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※2018年11月時点計画。変更の可能性があります。

株式会社プライムプレイス（東京建物グループ）

モレラ岐阜オペレーションセンター

岐阜県本巣市・大型ショッピングセンター

「モレラ岐阜」 大規模リニューアル 2018年11月23日 第3弾オープン！
「フードガーデン」拡大リニューアル、食専門店ゾーン「モレラ マルシェ」の導入、環境改善…など。

段階リニューアルが完結へ。（施設全体の50％を超える 約110店舗規模の改装）

報道関係各位

▼TOPICS（リニューアル第3弾のポイント）

●屋外イベントスペースの整備（ステージ新設）
●2階フロアカーペットの全面貼り替え
●デジタルサイネージの入替・新設
●「ナムコ」プロデュース キッズスペース導入

●各種顧客向けサービスの見直し・改善
●親＋子向け施策の再編・組織化

（「モレラ岐阜キッズクラブ」の充実）
●地域連携型・オリジナル施策の充実
●インナープロモーション活動・ES活動

（スタッフの一体感創出）

●大型専門店の導入（1階北側エリアの大型店集積完了）
●体験型店舗（料理教室・ボルダリングパーク）の導入
●2階 ベビールーム（授乳室）レストルーム リニューアル
●1階 Francfranc（ﾌﾗﾝﾌﾗﾝ）監修 レストルームの導入
●屋外ウォーキングルートの敷設（教育委員会協力）
●従業員向け「託児施設」の導入

●高感度ファッション・ライフスタイル雑貨の拡充
●大型専門店の導入・集積
●キッズエリアの再編と拡大
（子育てファミリー向け対応の充足）
●食MDの強化・グルメの充実

第1弾 ～第2弾（完了済み）

全体の約50％の
ショップが新規・

改装開業
（計110店舗規模）

リニューアル 第3弾（今回取組み）

思いやりのある施設
への環境改善

顧客向けサービス
がさらに充実

●2階「フードガーデン」拡大リニューアル（客席数1,200席へ）
・「文殊のもり」をテーマとした環境リニューアル
・テラス席を室内化、レイアウトを変更。客席数を大幅に増加
・シンボルツリー＋キッズ遊び場を新設
・全体の7割、11店舗を新規・改装オープン

●1階 食専門店ゾーン 「モレラ マルシェ」の導入
・1階 スーパーマーケット付近に「モレラ マルシェ」を開業。
・生鮮食品・惣菜・スイーツ業態を導入
・食プロジェクトによる活性化策を計画
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（施設概要は11ページに記載）

株式会社プライムプレイス（本社：東京都中央区、代表取締役：乾 武生）が運営する大型ショッピングセンター

「MALera（モレラ）岐阜」（岐阜県本巣市）は、2012年以来となる大規模リニューアルを推進しており、

2018年11月23日、第3弾のリニューアルを実施いたします。

■リニューアルの概要

当施設は2006年4月に開業。12年目を迎え、商圏は岐阜県内を中
心に滋賀・三重・愛知などの広域へと広がり、多くのお客様にお越しいた
だいています。この度、それら顧客の声に基づく改善活動を通じて、MD
構成・商環境・運営（顧客向けサービス）のさらなる充実を図り、エリア
NO.1の楽しさと快適性を提供できるショッピングセンターを目指します。

今回のリニューアルは、約1年を掛けて全館のおよそ50％にあたる約
110店舗が新規・改装オープンするものです。これまでの高感度イメージ
を活かしながら、「ライフスタイル」「ファミリー」「キッズ」「フード・グルメ」など
のテーマに沿ったMD再編・集積を行います。環境面ではフードガーデン
の大改装や顧客に配慮した環境改善を実行します。顧客向けサービス
もさらに充実させ、先進的で居心地の良い、快適なショッピング空間へと
生まれ変わります。



リニューアルコンセプト

高感度で、好感度アップ。
「時代の先をいく進化型モール」へ。

これまでのモレ ラ 岐 阜 の イ メ ー ジ で あ る
「ファッショントレンドの 感 度 が 高 い モ レ ラ 」 を 活 か し な が ら 、

「感度の高い」「ライフスタイ ル ・ コ ト 消 費 」 の 充 足 度 を 高 め る こ と で、
時代の先をいくショ ッ ピ ン グ モ ー ル を 目 指 し ま す 。
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Ⅰ. 先行オープン(2017年)
段階リニューアルの取組みを開始

