの日常に寄り添い、GODIVAで TAI TO AN

九州初

福岡初

ＳＣ初

新業態

のお買い物を気軽に、より楽しんでいた 大正13年、八女市にて創業した、和
だけるよう、立ち上げたコンセプトデザイ 菓子・洋菓子に加えパンも製造する地
ンストアです。
域密着型菓子鋪。筑後で人気の店舗
が福岡市に新ブランドで出店します。

如水庵のおふく大福

九州初

福岡初

明月堂

傑作まんじゅう「博多通りもん」を始め
博多の商家に飾られる博多人形「お福 とする"博多西洋和菓子″のお店で
さん」をモチーフにした職人手包みのフ す。
ルーツ大福と看板商品「筑紫もち」を
販売。
新業態

ＳＣ初

福岡の苺「あまおう」専門スイーツ店。
モチモチのガワが特徴の苺ドラヤキな
ど、コダワリ苺スイーツが並びます。

BOUQUCA BAKERY SANDWICH
国産小麦のいいところを追求し、伝統
的な製法と新しい技術を必要な分だけ
取り入れた、オーセンティックでニュー
クラシカルなベーカリーです。

こだわりの食材ショップやカフェ、人気のファストフード店も並びます。

フードマルシェ以外にも、各階に食が充実！

※画像はすべてイメージです
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3階 フードコート＆レストランゾーン「グランダイニング」
九州最大級の約1,450席を有するフードコートの21店舗と、10店舗の飲食店が並ぶレストランゾーンが一堂に会し
た九州最大級のフードゾーンです。フードコート、レストランゾーンともに、九州初や、地元・福岡発の話題の店舗が並
びます。
また、子どもが思い思いに過ごせる「キッズパーク」や、「アグリパーク」の収穫物を調理できる「ファームスタジオ」な
ど、農業の魅力に触れられるアグリカルチャーの体験拠点としてもご活用いただけます。

「フードコート」
九州初や地元・福岡をはじめとした九州の店舗を含む広大なフードゾーン。
“楽しい食のお祭り”や、“旧青果市場”を想起させるコンテナキッチンの店舗
が並びます。多彩でにぎわいのあるデザインで、いつ来てもワクワクするような
空間を演出します。また、ららぽーと初の試みであるセルフオーダーシステム
や、複数トレーを一度に運搬できるフードコート用カートを導入し、お客さまに
安心してお食事を楽しんでいただける環境を提供します。

「レストランゾーン」
あらゆる世代のお客さま
にゆっくり食事をお楽し
みいただけるよう、バラ
エティに富んだ10店舗
が並びます。また、館内
レストランとしては珍しい
テラスエリアを設けまし
た。目の前のフードコート
と一体となり、「グランダ
イニング」を盛り上げま
す。

「ファームスタジオ」
お友だち同士の貸切パーティーや
様々なイベントに対応可能なコミュ
ニティスペース。システムキッチン
も備え、アグリパークの収穫物を調
理することができます。

「アグリパーク」

※貸切・イベントでのご利用は
事前申し込みが必要です。

「バーベキューヴィレッジぶどうの樹 fukuoka」

「シェア畑」 九州初 福岡初 ＳＣ初
テラス席の先に貸し農園を設けます。
※詳細については、P6をご覧ください。

手ぶらはもちろん、持ち込み
スタイルも楽しめるバーベキュ
ーサイト。ビアガーデンも予定
しています。（全席200席、約
30サイト予定）

※画像はすべてイメージです
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フードコート
九州発の人気グルメ・全国グルメを味わえる店舗を集積します。地元有名店「田中田」が展開する「わっぱ定食堂」
や久留米ラーメンの老舗「久留米ラーメン 清陽軒」、全国グルメではミシュランビブグルマン獲得のラーメン店「宍道
湖しじみ中華蕎麦 琥珀」、小籠包有名店「京鼎樓」やフードコート外にテイクアウトできる“TO GO”グルメも充実。チョ
コレート有名店のGODIVA初となるフードコート業態「GODIVA dessert」など全21店舗中8店舗が九州・福岡初出店で
す。そのほか、フードコート初出店など話題のグルメが勢ぞろいします。

