
  

        

2022年 4月 11日 

報道関係各位 

株式会社イズミ 

「暮らしやすく」を、新しく。もっと廿日市な毎日へ 

4月 21日 『ゆめタウン廿日市』 リニューアルオープン！ 

株式会社イズミ（本社：広島県広島市、代表取締役社長：山西泰明）は 4月 21日（木）、『ゆめ

タウン廿日市』（以下、『当店』）をリニューアルオープンいたします。 

 当店は、廿日市市が推進する、国や地方施設、民間施設、それに関連する都市整備事業が連携

した都市計画「シビックコア地区」の最後のピースとして 2015年 6月、廿日市市役所を中心とし

た都市機能の中枢エリアにオープンいたしました。「三世代が集い、楽しみ、つながる場所」をテ

ーマにオープンして以来、地域のお客さまに支えられ、今年で 7 年目を迎えます。店舗東側の川

沿いには「ゆめ桜公園」が隣接しており、天気の良い日にはウォーキングやピクニックを楽しん

でいただける都市と自然が融合した商業施設です。 

 今回のリニューアルでは、ライフスタイルの多様化や変化するお客さまのニーズにお応えでき

るよう『「暮らしやすく」を、新しく。もっと廿日市な毎日へ 』をコンセプトに、オープン以来、

初めてとなる大規模なリニューアルを実施いたします。新しい魅力として新規専門店を 23店舗導

入、快適な日常生活をご提案するヘルス＆ビューティコーナーの設置など、店舗面積の約 7 割を

刷新いたしました。最新の売場や商品、お買い物体験をご提供すると共に、持続可能な社会の実

現に向けてサステナブルな取り組みを実施し、お客さまのより便利で豊かな暮らしをサポートし

てまいります。 

 

【リニューアルの概要】 

① 新しい魅力！新規専門店が続々登場 

「アカチャンホンポ」、「DISCOAT」 など 23店舗の新規専門店を導入 

魅力再発見！既存の専門店 21店舗も売場拡大や場所移動を実施 

② 毎日が新鮮！地場野菜や生鮮品を拡充、食の専門店も 2店舗誕生 

地場野菜コーナー・生鮮品の拡充、銘店コーナー拡大によるスイーツ商材の強化 

新しく食の専門店 「アバンセ」、「北海道うまいもの館」 を導入 

③ 快適な日常生活を提案！ヘルス＆ビューティコーナーの誕生 

テーマは「美」と「健康」、化粧品や薬品・健康食品・日用雑貨などを 1 ヵ所に集約 

関心が高まっている健康食品やオーラルケアコーナーの拡充 

④ お客さまの笑顔あふれる安心・便利・サステナブルな未来へ SDGSの取り組み 

「ゆめジャングルほいくえん」設置、「ライトオフプロジェクト」実施、太陽光パネル設置等 



 

 

 このたびの大規模なリニューアルでは、新規専門店を 23 店舗導入、既存の専門店 21 店舗につ

いても売場拡大や場所の移動を実施するなど、店舗の新しい魅力をお届けするとともに、地域の

お客さまに喜んでいただける付加価値づくりに努めてまいります。 

 

■アカチャンホンポ （マタニティ・ベビー・キッズ/3階）  ※4月 21日（木）オープン 

7つの生活シーン別「ライフスタイル・ショップ」のコンセプトを生かしたアカチャンホンポの

売場としては、広島県初となります。出産･子育ての 7つの生活シーン別に売場を編成し、商品を

選びやすくしました。お客さまそれぞれの子育てに寄り添ったご提案ができる接客を目指し、お

買い物しやすく居心地の良いお店でお迎えいたします。         （※画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

◇オープニングセール開催 

4月 21日(木)～4月 28日(木)までオープニングセールを開催｡     

オープン記念特典として、セール期間中お買上げいただいた方 

に｢水 99％Super手口まわりのウェットティッシュ(30枚入り)」 

をプレゼントいたします。(各日先着 200名様限定 ※1家族様 

1点限り) また、4月 21日(木)～4月 24日(日)の 4日間は、 

全品ポイント 10倍を実施｡マタニティプレミアムクーポンを 

ご利用で対象品はポイント 15倍になります。                       （※画像はイメージです） 

◇アカチャンホンポの会員登録でお得にお買い物 

入会費・年会費無料のポイント・アプリ会員に登録いただくと 

さまざまな特典があります。アプリ登録でお得な情報やクー 

ポンを受け取ることができます。また、出産予定日をご登録 

いただいたお客さまには、サンプルなどが入った｢プレママ 

セット｣＆｢マタニティキーホルダー｣、対象商品がお得にお求 

めいただける｢マタニティプレミアムクーポン｣をプレゼント 

いたします。 

① 新しい魅力！新規専門店が続々登場 



■無印良品 （生活雑貨・衣料・食品/1階）  ※5月 6日（金）オープン予定 

無印良品は、商品やサービスを通じて、人と人、人と社会、人と自然をつなぐ存在でありたいと 

考えています。日々の食生活を支える上で欠かせない存在であるショッピングセンターと、無印 

良品が提案する「感じ良いくらし」を融合させ、地域の皆さまのくらしのお役に立つ店舗となる 

ことを目指します。生活雑貨をはじめ人気の食品や衣料品など、約 7,500点以上を取り扱う予定 

です。                                       （※画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