「BAYFLOW」「GLOBAL WORK」「スターバック
ス」など約10店舗が先行して新規・改装オープン。

約40店舗が新規・改装オープン。エリア最大級の「無
印良品」、県内初「AWESOME STORE」等が集積。

Ⅱ. 第１弾オープン(2018年3月20日)
高感度ファッション・ライフスタイル雑貨の拡充

約30店舗が新規・改装オープン。2階南側にキッズエリア
が誕生!!1階北側には大型店「ニトリ」が開業。

Ⅲ. 第２弾オープン(2018年4月27日)
キッズエリアの導入・MD再編

▼これまでのリニューアル実績（営業力を維持しつつ、段階的に施設の魅力度を向上させる計画）

Ⅳ. 2018年 11月23日 第３弾オープン
「フードガーデン」拡大リニューアル、食専門店ゾーン「マルシェ」の導入、各種環境改善を実行。

約30店舗が新規・改装オープン。段階リニューアルの最終フェーズへ。

2階の「フードガーデン」が1,200席を有する規模へと拡
大リニューアル。11店舗の新規・改装オープンが完了。
1階南側・スーパーマーケット付近には食専門店を集積
した「モレラ マルシェ」が誕生。
体験型や教室、大型専門店(集積完了)などもそれぞ
れ開業します。

環境面では、リニューアル第2弾で導入したキッズエリア
内の「ベビールーム(授乳室)・レストルーム」をリニューア
ル。1階、高感度アパレルゾーンのレストルーム改修はイ
ンテリアショップ「Francfranc(フランフラン)」がプロデュー
スします。（本取組みは国内初）

運営面においては、これまでの改善結果を活かした各
種オリジナル施策を展開。広域に告知活動を行う計画
です。「新生モレラ」の認知度を向上させ、進化型モー
ルとしてのブランドイメージ確立を目指します。



総席数1,200席(旧比1.5倍）へと拡大!! 環境デザインも一新。

2018.11.23  第3弾オープン 「フードガーデン」拡大リニューアル
～高感度な暮らし提案と、好感度なサービスを提供する進化型モールへ。
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デザインイメージ：「文殊のもり」

ポイント１ 「文殊のもり」をイメージした環境デザインへ。

本巣市内の「文殊の森」をイメージテー
マとし、森林の中でピクニックを楽しむよ
うに、自然を感じ、集い語らう場となるよ
う改修する計画です。高い天井と柱を
活用し、モレラの森の自然を想起させる
空間演出を行います。
ファミリー顧客を中心とした利用者へ楽
しさと快適性を提供します。

【リニューアル後】 16店舗・1,200席【現行】 14店舗・780席

ポイント2 テラス席を室内化し2店舗増加。客席数も大幅増加。壁面を緑化。

ポイント3 シンボルツリーと周辺に子どもの遊び場を新設。

＜全体の70％、11店舗が新規・改装オープン＞
フードガーデン全16店舗中、11店舗が新規・改装オープン。
東海地区初出店、県内初など、話題の新店をくわえ、顧客の
選択肢を広げました。

顧客からの要望が多い「マクドナルド」、東海地区初出店の「長
田本庄軒」、㈱モスフードサービスが手がける本格パスタの「ミア
クッチーナ」など、注目の新店が続々オープンします。

屋外テラス席スペースを室内化し、客席を増設。
新たに2店舗を追加し、顧客ニーズに基づく新規店舗を導入。
バラエティ豊かな顔ぶれに。三世代・ヤングファミリーを中心に、よ
り多くのお客様に過ごして頂ける広々とした環境へと一新。
外壁は壁面緑化を行います。

フードガーデン内のシンボルとして、大きなツリーを配置。
周囲にはすべり台や芝生スペース、てんとう虫などの昆虫のオブジェを設け、
お子さま連れ顧客が楽しみながら食事ができるキッズスペースとしました。
お子さまを見守るパパ・ママの席にも配慮し、安全に楽しく、快適に食事ができ
る環境を提供します。



丸亀製麺
手づくり、できたての本格的なうど
んをセルフ形式で提供する讃岐う
どん専門店。トッピングの天ぷらや
おむすびもご一緒にどうぞ。

ちゃんぽん亭総本家
店舗もメニューも一新！『滋
賀のソウルフード』をぜひご賞
味ください。

RENEWAL RENEWAL RENEWAL

RENEWAL

RENEWAL

RENEWAL

＜新規導入テナント＞ 東海地区初出店：2店舗、岐阜県初出店：2店舗、改装オープン：6店舗

総席数1,200席(旧比1.5倍）へと拡大!! 環境デザインも一新。

2018.11.23  第3弾オープン 「フードガーデン」拡大リニューアル
～高感度な暮らし提案と、好感度なサービスを提供する進化型モールへ。
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新サービス導入：「フードコート オーダーシステム」 ※仮称

