2021 年 11 月 18 日
各

位
株式会社イズミ

毎日の暮らしに楽しみ広がる専門店が続々登場！

12 月 1 日 『ゆめタウン下松』リニューアルオープン
株式会社イズミは 12 月 1 日（水）、
『ゆめタウン下松』
（山口県下松市）をリニューアルオ
ープンいたします。
当店は、1993 年に下松市などが整備した下松タウンセンターの中核商業施設「ザ・モール
周南店」としてオープンした後、2018 年 10 月に弊社が合同会社西友より経営権を取得し、
新たに『ゆめタウン下松』として出店いたしました。
『ゆめタウン下松』としてオープンして以来、地域の皆さまに支えられ、今年で 4 年目を
迎えます。2019 年 2 月にはフードコート「瀬戸風(せとかぜ)フードテラス」をオープンし、
おひとりさまから大人数でのご利用はもちろん、お子さま連れのお客さままで幅広い年代の
お客さまに楽しんでいただける、食のにぎわいあふれる場所として親しまれています。
この度のリニューアルでは、ライフスタイルの多様化や地域のお客さまのニーズにお応え
できるよう、山口県初となる専門店など新規専門店を 3 階に 8 店舗導入、さらに「住みよさ
ランキング 2021」全国総合 10 位である下松市の魅力を再発見していただく「WE LOVE くだま
つフェスタ」を開催いたします。地域の皆さまが集い、楽しみ、つながる総合生活拠点を目
指して、最新のトレンドや情報を揃えた新しい『ゆめタウン下松』にどうぞご期待ください。
今後も毎日の暮らしがもっと楽しくなるイベントや商品を提供してまいります。

【リニューアルの概要】
① 新たな魅力！山口県初となる専門店、新規専門店が続々登場
人気専門店 「Plugs Market」、「3COINS＋plus」、「紀伊国屋書店」などオープン

② 下松を元気に！お得なオープニングイベント開催
先着プレゼント、リニューアルオープンセレモニー、記念展示の実施

③ みんなの“くだまつ愛”が集まった 「WE LOVE くだまつフェスタ」 開催
下松市の良さを紹介し、魅力を詰め込んだ様々なイベントを開催

新たな魅力！山口県初となる専門店、新規専門店が続々登場
Plugs Market（プラグス マーケット）

（生活雑貨/3 階）

★新規（山口県 2 店舗目）

キーワードは 「地方を元気に！」、地域の魅力を発見、発信、可能性を育むマーケット
東急ハンズがセレクトした商品を中心に、下松市および山口県内の地場商品をはじめ、もの
づくりの作り手やクリエイターとの交流ができる催事、ライフスタイルに合わせた商品の展
開、地域の情報発信の場として山口の魅力を発信いたします。なお、店舗運営は当社による
フランチャイズ形式となります。
フロアは「伝え場」
（イベントゾーン）
・
「モノの場」
（ハンズ商品展開ゾーン）
・
「話し場」
（テ
ナントゾーン）の 3 つの場で構成いたします。

※画像はイメージです

■オープニングプレゼント・イベントのご紹介
1．期間中「プラグス マーケット下松店」にて税込 3,000 円以上
お買い上げのお客さまにオリジナルメモパッドをプレゼント
いたします。※なくなり次第終了となります。
2．12 月 13 日（月）まで、アプリか WEB からハンズクラブにご入
会いただく際、入会店舗に「プラグス マーケット下松店」を
設定していただくと、300 ポイントプレゼント。さらに、アプ
リでプラグス マーケット下松店を「お気に入り店舗」として
ご登録いただくと 50 ポイントプレゼントいたします。

3COINS＋plus（スリーコインズプラス）

（生活雑貨/3 階）

★新規（山口県初出店）

コンセプトは「あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店」
3COINS＋plus はこの度の出店が、山口県初となります。ベーシックな生活雑貨から、空間を
彩るインテリア雑貨など幅広いラインナップと、つい手に取りたくなるデザイン性のある商
品。いつ行っても新しい発見がある「3COINS」はあなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする

雑貨店です。生活雑貨・服飾雑貨など、様々なアイテムを 300 円を中心に、幅広く取り揃え
ています。なお、店舗運営は当社によるフランチャイズ形式となります。

※画像はイメージです

■オープニングプレゼントのご紹介
オープンを記念しまして 12 月 1 日（水）～12 月 5 日（日）
の期間中、1,000 円(税込 1,100 円)以上お買い上げのお客
さまにノベルティをプレゼントいたします。
各日先着 100 名様限定です。
※なくなり次第終了となります。

紀伊国屋書店

（書籍/3 階）

※11 月 19 日オープン

★新規（山口県初出店）

コンセプトは「くらし彩る出会いを」
山口県初出店となるゆめタウン下松店は「くらし彩る出会いを」をコンセプトに、日常を豊
かにする本との出会い、心を弾ませる音楽との出会いなど、お客さまのくらしに「彩り」を
プラスする出会いを一人ひとりに体験していただける空間づくりを目指します。 雑誌、コミ
ックからビジネス書、実用書まで幅広いジャンルの品揃えでお客さまの日々のくらしに寄り
添い、地域の皆さまが何度でも立ち寄りたくなる場を提供いたします。
12 月 1 日（水）～12 月 5 日（日）
、お得なオープニングキャンペーンを実施いたします。

