
 

 

２０２３年３月３日 

 

３月１７日（金）「ラクア緑
みどり

井
い

」グランドオープンのお知らせ  

 

株式会社フジ・リテイリング（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：山口
や ま ぐ ち

 普
ひろし

）は、新たな商業

施設「ラクア緑井」を２０２２年８月にオープンしました。段階的に専門店をオープンしており、

このたび、２０２３年３月１７日（金）にグランドオープンしますので、その概要についてお知ら

せします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

ラクア緑井は、幅広い世代の皆さまに楽しく、気軽に過ごしていただける居場所・施設をめざし、

「ラクアでみつける、新しい時間」をコンセプトとして、２０２２年８月にファーストオープンし

ました。お客様にワクワクしていただける“コト”“モノ”の提供や、いつも笑顔で温かみのある

接客・サービスをお届けしており、多くのお客様にご来店いただいています。３月以降、あらたに

６店舗がオープンし、合計６０店舗のショップを有する、あらゆる世代のお客様に楽しんでいただ

ける施設になります。 

 

今後も、ラクア緑井は隣接するフジグラン緑井と共に地域のくらしを支え、より魅力的な施設づ

くりに努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

    ラクアでみつける、新しい時間 
       毎日を楽しみ、こころが潤うときを提供します。 



 

 

【店舗の特徴】 

【２階】「じぶんじかん」をより豊かに～趣味や生活が満たされるライフスタイルの提案～ 

アパレルや服飾雑貨など、趣味や生活が満たされるくらしの品の拡充を行い、ライフスタイ

ルをより豊かにする提案をします。 

 

 

アウトドアとライフスタイルを融合した２４０ブランド５万点以上の品揃えを誇る体験型

セレクトショップ「Alpen Outdoors」がラクア緑井に出店します。お好きなテントをその場

で選び、スタッフのレクチャーを受けながら試し張りができるなど実際の使用感をイメージ

した購買体験を提供。トレッキング用品も充実の品揃え。シーン別陳列により、見やすく快

適にお買物を楽しんでいただけます。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【３階】潤いのある時間、心地よい空間へ～お子様から大人まで楽しく気軽に過ごせる居場所～ 

ゆっくりとした時間を楽しめる Book＆カフェや飲食店、お子様から大人まで楽しんでいただけ

る施設を導入します。 

 

 

「TSUTAYA BOOKSTOREラクア緑井」は、「日常に新しい“ワクワク”を」をコンセプトに、

本や雑貨を通じて地域の人々に楽しい空間を提供していきます。 

児童書コーナーでは、えほんから生まれたグッズとえほんを取り扱う「えほん+えほん」を西

日本初導入。えほんを通して子供と大人が共に育むためのモノとコトを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSUTAYA BOOKSTORE 

Alpen Outdoors 



 

 

 

  

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒース

トア。「スターバックス ラテ」をはじめとするエスプレ

ッソドリンクやデザート感あふれるフラペチーノⓇ、テ

ィーなど、バリエーション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。一杯のコー

ヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひと

ときを提供しています。 

※２０２３年３月３１日（金）オープン予定 

 

 

 

創業当時からお客様の健康を第一に考え、店舗で扱う

すべての食材に化学調味料・人工甘味料・合成着色料・

人工保存料を一切使わず、徹底した品質管理でお寿司を

提供しています。一皿１１５円からというリーズナブル

な価格で、お寿司だけでなくサイドメニューなど豊富な

ラインナップを取り揃えているほか、お皿５枚で１回チ

ャレンジできるゲーム「ビッくらポン！」といった楽し

さも大切にしており、記憶に残る食体験を提供します。 

※２０２３年４月６日（木）オープン予定 

 

 

緑と水があふれる ゆったりとした空間をイメージし

た新感覚の遊び場で全台ＱＲコード決済機能付きのクレ

ーンゲーム専門店です。 

毎週末、LINE会員様限定のイベントも行います。 

ぜひ大切な方とご一緒にピノッキースパティオへご来店

ください♪ 

 

 

トレンドのデザインから機能性に優れたアイウェアま

で豊富な商品を展開。さらに Zoffならお選びいただいた

レンズに、追加料金なしでブルーライトカットコートを

お付けいただけます。もっと気軽でもっと楽しいメガネ

の世界をお届けします。 

 

 

スターバックス 

くら寿司 

ピノッキースパティオ 

Zoff 



 

 

 

 

地元大学生が披露する書道パフォーマンスなどのイベントの実施や、グランドオープンの

期間中、ＪＲ緑井駅前商業施設５店舗合同のガラポン抽選会や、エコバッグのプレゼント企

画など、お客様をワクワクさせる記念販促を実施いたします。 

 