フードガーデンをご利用いただく際、店舗受付へ出向くことなく、お客様のスマートフォンからメニュー注文ができる会計
システムの導入を予定しています。専用アプリを無料ダウンロードするだけで、キャッシュレスで注文から会計までを行う
ことができる便利なサービスです。（サービス開始準備中）
※ご利用には「モレラ岐阜 エポスカード」へのご入会が必要となります。対象店舗等、詳しくは今後のモレラH.P.でご案内する予定です。

マクドナルド
いつでも美味しいマクドナルド商
品をスピーディーでスマイルを添
えて提供します。

長田本庄軒
神戸長田の味である牛スジとこんに
ゃくをじっくり甘辛く煮込んだ「ぼっか
け」が特徴の焼きそば専門店です。

天麩羅 えびのや
注文を受けてから目の前で職人が
揚げる熱々サクサクの天ぷらを、ボリ
ュームたっぷりな定食や天丼で気軽
に楽しめます。

岐阜県初東海地区初ミアクッチーナ
イタリア語で「私の台所」を意味する店
名の通り、ほっとする時間を本格的な
パスタとともにご提供します。

岐阜県初

とり専門店 鳥さく
秘伝の特製ダレで漬け込んだから揚げ
や、契約農家から仕入れるこだわりの卵
を使った「特製親子丼」などの鳥料理を
リーズナブルな価格で味わえます。

東海地区初

NEW NEW NEW NEW

NEW



1階 食専門店ゾーン「MALera MArche」(モレラ マルシェ) 誕生!!

2018.11.23  第3弾オープン 1階・食専門店ゾーン 「モレラ マルシェ」の導入
～高感度な暮らし提案と、好感度なサービスを提供する進化型モールへ。
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顧客ニーズの高い「食物販」を充実。スーパーマーケット周辺に
専門店の集積ゾーンを導入。第2弾リニューアルで強化したベー
カリー、グロサリーに加え、生鮮食品、惣菜をさらに充実させる計
画。毎日の食卓を彩る上質な食材、食品を集めた「モレラ マル
シェ」がいよいよ誕生。

食の安心・安全性や本物志向を演出するため、自然素材とクラフト素材で活気のある洗
練された空間をデザイン。

Design key word

『Naked × Decoration』

NEW OPEN
岐阜県初

青果・グロッサリー 広重ティーマジック

高山発バームクーヘン専門店「広重
スイーツマジック」と紅茶ドリンク専門
店「アジアンティーハウス」のコラボショ
ップが誕生！

バームクーヘン・紅茶ジャンプ
“新鮮・安心・おいしい”にこだわ
る精肉を提供する専門店。コロッ
ケやメンチカツなど、肉屋ならでは
の惣菜も充実しています。

とうふや豆蔵
国産大豆100％の豆乳で作る豆腐
をはじめ、豆乳やおからを使ったお菓子
なども販売。からだに優しい「おとうふ生
活」を提案します。

おなかすいた
旬の新鮮野菜や日本全国の食品、
調味料が揃います。伝統的な和食
文化と作り手の思いを毎日の食卓へ
届けます。

精肉・惣菜 豆腐・大豆加工品

スーパーマーケット バロー
2006年オープンから12年。このたびリフ
レッシュオープンします。生鮮食品、惣菜、
ベーカリー売場が新しく生まれ変わりま
す！

RENEWAL OPEN

岐阜を代表するパティシエ柴田
武氏がプロデュースするスイーツ
が人気のパティスリーが登場。

オープン記念特別販売 「シェ・シバタ」（洋菓子）

ショッピングセンター初

「モレラ岐阜」その他の食物販店舗



6

2018.11.23  第3弾オープン その他 ピックアップ店舗
～高感度な暮らし提案と、好感度なサービスを提供する進化型モールへ。

体験型店舗の導入、顧客サービス機能の追加

岐阜県内のショッピングセンターでは初のボル
ダリング施設がオープン！東京オリンピック競
技に選ばれた今話題のスポーツを、家族や
友だちと一緒に遊び感覚で楽しめます。

企業主導型の保育所。施設で働くスタッフ
の子育てをサポート。一般顧客がショッピン
グの合間に一時利用することも可能です。

全国約28万人が通う、料理・パン・ケーキ
作りが学べる料理教室です。明るく楽しい
雰囲気の中で、基礎からアレンジメニューま
でしっかり学べます。

企業主導型保育所・
一般客向け一時おあずかり所

ミラクルキッズ

ボルダリング料理教室

岐阜県
初出店

ボルダリングパーク ブロックABCクッキングスタジオ

SC
初出店

レディス・メンズの最新トレンドファッションを発信。シューズやバッグ、イン
ナーなどのアイテムも充実し、トータルコーディネートをご提案します。

2L～10Lの大きいサイズの専門店。カジュア
ルはもちろん、スーツなどのフォーマルまで揃う
豊富なラインナップが魅力。お気に入りの一着
が見つかります。

すべて薄型レンズ付きのセットプライスで
お求めいただける、メガネのニューコンセ
プトショップ。リーズナブルな商品から人
気ブランドアイテムまで、多数ご用意して
おります。

