
 

    

エミフルＭＡＳＡＫＩ Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

２０１４年６月２０日 

 

 

エミフルＭＡＳＡＫＩ、ビッグリニューアルオープン！！ 

～７月１９日（土）、四国初「AMERICAN
ア メ リ カ ン

 EAGLE
イ ー グ ル

 OUTFITTERS
ア ウ ト フ ィ ッ タ ー ズ

/aerie
エアリー

」を含む 

約２０店が同時オープン～ 

 

 エミフルＭＡＳＡＫＩ（所在地：愛媛県伊予郡松前町筒井８５０番、支配人：山口 徹）は、２０１４年１月

から、専門店全体の８割にあたる約１６０店をリニューアルする大規模な改装を行ってきました。３月

の先行オープンでは、話題性の高いショップを誘致するとともに、ウォーキングコースやドッグランを

整備し、新たな来店動機づくりに取り組みました。そして、いよいよ７月１９日（土）に全体のリニューア

ルを完了し、新規出店５８店を含む合計２０６店のショップを有する新しいエミフルＭＡＳＡＫＩに生まれ

変わりますので、その概要をお知らせします。 

 

１．リニューアルコンセプト 

時代の変化とともに進化する「次世代型ショッピングセンター」への変革を図り、ヤングからシニア

まで、モノはもちろんコトまで幅広く楽しめるショッピングセンターに生まれ変わります。四国初、愛媛

初といった新しさだけでなく、施設の整備を進めることで、ゆったりとお買い物が楽しめる環境づくり、

家族で楽しい時間を過ごせる環境づくりにも取り組みます。 

 

ほしいもの・みつかる・みんなのエミフルＭＡＳAKI として、 

を目指します。 

 

 

２．リニューアルの特徴 

２０～３０代の女性やファミリーを中心に、幅広い年代のお客さまに楽しく 

充実した時間を過ごしていただけるショッピングセンターを目指したショップ 

構成、環境整備を行っています。ファッションから雑貨、飲食まで、個性豊か 

な２０６店のショップがお客さまのくらしを彩ります。 

またリニューアルを機に記念樹としてメタセコイアを植え、四季折々で家 

族や仲間とエミフルＭＡＳＡＫＩに集った楽しい思い出のシンボルツリーとして 

育てていきます。 

 



 

 

 

 

①四国初、愛媛初の驚きを 

アメリカ発の人気ジーンズカジュアルブランド「AMERICAN
ア メ リ カ ン

 EAGLE
イ ー グ ル

 OUTFITTERS
ア ウ ト フ ィ ッ タ ー ズ

/aerie
エアリー

」や、４
ヨン

℃
ドシー

から誕生した自由で楽しいジュエリーを扱う「カナル４℃」、日本各地の選りすぐりの食材をセレクトし

た「久世
く ぜ

福
ふ く

商店
しょうてん

」など、四国初、愛媛初の新しい感性あふれるショップを展開します。 

 

 

 

 

 

 

7/19オープン「AMERICAN EAGLE OUTFITTERS/aerie」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6オープン「カナル４℃」                 7/19オープン「久世福商店」 

 

 

②女性にうれしい「食」を 

イタリア直輸入のジェラートや、ふわふわパンケーキを提供する「ヨゴリーノ」、こだわりの生パスタ

と焼きたてプチバケットがおすすめの「モッチーナ」など、フードコートでも女子メニューをお楽しみいた

だけます。また四国初出店となる「ココフラン」では、材料や焼き上げにこだわったフランスの家庭の

定番スイーツを提供します。さらに、名古屋 

発祥の喫茶店「コメダ珈琲店」では、ログ 

ハウス風の店内で味わい深いコーヒーと 

「シロノワール」で、ゆったりとくつろぎの時 

間をお過ごしいただけます。                                   

 

7/18オープン「コメダ珈琲店」    7/7オープン「ヨゴリーノ」 



 