■DISCOAT（ディスコート） （レディース/1階）  ※4月 21日（木）オープン 

「フレンチカジュアル×ヴィンテージ」をベースにトレンドを自分らしく楽しめるファッション

と、日常をアップデートしてくれるライフスタイルアイテムをご提案いたします。ほどよく大人

でかわいいアイテムが揃うので、幅広い世代の女性におすすめです。   （※画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

 

 

■tutu-anna GRANDE（チュチュアンナグランデ） （靴下・インナー/2階） ※3月 24日（木）オープン 

「Enjoy！Your socks＆inner style！」毎日をおしゃれに楽しく装うためのファッション感度の 

高いソックス、インナー、ウェアをシーズンごとタイムリーにご提案いたします。どのアイテム 

もこだわったデザインで、キッズやメンズも揃えており、幅広い年代のお客さまから人気です。 

             

 

 

 

 

 

 



■graniph（グラニフ） （ファミリー/2階）  ※3月 24日（木）オープン 

グラフィックで彩られた T シャツや雑貨、ファッションアイテムをリーズナブルな価格で展開い

たします。毎週新作がリリースされるオリジナルデザインから、アーティスト作品・絵本・音楽・

アニメなどの多彩なコラボレーションまで。ファミリーでお楽しみいただけます。 

◇キッズ応援キャンペーン 5月 8日（日）まで 

キッズ商品 2 点以上お買い上げのお客さまに、キッズ T シャツとの引き換えクーポンプレゼント

いたします。                            

 

 

 

 

 

 

■MEDOC（メドック） （レディース/1階）  ※3月 3日（木）オープン 

複数の YAMADAYA ブランドのオリジナルアイテムと国内外からのセレクトアイテムをミックスし

た、気分華やぐお洋服のラインナップをお届けいたします。年齢を重ねるごとに美しくなる女性

にふさわしい、エレガントなファッションが揃います。         （※画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

 

 

■Vis（ビス） （レディース/1階）  ※3月 3日（木）オープン 

「ヘルシーに美しく、女らしく」をコンセプトとした人気ファッションブランドです。カジュア

ルからキレイめまで、ハッとさせる色や柄、エアリーな素材感、華やかなディティールなどファ

ッションを楽しむすべての女性を応援いたします。          （※画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 直営の 1階食品売場も改装を進めており、「値頃感」「鮮度」「品質」「名物商品」「地産地消」に

こだわり、充実の品揃えでスケールアップいたします。特に、生鮮食品の品揃えを強化いたしま

す。地場野菜コーナーを 1.3倍に拡大し、産地直送の新鮮な野菜を種類豊富にご提供いたします。

また、ご自宅でのお食事をより楽しんでいただけるデザートとして、見た目もおしゃれなカット

フルーツやフルーツタルトなどを拡大展開いたします。銘店コーナーの売場も 2.5倍に拡大、生

ケーキや生プリンなどスイーツ系の商品を充実させます。さらに、鮮魚売場の冷凍食品の品揃え

や精肉売場の大容量商品の拡大など、コロナ禍で変化したライフスタイルや多様化するお客さま

のニーズに対応してまいります。今後も地元産はもちろん、全国から選りすぐった四季折々の旬

の鮮度にこだわった商品をお買い得価格にてご提案いたします。     （※画像はイメージです）                                               

＜地場野菜コーナー＞                        ＜銘店コーナー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～お客さまの多様なニーズにお応えしていくため、新しく食の専門店も登場～ 

■アバンセ（食品/1階）  ※4月 21日（木）オープン 

イズミグループの(株)ユアーズが運営する高品質な食材を中心に取り扱うスーパーマーケット

「アバンセ」がゆめタウン廿日市に登場。店内にはオーガニック野菜や、伝統的な製法で作られ

た加工品など、ワンランク上の商品を豊富に揃えます。「今日はちょっと贅沢したい」「ご褒美に

おいしいものを食べたい」、そんな日はぜひアバンセにお立ち寄りください。 

（※画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

 