国内外の様々なブランドのアイテム
が集まるセレクトショップ。知識豊富
なスタッフが、あなたのライフスタイル
に合わせたファッションを提案します。

アベイル

オプティック パリ ミキ アトリウム102

大型専門店、地域顧客の声に基づく店舗の導入
レディス・メンズ・シューズ

メガネ

レディス・メンズ

ユニセックス

大きいサイズの店 フォーエル
岐阜県
初出店



新規・改装店舗リスト（先行オープン～第3弾オープン）
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新規移転：58店舗（うち 岐阜県初：22店舗、東海エリア初：8店舗、SC初 4店舗）
改 装：56店舗 ※「太文字」…第3弾リニューアル店舗、「東海エリア」…岐阜県、愛知県、三重県

※記載内容は2018年11月10日時点の情報。今後、変更となる場合があります。

1F 新規・移転店舗
No. 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ 業種 開業日 岐阜県初/唯一 東海エリア初 SC初

1 ワイモバイル — 携帯電話 2018年3月1日

2 保険コンパス ﾎｹﾝｺﾝﾊﾟｽ 保険代理店 2018年3月1日

3 ジュリアオージェ — ウィッグ 2018年3月2日

4 無印良品 ﾑｼﾞﾙｼﾘｮｳﾋﾝ 生活雑貨・衣類・食品 2018年3月9日

5 HIROSEYA with ＠cosme ﾋﾛｾﾔ ｳｨｽﾞ ｱｯﾄ ｺｽﾒ 化粧品 2018年3月20日 ● ● ●
6 SM2 keittio ｻﾏﾝｻﾓｽﾓｽ ｹｲｯﾃｨｵ レディス 2018年3月20日

7 JACK IN THE DONUTS ｼﾞｬｯｸｲﾝｻﾞﾄﾞｰﾅﾂ ドーナツ 2018年3月20日 ●
8 AWESOME STORE ｵｰｻﾑｽﾄｱｰ インテリア雑貨 2018年3月31日 ●
9 ｒ･p･s ｱｰﾙ･ﾋﾟｰ･ｴｽ レディス 2018年4月7日

10 LIMES  LIFE PALETTE ﾗｲﾑｽﾞﾗｲﾌﾊﾟﾚｯﾄ 家具・生活雑貨 2018年4月13日 ● ● ●
11 久世福商店・サンクゼール ｸｾﾞﾌｸｼｮｳﾃﾝ･ｻﾝｸｾﾞｰﾙ 加工食品 2018年4月27日 ●久世福

12 HEART BREAD ANTIQUE ﾊｰﾄﾌﾞ ﾚｯﾄﾞ ｱﾝﾃｨｰｸ パン・焼き菓子 2018年4月27日

13 ABC-MART ANNEX ｴｰﾋﾞｰｼｰﾏｰﾄ ｱﾈｯｸｽ 靴 2018年4月27日

14 anyFAM/anySIS/Feroux/組曲 ｴﾆｨﾌｧﾑ/ｴﾆｨｽｨｽ/ﾌｪﾙｩ/ｸﾐｷｮｸ レディス 2018年4月27日 ●SC初

15 Enchante Lou Lou ｱﾝｼｬﾝﾃﾙﾙ レディスセレクト 2018年4月27日 ●
16 信州そば処 そじ坊 ｼﾝｼｭｳｿﾊﾞﾄﾞｺﾛ ｿｼﾞﾎﾞｳ そば 2018年4月27日 ●
17 ニトリ — 生活雑貨 2018年4月27日

18 口福堂 ｺｳﾌｸﾄﾞｳ 和菓子 2018年4月27日

19 XSELL ｴｸｾﾙ ブランド 2018年4月27日 ●
20 Desigual ﾃﾞｼｸﾞｱﾙ ファミリー・キッズ 2018年4月27日

21 こととや ｺﾄﾄﾔ 食品 2018年4月27日

22 ラーメン亭 吉相 ﾗｰﾒﾝﾃｲ ｷｯｿｳ ラーメン 2018年9月29日 ● ●
23 MIRACLEKIDS ﾐﾗｸﾙｷｯｽﾞ 保育所 2018年9月30日 ●
24 Avail ｱﾍﾞｲﾙ レディスメンズ 2018年11月22日