① ガラポン抽選会 

３月１８日（土）～１９日（日）の期間、ラク

ア緑井・フジグラン緑井・コジマ×ビックカメ

ラ広島インター緑井店・ルネサンス広島緑井・

ＴＯＨＯシネマズ緑井５店舗でのお買い上げ合

計３,０００円で１回抽選！ 

 

② エコバッグプレゼント（先着１,０００名） 

３月１７日（金）～３月２６日（日）のグラン

ドオープン期間中、ラクア緑井で１０,０００円

以上お買い上げのお客様にオリジナルエコバッ

グのプレゼントを実施します。 

 

 

  

【ラクア緑井 施設概要】 

  ・責 任 者：森
もり

 伸也
し ん や

 

・所 在 地：広島県広島市安佐南区緑井５丁目２２番１号 

・電 話 番 号：０８２－２０７－４８６０ 

・営 業 時 間：１０：００～２１：００（店舗により一部営業時間が異なります） 

  ・駐 車 台 数：６１２台  

  ・駐 輪 台 数：４７０台 

・敷 地 面 積：１１，１９４㎡  

・延 床 面 積：３６，３５９㎡  

・店 舗 面 積：１５，４４０㎡  

■総投資額：約１０．９億円 

■年商予定：約６０億円 

  以 上 

グランドオープン記念販促 



グローサリー 北野エース 2022年8月10日

精肉 ニュー・クイック 2022年8月10日

鮮魚 魚喜 2022年8月10日

青果 九州屋 2022年8月10日

フルーツジュース フルーツガーデン旬果 2022年8月10日

惣菜 花瀬 2022年8月10日

惣菜 たごさく 2022年8月10日

惣菜 瀬戸内魚惣菜じんぼ 2022年8月10日

惣菜 嘉美 2022年8月10日

漬物 山豊 2022年8月10日

塩干物 海満味屋 2022年8月10日

ベーカリー ポンパドウル 2022年8月10日

アイスクリーム サーティワンアイスクリーム 2022年8月10日

洋菓子 ボストン 2022年8月10日

和洋菓子 茶の環 2022年8月10日

和洋菓子 風季舎 2022年8月10日

和菓子 菓匠清閑院 2022年8月10日

和菓子 御菓子所高木 2022年8月10日

和菓子 平安堂梅坪 2022年8月10日

和菓子 藤い屋 2022年8月10日

ドラッグ マツモトキヨシ 2022年8月10日

イタリアン マリオ　エスプレッソ 2022年8月10日

生花 花吉 2022年8月10日

クリーニング クリーニングホワイト舎ラクア緑井店 2022年8月10日

ＡＴＭ イオン銀行 2022年8月10日

惣菜 マリオのランチボックス 2022年10月1日

惣菜 はしもと（串、とんかつ） 2022年10月1日

惣菜 唐揚げ屋　お松 2022年10月1日

キッチン雑貨 SAN-B 2022年10月1日

スイーツ・カフェ マリオ　デザート＆カフェ 2022年10月1日

蕎麦 奥出雲そば処　一福 2022年10月1日

シューズ ABC-MART 2022年8月10日

リペア MISTER MINIT 2022年8月10日

アパレル・ライフスタイル雑貨 LAKOLE 2022年11月10日

アパレル ONWARD CROSSET Select 2022年11月10日

靴下 靴下屋 2022年10月1日

シューズ・インソール KAISOKUYA PRO 2022年10月1日

服飾雑貨 SAC'S BAR 2022年10月1日

アウトドア雑貨 Alpen Outdoors 2023年3月17日
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グランドオープン業種 ショップ名 セカンドオープンファーストオープン

1

Ｆ

■ラクア緑井 テナント情報



呉服 きもののやしま 2022年8月11日

雑貨 ハピンズ 2022年8月10日

ファストフード マクドナルド 2022年8月10日

写真館 コマエ写場ラクア緑井店 2022年8月10日

ＡＴＭ 広島銀行 2022年8月10日

ＡＴＭ もみじ銀行 2022年8月10日

ＡＴＭ 広島信用金庫 2022年8月10日

文具 多山文具 2022年10月1日

レディスアパレル ロンミヤコ 2022年10月1日

時計 ザ・クロックハウス 2022年10月1日

均一雑貨 キャンドゥ 2022年10月1日

美容サロン penelope　 2022年12月1日

整体 カラダファクトリー 2022年10月1日

ピアノ教室 I　Love Piano 2022年12月1日

保険 保険見直し本舗 2022年12月1日

手芸・クラフト クラフトハートトーカイ 2022年12月6日

書籍 TSUTAYA　BOOKSTORE 2023年1月28日

カフェ スターバックス 2023年3月31日

眼鏡 Zoff 2023年3月1日

寿司 くら寿司 2023年4月6日

子供の遊び場 ピノッキースパティオ 2023年3月1日

※3月3日時点の情報となります。 　　　　
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業種 ショップ名 ファーストオープン セカンドオープン グランドオープン