◆ 九州発グルメ
鶏山劇場

九州初

福岡初

うどん大学

新業態

赤坂で大人気のうどん居酒屋「うどん
大学」が商業施設に初進出！麺やだ
しにこだわった一杯をご賞味ください。

「かしわ屋源次郎」がフードコートに初
ブランド出店。親鳥と若鳥のW仕立の
鶏だし香る親子丼、チキン南蛮や唐
揚げなどこだわり鶏料理のお店です。

博多名物！元祖肉肉うどん
風味良くあっさりとした“黒い”スープ、
ゴロゴロとした角切り肉、味をしめる生
姜が中央にのったご当地うどんです。

WAGYU BURGER
OJ

ＳＣ初
フードコート初

大分県日田市で40年以上続くハンバ
ーガー店。安心・新鮮・健康をコンセ
プトに、和牛100％バーガーとオリジナ
ルソルトのポテトを出来立てで提供致
します。

久留米ラーメン
清陽軒

ＳＣ初

ＳＣ初

フードコート初

フードコート初

厳選素材を目の前で臨場感たっぷりに
調理する鉄板焼き。気軽な定食スタイ
ルでお楽しみください。

どんぶりや福人

九州初

福岡初
ＳＣ初

久留米で昭和27年創業、年間50万
人以上が来店する老舗がフードコート
初出店！ラーメンと久留米焼きめし
が2大人気メニューです。

米の上で肉おどる
旨い米と焼肉重
ミツボシ

鉄板ホルモン 蟻月

全国的に有名な人気店が、九州の高
級鮮魚を使った、極上のどんぶりをご
提供します。

フードコート初

九州初

福岡初

わっぱ定食堂

ＳＣ初

新業態

福岡の定食文化のパイオニア「わっぱ
定食堂」が、フードコート初出店！ いつ
でも美味しい料理・定食を食べられま
す。

フードコート初

焼肉屋ならではの“お肉”と“タレ”、羽
釜で炊き上げる“お米”の３つにこだわ
った、カルビ焼肉重の専門店です。

※画像はすべてイメージです
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◆

全国グルメ/TO GOグルメ

仙臺たんや 利久

伝説のすた丼屋

九州初

玉

福岡初

本場・仙台の牛たん専門店。手造りに “秘伝のニンニク醤油ダレ”で炒めた
こだわった牛たんを強火で香ばしく一 豚バラ肉を大盛ごはんの上に乗せた
気に焼き上げます。
「すた丼」や唐揚げの他、スタミナ満点
のメニューを取り揃えています。

2008年、神奈川県川崎市にて創業し
た、つけ麺・ラーメン専門店。現在は関
東にて15店舗を展開する人気店が、
満を持して九州初登場です。

京鼎樓

九州初
洋食や
三代目 たいめいけん

宍道湖しじみ中華蕎麦
台湾で行列が出来る小籠包専門店 琥珀
福岡初 ＳＣ初
フードコート初

九州初
フードコート初

福岡初

「京鼎樓」の新業態。熟練の職人がお 島根県宍道湖産大和しじみの「塩」と
店で手包みした「超薄皮」の小籠包が 福岡県産はかた地どり「醤油」をご用
特徴です。
意。本店は、ミシュランガイド東京に
2年連続ビブグルマン掲載。

昭和６年創業、東京・日本橋の老舗洋
食店。看板メニューのオムライスほか、
たいめいけんの味が楽しめます。

日本橋 天丼 金子半之助

GODIVA dessert

九州初

韓美膳

韓国人気メニューをハーフ＆ハーフで
三代に渡り受け継がれた秘伝の江戸 ご提供します。屋台メニューや韓国ス
前たれを用いる、東京・日本橋の天丼 イーツも楽しめるカジュアルコリアンで
す。
専門店。
福岡初

ＳＣ初

新業態

フードコート初

日 本 初 の 新 業 態 と な る 「 GODIVA
dessert 」 を オ ー プ ン 。 人 気 メ ニ ュ ー
「ショコリキサー」はもちろん、国内初の
オリジナルクレープもご用意します。