25 ボルダリングパークBu-Rock ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞﾊﾟｰｸﾌﾞﾛｯｸ ボルダリング 2018年11月22日 ●
26 Una Casita ｵﾅｶｽｲﾀ 産直野菜・食雑貨 2018年11月23日 ●
27 ジャンプ ｰ 精肉・惣菜 2018年11月23日

28 とうふや豆蔵 ﾄｳﾌﾔﾏﾒｿﾞｳ 豆腐・大豆加工品 2018年11月23日 ●
29 広重teaマジック ﾋﾛｼｹﾞﾃｨｰﾏｼﾞｯｸ 洋菓子・アジアンティー 2018年11月23日 ●
30 ABCクッキングスタジオ ｴｰﾋﾞｰｼｰｸｯｷﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ 料理教室 2018年11月23日 ●

1F 改装店舗
No. 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ 業種 開業日 岐阜県初/唯一 東海エリア初 SC初

31 美容プラージュ ﾋﾞﾖｳﾌﾟﾗｰｼﾞｭ 美容室 2017年7月27日 — — —

32 スターバックス コーヒー — カフェ・スイーツ 2017年9月9日 — — —

33 M.deux ｴﾑﾄﾞｩ レディス 2017年10月21日 — — —

34 大戸屋 ごはん処 ｵｵﾄﾔ ｺﾞﾊﾝﾄﾞｺﾛ 定食・和食 2017年11月3日 — — —

35 和リラクゼーション 手温 ﾜﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ ﾃﾉﾝ リラクゼーション・マッサージ 2017年11月3日 — — —

36 フィオーレ — 花 2017年11月3日 — — —

37 バルドー — アクセサリー 2018年2月22日 — — —

38 AZUL BY MOUSSY ｱｽﾞｰﾙﾊﾞｲﾏｳｼﾞｰ メンズ・レディス 2018年3月9日 — — —

39 オルベネ — レディス・バッグ・シューズ 2018年3月16日 — — —

40 アーノルドパーマータイムレス — メンズ・レディス・キッズ 2018年3月19日 — — —

41 ケンタッキーフライドチキン — ファストフード 2018年3月20日 — — —

42 ママイクコ — 生活雑貨 2018年3月20日 — — —

43 しゃぶ菜 ｼｬﾌﾞｻｲ しゃぶしゃぶ・すき焼き 2018年3月20日 — — —

44 JINS ｼﾞﾝｽﾞ メガネ 2018年3月20日 — — —

45 モンディアド — 宝飾 2018年3月21日 — — —

46 ウィゴー — メンズ・レディス 2018年3月2日 — — —

47 五穀 ｺﾞｺｸ 和食 2018年4月23日 — — —

48 リサイクルキング — ブランド品・貴金属買取販売 2018年4月27日 — — —

49 Zoff ｿﾞﾌ メガネ 2018年4月27日 — — —

50 LAPAX WORLD ﾗﾊﾟｯｸｽﾜｰﾙﾄﾞ バッグ・その他雑貨 2018年4月27日 — — —

51 マツモトキヨシ — ドラッグストア 2018年4月27日 — — —

52 サーティワンアイスクリーム — アイス 2018年6月8日 — — —

53 au shop ｴｰﾕｰｼｮｯﾌﾟ 携帯電話 2018年8月11日 — — —

54 ドコモショップ — 携帯電話 2018年8月22日 — — —

55 ほていや ﾎﾃｲﾔ 呉服店 2018年10月6日 — — —

56 バロー — スーパーマーケット 2018年11月17日 — — —
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新規・改装店舗リスト（先行オープン～第3弾オープン）

新規・改装は計114店舗（施設全体の54％）

2F 新規・移転店舗
No. 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ 業種 開業日 岐阜県初/唯一 東海エリア初 SC初