 

 

③キッズ＆ファミリーに楽しい時間を 

お子さま連れのお客さまに、より快適に過ごしていただくために、フードコートや赤ちゃん休憩室を

刷新します。フードコートは木目調のデザインに変更することで、ゆったりとくつろげる空間づくりをし

ています。また、新たにキッズ・ファミリースペースを設置し、お子さま連れでも気兼ねなく楽しく食事

ができる環境を整えます。さらに、フードコートと近接するスペースには親子が気軽に集えるオープン

な「赤ちゃん休憩室EMI
エ ミ

 BABY
ベ ビ ー

」を新設します。従来に比べて約３倍となる９４㎡のスペースがあり、お

むつ替え、授乳、待ち合いなど、利用シーンに合わせて空間をゆるやかに区切ることで、お子さま連

れのお客さまが落ち着いて過ごせるスペースとなっています。 

さらに、０～１１歳児までの普段着・お出かけ着・小物が揃う「マザウェイズ」、ポップでかっこかわい

いコーディネートが楽しめる「Orange
オ レ ン ジ

 county
カ ウ ン テ ィ

」、家族の思い出づくりのお手伝いをするこども写真城

「スタジオアリス」など、キッズ＆ファミリーにうれしいショップが入店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④興味の尽きないお買い物を 

  「Orange ｃｏｕｎｔｙ」「マザウェイズ」「スタジオアリス」といった子ども関連のグッズやサービスが充

実するキッズバラエティゾーン、「久世福商店」「ルピシア」「カルディコーヒーファーム」といった専門性

の高い食材を取り扱うショップが立ち並ぶフードゾーンなど、ゾーンごとの特徴を明確にし、近接する

ショップの関連性を高めています。目的にあわせてスムーズにお買い物いただけるだけでなく、同じ

ジャンルの中でも持ち味の異なるショップの買いまわりをしやすくすることで、ショッピングの楽しさに

広がりを持たせます。 

 

 

以 上 

 



（別紙）　　　　

エミフルMASAKI　専門店一覧 ※NEW：2014年1月以降、今夏までの新規入店店舗

■エミモール１F

中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW 中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW

○ 中華惣菜 上海ほちゃほちゃ ★ ○ 生活雑貨 ロフト ★

宇和島じゃこ天 島原かまぼこ ★ ○ 生活雑貨 straw ★

惣菜 とんび家キッチン　コトコト 生活雑貨 無印良品

○ 洋菓子 不二家 ★ 生活雑貨 one's terrace

洋菓子 ビアードパパ ★ 生活雑貨・婦人服 studio CLIP

○ 洋菓子 ココフラン ★ インポート雑貨 Ｘ-ＳＥＬＬ

洋菓子 スティック スイーツ ファクトリー キッチン雑貨 SPRING KITCHEN STORE

和菓子 小福饅頭 和雑貨 織部

アイスクリーム サーティワンアイスクリーム 腕時計 TiCTAC

ベーカリー アペ ラッヘン メガネ・補聴器・コンタクト・サングラス メガネのタナカ

お茶 ルピシア メガネ JINS

輸入食品・コーヒー豆 カルディコーヒーファーム コンタクト フラワーコンタクト

○ 和調味料・乾物 久世福商店 ★ 書籍 TSUTAYA

○ 農産市場 わくわく広場 ★ ファーストフード マクドナルド

フラワーショップ フローラ メイ ファーストフード ケンタッキーフライドチキン

レディス OPAQUE．CLIP ★ ファーストフード ミスタードーナツ

○ レディス アキアゴーラ ぺヂード ★ ファーストフード サブウェイ

○ レディス エムフル－ル anySiS ★ ○ 洋食 しゃぽーるーじゅ ★

○ レディス セシルデイズ ★ ○ ベーカリーレストラン バケット ★

○ レディス デッサンアンタイトル ★ ○ 串揚げ ビュッフェ 串家物語 ★

○ レディス Flor by Rew de Rew ★ 総合バイキング 太陽のごちそう

レディス アルファベッツ アルファベット そば・天丼 十割そば・天丼わさび

レディス un fil et un fil 和食 一汁五穀

レディス made カフェ コメダ珈琲店 ★

レディス LEPSIM LOWRYS FARM カフェ スターバックスコーヒー

レディス Green Parks topic カフェ タリーズコーヒー

レディス earth music&ecology natural store 携帯電話 auショップ

レディス COCO DEAL 携帯電話 ドコモショップ

レディス ラシュッド 携帯電話 ソフトバンク

レディス niko and. . . ○ リラクゼーション バリンガン ★

○ 婦人ヤング &byP&D ★ リラクゼーション リラクゼーションスペース　ラフィネ

○ 婦人ヤング Vin (ヴァン） ★ トータルエステティックサロン ＲＵＮＥ Ｔｉｒｔｈａ

○ 婦人ヤング テチチ/ルノンキュール ★ 歯医者 すまいる総合歯科クリニック

○ ファミリーカジュアル PLST ★ 眼科 古泉クリニック

○ ファミリーカジュアル AMERICAN EAGLE OUTFITTERS/aerie ★ クリーニング 石田クリーニング

ファミリー ユニクロ 靴修理・靴クリーニング・合鍵 リアット！

ファミリー Gap/GapKids DPE パレットプラザ

婦人靴 JELLY BEANS ★ クッキングスクール ＡＢＣクッキングスタジオ

婦人靴 WA ORiental TRaffic 託児所 都市型保育園ポポラー

○ 服飾雑貨 before the boom ★ ○ ブライダル Bride's Café  THE ARCO ★

○ ジュエリー MARCHE DE ECLAT　AMIS BLOOM ★ 宝くじ 宝くじ売場

○ ジュエリー カナル4℃ ★ 不動産 お部屋さがし物語 スタッフレスショップ

ｺｽﾒ・香水・ｻﾌﾟﾘ カラ－スタジオ ○ 注文住宅の講座・相談サービス スーモカウンター ★

ｺｽﾒ・香水･ｻﾌﾟﾘ メディコ21 コスメ 金・プラチナ・ダイヤ買取専門店 ジュエルカフェ

ｺｽﾒ・香水・ｻﾌﾟﾘ オルビス・ザ・ショップ 保険 フジ保険ショップ

ハンドメイドコスメ ＬＵＳＨ インストアブランチ 伊予銀行

美・健康 ジュリア・オージェ インストアブランチ 愛媛信用金庫「愛リーコラボ」

健康雑貨 cocochi 郵便局 郵便局
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（別紙）　　　　

■エミモール１F ■エミモール２F

中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW 中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW

ATM 伊予銀行 ★（※） 帽子 CAP-TAIN

ATM 愛媛銀行 ★（※） ○ 雑貨 COLLECTORS ★

ATM 愛媛信用金庫 ジュエリー CUKE

ATM JAバンク ★ バラエティ雑貨 ニュースタイル　by　ヴィレッジヴァンガード ★

コスメ自販機 Ｐｒoactiv バラエティ雑貨 スペース田中

※一部新設 バラエティ雑貨 ヴィレッジヴァンガード

■エミモール２F ファンシー雑貨 マザーガーデン

中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW 駄菓屋 だかし夢や

○ 婦人ヤング ディスコート ★ エスニック雑貨 チチカカ ★

婦人ヤング ローリーズファ－ム ★ ○ 雑貨 ハレノヒ ★

婦人ヤング ＩＮＧＮＩ 健康食品 ＤＨＣ直営店 ★

婦人ヤング mysty woman タオル タオル美術館 ★

婦人ヤング Garden by oneway 手芸クラフト クラフトハートトーカイ

婦人ヤング axes femme はんこ はん・印刷　大谷

婦人ヤング OLIVE des OLIVE スポーツ スポーツゼヒオ/ヴィクトリア

婦人ヤング AS KNOW AS PINKY ファーストフード モスバーガー

婦人ヤング ARROW ○ ステーキ ９２’s-クニズ- ★

婦人ミセス NOBLE PROＤUＣED BY MIMOSA ○ パスタ モッチーナ ★

婦人ミセス ビースリー フルーツジュースバー 果汁工房　果琳 ★

ファミリー COMME　ÇA　ISM ○ ヨーグルトジェラード ヨゴリーノ ★

ファミリー ＨｕｓＨｕｓＨ ★ ○ ラーメン IPPUDO RAMEN EXPRESS ★

ファミリー any FAM 中華 ちゃっぷりん

ファミリー 3can4on 海鮮丼 ザ・どん

○ キッズ ALGY ★ たこ焼き 銀だこ

○ キッズ Ｏｒaｎｇｅ　county ★ ちゃんぽん リンガーハット ★

キッズ マザウェイズ ★ うどん めんた

キッズ ＳＴＡＲＶＡＴＩＯＮＳ ビビンバ ミョンドンヤ

キッズ ＪeＮＮi カフェ アニー

キッズ ＢＲＥＥＺＥ ○ カフェ カフェ コムサ ★

カジュアル グローバルワーク 旅行 フジトラベルサービス

紳士カジュアル THE　SHOP TK　MIXPICE 洋服のお直し マジックミシン

紳士カジュアル HIDEAWAYS　NICOLE ネイルサロン フェザード・フレンズ

ジーニングカジュアル Right-on 理容室 理容プラージュ

サーフカジュアル ムラサキスポーツ 美容室 ヴァン・カウンシル

紳士ビジネス ネクストブルー ★ 子供写真館 スタジオアリス ★

紳士 タカキュー ★ こども英会話教室 セイハ英語学院 ★

シャツ BRICK HOUSE　ｂｙ　Tokyo　Shirts 幼児教室 小学館の幼児教室　ドラキッズ

インナー AMO'S　STYLE　ｂｙ　Triumph カルチャー ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター

インナー SUZUYA パソコン教室 Winスクール松前校

ソックス 靴下屋

ジューズ TSURUYA

シューズ ＡＢＣ-MART　MEGA STAGE

バック サックスバーアナザーラウンジ

○ バック クイールサックスバー ★

バック サックスバージーン ★

アクセサリー ＳＴＯＮＥ　ＭＡＲＫＥＴ

アクセサリー L.CHANCE

シルバー BLESS
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（別紙）　　　　

■エミアミューズ

中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW

楽器 島村楽器 ショップ合計 206店

バラエティ雑貨 イルーシー300 うち、新規入店数 58店

○ ペット ひごペットフレンドリー ★ （中四国初12店、四国初15店、愛媛初11店）

ペット用品 ＰＥＴ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ

回転寿司 回転寿司 すしえもん

カフェ サンタカフェ フレンズ

カラオケ エミーズ★カラオケ

アミューズ SOYU Forest Hunter

携帯電話 ウィルコムプラザ

シネマ シネマサンシャイン

■別棟

中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW

ベビー用品 アカチャンホンポ

自動車販売 愛媛ダイハツ

自動車販売 マツダオートザムフジ

Health&Beauty DRUG くすりのレデイ

家電 エディオン

ホームセンター ダイキＥＸ

ファッション ジーユー

家具・インテリア ニトリ

地産地消ショップ まさき村

ファーストフード・ドライブスルー モスバーガー

フィットネスクラブ フィッタ

■エミグルメ

中四国初 四国初 愛媛初 業種 ショップ名 NEW

中華 大阪王将

お好み焼き 千房

ステーキ ステーキハンバーグ&サラダバーけん

焼肉 韓の厨房 焼肉じゃんじゃか

居酒屋 居魚屋 網元
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