 

② 毎日が新鮮！地場野菜や生鮮品を拡充、食の専門店も 2店舗誕生 

 

 



■北海道うまいもの館（食物販/1階） ※4月 21日（木）オープン 

全国各地に続々とオープンして話題になっている「北海道うまいもの館」が、廿日市市に初出店

いたします。その名の通り、北海道の美味しい名物や銘菓が揃うお店です。広島ではなかなか買

えない珍しい商品など多数品揃えしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直営の 1 階食品売場横に、化粧品や薬品・健康食品・日用雑貨などを 1 ヵ所に集約した「ヘル

ス＆ビューティコーナー」が誕生。「美」と「健康」をテーマに、快適な日常生活を提案いたしま

す。最新トレンドコスメからスキンケアまで取り揃えたコスメショップ「En Fleur（ア・フルー

ル）」では、「ジョンマスターオーガニック」をはじめ、女性に人気のオーガニックコスメを豊富

に取り揃えております。また、ジェンダーレスコスメやおうち時間を快適に過ごしていただける

美容器機やヘアアイロンなどの品揃えも強化いたします。 

 コロナ禍で消費者の健康志向が高まる中、この度のリニューアルではサプリメントなどの健康

食品コーナーを 2 倍に拡大、日常的なマスク着用で関心が集まるオーラル関連コーナーも 2 倍に

拡大いたしました。今後も変化するお客さまのニーズに対応してまいります。 

  

                     ＜En Fleur（ア・フルール）コーナー＞ 

 

 

 

 

                         （※画像はイメージです） 

 

＜薬品コーナー＞ 

 

 

 

 

 

③ 快適な日常生活を提案！ヘルス＆ビューティコーナーの誕生 



 

 

 

■企業主導型保育施設「ゆめジャングルほいくえん」 

2021年 4月に、ゆめタウン廿日市内に企業主導型保育施設「ゆめジャングルほいくえん」を開園

しました。当園は、2019年 6月に開園したゆめタウン光の森（熊本県菊池郡）の「ゆめたうん保

育園」に続き 2園目となる保育園です。生後 2ヵ月から小学校入学前のお子さまを対象として、

イズミグループ及びテナント企業の従業員のお子さま、地域住民のお子さまもご利用いただけま

す。当社では、出産・育児休暇を取得した従業員のスムーズな復職、ならびに子育てをしながら

働く従業員、地域の方の活躍支援を目的に、企業主導型保育施設の設置を進めています。 

（※画像はイメージです） 

 

 

 

 

 

 

 

■4月 1日から消費電力を削減する「ライトオフプロジェクト」実施 

「ライトオフプロジェクト」は CO2排出により地球温暖化が進 

んでいる中、一定時間灯りを消すことで CO2排出量を削減し、 

地球温暖化を防止する取り組みです。具体的には、①店舗塔屋 

（屋上看板）の照明を 20時以降は消灯、②開店後 1時間、閉店 

前 1時間の屋内照明を 20％消灯、③空調の設定温度を 1℃上げ 

る、④従業員による省エネ活動の推進を実施してまいります。 

 

■屋上で太陽光発電を実施 

当店では、オープン当初からイズミ初の試みとして店舗屋上に 350kW発電パネルを約 2,900㎡の

規模で設置しました。小型のスーパーマー 

ケット 1店舗分に相当する電気が発電でき、 

CO2排出量の抑制に貢献しています。また、 

太陽光発電の状況が見えるパネルを店内に 

設置することで、環境保全への意識向上へ 

つなげています。 

④ お客さまの笑顔あふれる安心・便利・サステナブルな未来へ SDGSの取り組み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゆめタウン廿日市 店舗概要】 （2022年 4月 21日時点） 

1.名  称   ゆめタウン廿日市 

2.店  長   三浦 健司（みうら けんじ） 

3.所 在 地   広島県廿日市市下平良二丁目 2番 1号 

4.電話番号   0829-34-1311 

5.開 業 日   2015年（平成 27年）6月 11日 

6.敷地面積   約 51,000㎡ 

7.店舗面積   約 46,000 ㎡ 

8.建物構造   鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）地上 5階地下 1階 

9.駐車台数   約 3,800台（平面 約 700台/立体駐車場 約 3,100台） 

10.営業時間   食品売場・ドラッグ売場 9:00～21:30 

直営売場(食品売場除く) 9:00～21:00 

専門店(一部専門店除く) ・フードコート  10:00～21:00 

レストラン街 11:00～21:00 

※4月 21日（木）～4月 24日（日）は、全館 9時オープンです。 

11.休 業 日     年中無休 

12.従業員数     約 2,500名 

  13.専門店数     174店舗 