57 Tempoo ﾃﾝﾌﾟｰ 趣味雑貨 2017年11月3日

58 ほけんの窓口 ﾎｹﾝﾉﾏﾄﾞｸﾞﾁ 保険代理店 2018年2月1日

59 KAPPA ｶｯﾊﾟ スポーツウェア・雑貨 2018年2月2日 ●
60 TANPOPO ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 婦人靴 2018年2月16日

61 illusie300 ｲﾙｰｼｰ300 服飾雑貨・300円均一 2018年3月1日

62 motherways ﾏｻﾞｳｪｲｽﾞ 子供服・雑貨 2018年3月2日

63 ALGY ｱﾙｼﾞｰ 子供服・雑貨 2018年3月2日

64 BREEZE ﾌﾞﾘｰｽﾞ 子供服・雑貨 2018年3月2日

65 JEWELUNA ｼﾞｭｴﾙﾅ 子供服・雑貨 2018年3月9日 ● ●
66 HAPiNS ﾊﾋﾟﾝｽﾞ 趣味雑貨 2018年3月20日 ●
67 コスメティックスセルレ — 化粧品 2018年3月20日

68 BABYDOLL ﾍﾞﾋﾞｰﾄﾞｰﾙ 子供服・雑貨 2018年3月20日

69 ZiZe ｼﾞｨｰｾﾞ レディスセレクト 2018年3月31日

70 KUWAKUWA KOBE ｸﾜｸﾜｺｳﾍﾞ 靴 2018年4月1日 ● ●
71 コムサスタイル — メンズ・レディス 2018年4月5日

72 KIDS FORET ｷｯｽﾞﾌｫｰﾚ 子供服・雑貨 2018年4月27日 ●
73 トーマスステーション岐阜 ﾄｰﾏｽｽﾃｰｼｮﾝｷﾞﾌ キャラクターアミューズメントショップ 2018年4月27日 ● ●
74 あそびパークPLUS/ナムコ ｱｿﾋﾞﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｽ/ﾅﾑｺ キッズプレイグラウンド 2018年4月27日

75 とり専門店鳥さく ﾄﾘｾﾝﾓﾝﾃﾝﾄﾘｻｸ 鳥料理 2018年7月5日

76 天麩羅えびのや ﾃﾝﾌﾟﾗｴﾋﾞﾉﾔ 天ぷら・どんぶり 2018年11月16日 ●
77 マクドナルド — ファストフード 2018年11月23日

78 ミアクッチーナ ー パスタ 2018年11月23日 ●
79 長田本庄軒 ﾅｶﾞﾀﾎﾝｼﾞｮｳｹﾝ 焼そば 2018年11月23日 ● ●
80 丸亀製麺 ﾏﾙｶﾞﾒｾｲﾒﾝ うどん 2018年11月23日

81 オプティック パリ ミキ ー メガネ 2018年11月23日

82 アトリウム102 ｱﾄﾘｳﾑｲﾁﾏﾙﾆ ユニセックス 2018年11月23日

83 大きいサイズの店フォーエル ー サイズショップ 2018年11月23日 ●
84 ちゃんぽん亭総本家 ﾁｬﾝﾎﾟﾝﾃｲｿｳﾎﾝｹ ちゃんぽん・ラーメン 2018年11月21日

2F 改装店舗
No. 店舗名 店舗名ﾖﾐｶﾞﾅ 業種 開業日 岐阜県初/唯一 東海エリア初 SC初

85 タイムステーションネオ — 時計 2017年11月2日 — — —

86 タワーレコード — 音楽 2018年1月26日 — — —

87 Durer ﾃﾞｭﾚﾙ レディス 2018年2月9日 — — —

88 THE SHOP TK ｻﾞｼｮｯﾌﾟﾃｨｰｹｰ ユニセックス 2018年2月23日 — — —

89 SatiS ｻﾃｨｽ バッグ・その他雑貨 2018年3月4日 — — —

90 BARNS soho street ﾊﾞｰﾝｽﾞｿｰﾎｰｽﾄﾘｰﾄ 靴 2018年3月9日 — — —

91 fran de lingerie ﾌﾗﾝﾃﾞﾗﾝｼﾞｪﾘｰ ランジェリー 2018年3月20日 — — —

92 GRAN SAC'S ｸﾞﾗﾝｻｯｸｽ バッグ・その他雑貨 2018年4月27日 — — —

93 ジョイフル恵利 ｼﾞｮｲﾌﾙｴﾘ 振袖レンタル・フォトスタジオ 2018年4月27日 — — —

94 笑たこ ﾜﾗﾀｺ 飲食 2018年4月27日 — — —

95 チャイハネ/カヤ — エスニックファッション・雑貨 2018年5月10日 — — —

96 INGNI ｲﾝｸﾞ レディス 2018年8月31日 — — —

97 LOGOS SHOP ﾛｺﾞｽｼｮｯﾌﾟ アウトドア・スポーツ用品 2018年10月9日 — — —

98 デザート王国 ﾃﾞｻﾞｰﾄｵｳｺｸ クレープ・ＱＱドリンク 2018年11月23日 — — —

99 スガキヤ ― ラーメン 2018年11月23日 — — —

100 ABC-MART ｴｰﾋﾞｰｼｰﾏｰﾄ 靴 2018年11月23日 — — —

101

その他14店舗

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



さらに居心地の良い施設へ
駐車場から屋内へと誘導する屋根面の補修などの「安心安全」面での環境改善、レストルーム
やベビールームの改装による快適さや利便性向上、大規模食ゾーン新設による新たな楽しさの
創出など、地域の皆様がより過ごしやすい思いやりのある施設へと進化いたします。