ゴンチャ

サーティワンアイスクリーム

たこ焼道楽わなか

台湾で生まれ、世界中で人気を博して
いるカフェブランドです。上質なティー
メニューをカジュアルなスタイルでお楽
しみいただけます。

世界中か ら厳選 された素 材の 中か
ら、1ヶ月（31日間）、毎日違った美味
しさのアイスクリームフレーバーを楽し
んでいただけます。

3年連続ミシュラン掲載店。大阪で半
世紀、銅板で一気に焼き上げる焼師の
伝統技と、こだわりの味をお楽しみくだ
さい。

※画像はすべてイメージです
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レストランゾーン
老舗「河太郎」が手がける「九州 はかた 大吉寿司」、とんかつの名店「箱崎 井のかわず」の新業態「とんかつ
知青」、和カフェ人気店「伊右衛門カフェ」、豆花とパンケーキの専門店が一緒となった「オリジナルパンケーキハ
ウス・騒豆花」など、全10店舗中7店舗が地元人気店の新業態から有名店、エリア初出店となります。お食事か
らカフェまであらゆる時間帯でお楽しみいただける店舗がそろいました。
Pizza & Pasta Piazza Nao

九州初 福岡初 ＳＣ初 新業態

とんかつ知青

九州初 福岡初 ＳＣ初 新業態

福岡・薬院にて、本格的なイタリアン料理を提供する「La
casa di Nao」が出店します。本場イタリアさながらの石窯で
焼き上げるピッツァをはじめ、福岡の豊富な食材を使った
パスタ料理を提供します。

行列のできる人気とんかつ店「箱崎 井のかわず」のDNAを
受け継ぎ、本物のとんかつに心を込めたおもてなしを添え
て、商業施設に初出店します。唯一無二の至高のとんか
つを提供します。

オリジナルパンケーキハウス・騒豆花

伊右衛門カフェ

九州初 福岡初

九州初 福岡初

ＳＣ初 新業態

アメリカポートランドで愛され続けてきた「オリジナルパンケ
ーキハウス」と台湾の伝統的な食べ物“豆花（トウファ）”の
老舗専門店「騒豆花」。こだわりの製法で作られるパンケ
ーキと豆花をご用意します。

香り高い宇治抹茶を使用した抹茶ラテやソフトクリームパ
フェをはじめ、気軽などんぶりなどのお食事もお楽しみい
ただけるカフェ。テイクアウトでもご利用いただけます。

うまや

大連餃子基地
DALIAN

九州、東京に店舗展開する“和食レ
ストラン”。看板メニュー「牛たん麦とろ
ろ定食」を筆頭に、老若男女問わずご
利用いただけます。

横浜中華街に本店を構える大連餃子
基地DALIANが九州初出店。カフェの
ようなインテリアの中で、人気の大連
餃子と本格中華を楽しめます。

自慢のA4以上の黒毛和牛をお手頃
な価格で提供します。“ハレの日の家
族の食卓”としてもご利用ください。

九州 はかた 大吉寿司

ぎゅう丸 クラシック

スターバックスコ－ヒー

佐賀県嬉野町発祥創業４０年のハン
バーグ専門店。名物は肉汁溢れるハ
ンバーグとパイ包みスープです。

アメリカ シアトル生まれのスペシャルテ
ィ コーヒーストア。高品質のアラビカ種
コーヒー豆から抽出したエスプレッソが
ベースのバラエティ豊かなドリンクやペ
ストリー、サンドイッチをお楽しみいただ
けます。

ＳＣ初

創 業 60 年 イ カ 活 き 造 り 発 祥 「 河 太
郎」、寿司を知り尽くした元祖博多前
寿司「河庄」の確かな目利きと技術で
九州ならではの新鮮でおいしい寿司を
ご提供します。

九州初 福岡初

幸せの焼肉食べ放題
かみむら牧場

九州初 福岡初

※画像はすべてイメージです

ＳＣ初
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②全世代が楽しめる体験型エンターテインメント施設 ＜4階、5階＞
ガンダムの複合エンターテインメント施設「ガンダムパーク福岡」