※画像はイメージです

ｍｙ ｍａｋｕｒａ（マイマクラ） （寝具/3 階） ★新規

※画像はイメージです

オーダーメイドの枕で最強の休息を
健やかな眠りをご提供する寝具の専門店です。
特許の全身測定機にて測定しお客さまにあった
枕をご提案いたします。
お仕立ていただいたマイまくらは永年メンテナ
ンス無料です。その他快適寝具を豊富に取り揃
えております。

Grand Joul（グランジュール） （アクセサリー/3 階） ★新規

※画像はイメージです

コンセプトは 「大人が気軽に楽しめる」
1 つ 1 つが自然素材を使い、どこか懐かしさが
感じられる空間の中に、女性らしいラグジュア
リー感をプラスしたエレガントなアクセサリー
ショップです。お客さま１人１人の装いを華や
かに際立たせるアクセサリーを、取り揃えてい
るのが魅力です。

ACT-1（アクトワン）

（バラエティ雑貨/3 階） ★新規

※画像はイメージです

communication market
人気のキャラグッズや話題の服飾小物を揃えた
ライトセレクトショップです。

APORITO（アポリト） （アウトドア・レジャー/3 階） ★リニューアル
アウトドア専門店としてリニューアル。本格キャンプギアから流行のアウトドアアパレルま
で幅広く取り揃えています。

※画像はイメージです

＜ゆめタウン下松

3 階フロアマップ＞

3 階フロアに新規専門店が 8 店舗オープンしました。「Plugs Market（プラグス マーケッ
ト）」は山口県 2 店舗目、
「紀伊国屋書店（※11 月 19 日オープン）」と「3COINS＋plus（スリ
ーコインズプラス）
」は山口県初出店となります。

下松を元気に！お得なオープニングイベント開催
■先着プレゼント企画
リニューアルオープンを記念して、先着 300 名様に
「WE LOVE くだまつ おまんじゅう 2 個セット（ほう
えい堂謹製）
」をプレゼントいたします。8：30 から
正面玄関にて引き換え券を配布いたします。
※画像はイメージです

■リニューアルオープンセレモニー開催
リニューアルオープンセレモニーでは、國井市長のごあいさつ、ピアノ（守田 諭代氏）とバ
イオリン（上土居 宏予氏）の生演奏がございます。なお、セレモニーは先着 150 名様の入場
とさせていただきます。
日時：12 月 1 日（水） 8：30 開場 / 8：40 開演
場所：1 階

海の広場
守田 諭代氏

上土居 宏予氏

■リニューアルオープン記念 「破邪の御太刀」 レプリカ展示
花岡八幡宮が所蔵する日本一大きい刀「破邪の御太刀（はじゃのおんたち）」。店舗にて、全
長 4.65ⅿの大きさをぜひ実感してください。
日程：12 月 1 日（水）～12 月 14 日（火）
場所：3 階

プラグス マーケット内

みんなの“くだまつ愛”が集まった 「WE LOVE くだまつ」フェスタ 開催

東洋経済新聞社の「住みよさランキング 2021」において下松市は全国 815 市区の中で過去
最高の全国 10 位になりました。本企画では『下松市の良さ』を様々なイベントを通して紹介
し、市民の皆さまに再認識いただくとともに、さらに下松市を愛し、誇りとしながら「住ん
でいて良かった！」市外の方には「住んでみたい！」と思っていただけるような「都市と自
然のバランスのとれた住みよさ日本一の星ふるまち」を目指す下松市のも魅力を詰め込んだ
イベントです。
■開催期間

12 月 1 日（水）～ 12 月 12 日（日）

■会

下松タウンセンター

場

星プラザ（星の広場・海の広場）、ゆめタウン下松（3 階）
、
スターピアくだまつ（ハートフロア）ほか
■主

催

下松タウンセンター街づくり委員会

■協

力

下松市、下松商工会議所、下松市観光協会、国民宿舎 大城、
東洋経済新報社ほか

■イベント会場マップの一例

※画像はイメージです

・くだまつ住みよさマップ展示
病院やダムなど、便利施設の確認など

・瀬戸内の宝石箱 笠戸島コーナー
国民宿舎 大城から見える絶景の夕日など

・下松の歴史と文化 ～伝えゆくもの～
きつねの嫁入りフォトスポットなど

【ゆめタウン下松

店舗概要】（2021 年 11 月 18 日時点）

1.名

称

ゆめタウン下松

2.店

長

勝本 忍（かつもと しのぶ）

3.所 在 地

山口県下松市中央町 21-3

4.電話番号

0833-45-3033

5.開 業 日

2018 年（平成 30 年）10 月 13 日

6.店舗面積

約 30,500 ㎡

7.建物構造

鉄骨コンクリート造 地下 1 階 地上 5 階建

8.駐車台数

約 1,650 台

9.駐輪台数

約 590 台

10.営業時間

食品売場

9:00～21:00

ドラッグ売場

9:00～20:00

直営売場(衣料品・住居関連品) 9:00～20:00
専門店(一部専門店除く) 9:30～20:00
フードコート

10:00～21:00 (ラストオーダー 20:30)

レストラン街

11:00～21:00 (ラストオーダー 20:30)

アミューズメント

9:30～23:00

11.休 業 日

年中無休

12.従業員数

約 800 名（イズミ 約 210 名、専門店 約 590 名）

13.専門店数

86 店舗

以 上