【市・教育委員会協力】 ウォーキングルートの敷設
教育委員会と連携した館内・館内の2種、各1Kmのコースを導入。

地域の元気が集まる場所をめざして、本
巣市と連携し、ウォーキングコースを新設。
2つのコースでそれぞれ違った運動が楽し
めます。

11/23
新設

屋内コースは、ショッピングをしながら、天候に関係なく運動ができるため、安全な環
境で快適にウォーキングに取り組んでいただけます。屋外はモレラの広い敷地と自然
豊かな遊歩道を活かしたコースです。
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【環境改善】 来店顧客に配慮した思いやりのある施設へ。

モレラ岐阜は「色」をテーマとした6つのプラザから
構成されています。2階のフロアカーペットは、各プ
ラザ毎の配色になっており、お客様は足元から現
在地・プラザを認識することができます。

2階 カーペットの全面貼替え

館内のイベントスペースだけではなく、屋外広場
（グリーンパーク）を整備。ステージを新設しまし
た。さまざまなイベントの開催から団体・企業さま
の発表の場としてのご使用、ご家族の憩いの場と
してもご利用頂けます。

屋外「グリーンパーク」の整備

デジタルサイネージの入替・新設
館内11ヶ所にデジタルサイネージを配置。
イベント、キャンペーンなどの最新情報や各店舗
のトピックス、施設サービスなどを常時発信。ビジ
ュアルを通じたコミュニケーション活動を強化してい
きます。

「ナムコ」プロデュース キッズスペース
キッズ関連店舗の集積エリアに無料でご利用いた
だける遊び場を設置。「ナムコ」が全面プロデュース。

※同社（ナムコ）は2018年4月1日より、
株式会社バンダイナムコエンターテインメン
トのアミューズメント機器事業を統合した
「株式会社バンダイナムコアミューズメント」
に変わりました。

▼これまでのリニューアル実績

「託児所」(従業員用、一般客一時利用)の導入

一時預かり所がサービスを開始。パパ・ママが快適に安心してショッピン
グを楽しんで頂けるようお手伝いします。

9/30
新設

企業主導型の保育所。
施設で働くスタッフの子
育てをサポート。一般顧
客の一時利用も受け付
けます。

一時託児サービス

9/30
導入

1階 Francfranc(フランフラン)監修 レストルームのリニューアル

【国内初】 「Francfranc」の世界観が体感できる
上質なレストルームへ。

家具、インテリア雑貨を通して多彩なデザインと自由なスタイリングで心
地よい毎日を提案するインテリアショップ「Francfranc(フランフラン)」が、
高感度アパレルゾーンのレストルームの改修をプロデュース。本取組みは
国内初。女性用パウダールームを中心に、メンズ・レディスともに同社の
世界観を感じられる上質な空間へと生まれ変わり、利用者の休息時間
をラグジュアリーに演出します。同社の高感度な各種アイテムも体感でき
る仕様とする予定です。

国内初!
11/23
ﾘﾆｭｰｱﾙ

レストルーム演出テーマ
「モダンボタニカル」

（予定）

思いやりのあるベビールームへ。授乳・おむつ替えの時間をたのしく！元気に！

2階 ベビールーム(授乳室)＆レストルーム リニューアル

子育てママに嬉しい機能が揃った空間、カラフルなベビーラウンジへとリニューアル。
安心して授乳できる個室、ベビーカーでも利用しやすい広いおむつ替えスペース、お子さまを飽きさせな
い楽しさいっぱいの演出など、快適性・居心地の良さを感じていただける空間へと生まれ変わります。

11/23
ﾘﾆｭｰｱﾙ

ポイント１ 入口が分かりやすく、室内はより広く楽しく機能的に。

ポイント2 授乳室、オムツ替え台を増設。より使いやすく改善。

ポイント3 ミニキッチンエリアを設置。おむつ替えエリアと分離。

ポイント4 ママへのこころくばりとプライバシーの確保。

COLORFUL BABY LOUNGE



１. MALera食style みきママ クッキングトーク＆ライブ

２. まつやまたかしのイラストの世界観を各種イベントで再現。

３. 屋内イルミネーション「MALera光のストリート with まつやまたかし」

2018年11月23日～2019年2月中旬
館内メインストリートをおよそ300メートルに渡りイルミネーション展開します。
モレラ岐阜のシンボルとなる色とりどりのトラアングルオーナメントと
まつやまたかし氏が手がけたリニューアルプロジェクトのイラストの
オーナメントで飾ります。