九州初 福岡初 ＳＣ初 新業態

3つのエリアからなる複合エンターテインメント施設です。
ガンダムの様々な情報の発信や、グッズを取り扱うエリア
「GUNDAM SIDE-F(ガンダム サイドエフ)」を中心に、ガンダムとコラ
ボレーションした体感型アクティビティが楽しめるスポーツエンター
テインメントエリア「VS PARK WITH G(ブイエス パーク ウィズ ジ
ー)」、アーケード・クレーンゲームなどが楽しめるアミューズメントエ
リア「namco(ナムコ)」により構成されます。
実物大ガンダム立像「RX-93ffν(ニュー)ガンダム」関連の情報や遊びが多数盛り込まれており、「RX-93ffνガ
ンダム」立像を見た興奮そのままにパーク内をお楽しみいただけます。『ガンダムパーク福岡』は、ガンダムファンの方
も、これからガンダムを知る方も、子どもから大人まで幅広いお客さまへ様々な遊びの場と楽しさをご提供します。
※状況に応じて内容が変更となる場合がございます。

最新設備を備えた9スクリーン、1,322席のシネコン「ＴＯＨＯシネマズ」が誕生！
ハイスペックシアターを2スクリーンに配置した“W プレミアムシアター”と、スクリーン前に特徴的なウーハーを設置
した“轟音シアター”はどちらも九州初導入です。
また、日本の映画館としては初となる“Yogibo（ヨギボー）
シート”も導入します。さらに全一般席は両肘付で通常の
約 1.3 倍の座席スペースを確保するなど、最高の鑑賞
環境をお届けします。

③地元・福岡発をはじめとした多彩な物販店舗 ＜1～3階＞
福岡発のショップ「うなぎの寝床」

ＳＣ初

九州を中心とした地域文化を「もの」と「ひと」を介して伝達・継承していく
「地域文化商社」として、福岡県八女市に本社と店舗を構える「うなぎの寝
床」。地域文化を担う方々と対話し、もの(商品)が生まれる背景にある物
語を掘り下げてきた注目店舗が初の商業施設出店です。

地元・福岡ウィークスの新業態「everyday/homestore」

九州初 福岡初 ＳＣ初 新業態

毎日の暮らしを豊かにする生活雑貨を取り扱うライフスタイルショップで
す。キッチンやインテリア雑貨まで、国内外で作られた日用品や日本製の
暮らしの道具をご提案します。

老舗博多織メーカーのSC初店舗「サヌイ織物 HAKATAORI SANUI」
伝統的な帯や着物商材を扱わず、ギフトや雑貨に特化した博多織のメーカーがSCに初出店。着け心地にこだわっ
た博多織のマスク「kurushu-nai（くるしゅ～ない）」など、独自性の高い製品も数多く販売します。

※画像はすべてイメージです
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高感度ファッション ららぽーと福岡ならではの充実のラインナップ

アクティブライフを充実させる、幅広いスポーツライフスタイル

子育て世代に嬉しいベビー・キッズブランドが集結

ここに来れば何でも揃う！生活を彩るバラエティ豊かな店舗

普段の生活+αを叶えるコスメ・ビューティーショップ

※画像はすべてイメージです
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④生活を豊かにする充実のサービス店舗 ＜3階、4階＞
「UNICO NEXT 博多」

ＳＣ初

プログラミング学習が体験できる、子どもたちの可能性を解放する放課後等
デイサービスです。

幼児教室も充実！「セイハ英語学院・セイハダンスアカデミー・ハニーズ」

九州初 福岡初 ＳＣ初 新業態

セイハ英語学院は 2022 年オリコン顧客満足度 1 位を獲得した英会話教室。
習い事として注目を集めるダンス教室と、福岡ソフトバンクホークス「ハニーズダン
スアカデミーfor Kid’s」の教室も同時オープンします。

充実のクリニック
地域の皆さまをはじめとするお客さまが健康で充実した日々を過ごせるよう、内科・小児科・整形外科・歯科・眼
科を兼ね備えたクリニックです。土日祝も診療します。

その他にも生活に便利な店舗が集結

※画像はすべてイメージです
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