点灯式：11月23日（祝・金）まつやまたかし氏 一般来館者 ほか

11月24日（土）、25日（日）
ストリートパフォーマンス
出演：東京Hack

Kei（名古屋市在住）
わくわくブーブ（三重県拠点活動）
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【運営】 顧客向けサービスがさらに充実。
2018.11.23  第3弾オープン 主なリニューアル関連イベント

2018年11月23日（金・祝）
岐阜の「食」、モレラの「食」を探る“MALera食style ”のスペシャルイベントを開催します。
食、料理に関連した著名なゲストを招いてのトーク＆デモンストレーションステージ。
初回のゲストは、『藤原家の毎日家ごはん。』でおなじみの“おうち料理研究家“みきママが登場。

モレラ食スタイルとは・・・
モレラの「食」、岐阜の「食」をテーマに店舗間コラボレート
によるさまざまな企画を展開・発信していくプロジェクトです。

＜みきママ（藤原美樹）＞
主婦歴14年のおうち料理研究家。夫と二男一女の5人家族。
毎日の献立を紹介する自身のブログ「藤原家の毎日家ごはん。」が、1日平均
150万アクセスを誇り、「藤原さんちの毎日ごはん」（主婦と生活社刊）、「みき
ままのフライパンでできるめちゃうま！レシピ」（扶桑社刊）などのレシピ本は累計
200万部を突破。 子育て中の若い主婦を中心に絶大な人気を博している。

＜ まつやまたかし ＞

イラストレーター・アーティスト 岐阜県関市在住
鳥山 明 氏のアシスタントとしてのキャリアを皮切りに、雑誌「Daytona」連載を
はじめ、トヨタ博物館や金沢21世紀美術館での個展開催や絵本の出版など、
さまざまなフィールドで活躍。

11月24日（土）
発砲演武
協力：関ケ原鉄砲隊

関ヶ原合戦太鼓保存会

11月24日（土）
サンセットバルーンフライト
協力：ヒートバルーン（郡上八幡市）

モレラ岐阜リニューアルプロジェクトのメインイラストを担当する日本
を代表するイラストレーター まつやまたかし氏の作品の世界観をイ
メージさせるイベントを開催します。地域との連携を図り、オリジナリ
ティのあるイベントコンテンツに仕立てます。

11月23日（金・祝）
音楽隊パレード
出演：岐阜市消防音楽隊



スタッフの働く環境も重要なリニューアルプロジェクトのひとつ
来店顧客に対して質の高いサービスを提供するためには働くスタッフ一人ひとりの意識の向上・充実感、施設への愛着など、外側からは見えにく
い〝マインドの向上〟が欠かせないと考えます。働くすべてのスタッフの声に耳を傾けながら、「店舗間のコミュニケーション活発化」「ショップ営業環
境の定期点検と整備」「働くモチベーションの創出」などの課題テーマを設定。ESレベル向上活動を通じソフト面もリニューアルへ。施設・スタッフが
一丸となって運営力向上に取組みます。

施設・ショップスタッフ・後方スタッフが協力・協調、知恵を出し合い、工夫して
つくり上げていく各種取組み。ショップの魅力を最大限発揮できる職場環境を目指し、

施設全体の一体感も創出。運営力の向上に取り組んでいきます。

本件に関するお問い合わせ

株式会社 プライムプレイス モレラ岐阜オペレーションセンター
〒501-0497 岐阜県本巣市三橋1100 TEL.058-320-2611
担当：茂垣・初田・眞下・栗原（malera@prime-place.co.jp)
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【運営】 顧客向けサービスがさらに充実。
～インナープロモーション活動・ES活動～

＜取組み事例紹介＞

より働きやすい環境づくり
施設内保育所 従業員休憩室改善活動

求人活性化プロジェクト

スタッフパーティー（懇親会） マインドリニューアルプロジェクト

新年軽食配布 スキルアップ研修/報奨制度

働く楽しさ・喜びあふれる職場づくり

※本紙掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

＜モレラ岐阜 施設概要＞
所 在 地：岐阜県本巣市三橋1100
アクセス：自動車／国道157号線（本巣縦貫道）沿い
鉄 道／樽見鉄道「モレラ岐阜駅」徒歩１分
敷地面積： 200,147㎡ 売場面積： 73,952㎡
延床面積： 117,219㎡ 構 造：地上３階
駐車台数：約5,000台
施設ＨＰ：http://www.malera-gifu.com


