
～福岡のいまを体現するショップ＆ブランドが大集合！～

「F:BOOK Store in AMU Season2」 期間限定オープン！
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＜F:BOOK Store in AMU Season2 概要＞
【店 名】 F:BOOK Store in AMU
【開催期間】 5月18日(金)～6月3日(日)
【開催場所】 アミュエスト 1F ポップアップステージ
【営業時間】 10：00～21：00

昨年話題を呼んだ、福岡の個性あふれる旬なショップやモノづくりを一冊にまとめたムック本「F:BOOK」とのコラボレーショ
ンショップが今年もアミュエストに登場！福岡のいまを体現するショップ＆ブランドが大集合する17日間。ココだけの限定
品やレアものもたくさん揃います。

[出店ショップ・ブランド]
アサノマイコ [イラスト・グッズ]、AURA [アクセサリー]、unnun [バッグ]、EDOCOMIC [イラスト・グッズ]、kiji/こなみ [食品・うどん・雑貨]、
CLICK COFFEE WORKS [コーヒー]、CHEESE CHEAP SHOP [洋服・グッズ]、とどろき酒店 [グッズ]、DOPENESS PING PONG CLUB 
[洋服・グッズ]、NO COFFEE [雑貨]、Nolism [アクセサリー]、HIGHTIDE STORE [文具・雑貨]、PARK MAGAZINE [グッズ]、花屋マウ

ンテン [ドライフラワー]、HEY&Ho. [グッズ]、山響屋 [郷土玩具]、UNION SODA [雑貨]、RÉDACTION [洋服]、CONVERSE TOKYO 

[洋服]、citruss [雑貨]、a week [洋服・雑貨]、こうぶつヲカシ [食品]、pop●copy [洋服]、トーヤメグ [イラスト]、RADIA [洋服、雑
貨]、Cigarette Burns [グッズ]、福岡Tシャツマーケット [洋服]ほか

＜F:BOOK Store ショップインイベント＞
●福津市津屋崎のうどん店「こなみ」の生麺&かけつゆセット限定販売
ヌードルライター＜山田 祐一郎＞氏が夫婦で営む注目のうどん店「こなみ」が福津市津屋崎を飛び出しF:BOOK Store
に登場。ヌードルライターが手掛ける生うどん麺、こなみ特製のかけつゆ(あたたかいうどん用のつゆ)のセットを、津屋崎
の伝統玩具「モマ笛」をモチーフにしたトートバッグ付きで限定販売。
【販売日】 5月26日(土)・27日（日） ※数量限定 ※物販のみ
●アサノマイコ似顔絵イベント
POPな色彩でいながら少し切ない女の子のイラストで人気のアーティスト＜アサノマイコ＞による似顔絵イベント。
【開催日時】 5月26日(土) ①14時～②15時～③16時～（各回1組ずつ） ※申込方法は後日発表
【参加料金】1枚あたり お1人 2,500円 （所要時間約30分）、お2人1組 5,000円 （所要時間約60分）
この他にもさまざまなコンテンツが目白押し。期間中は出店ショップ・ブランドも随時追加展開予定。

ＪＲ博多シティでは、交通タイムス社発刊の福岡のローカルシティガイドブック『F:BOOK』とのコラボレーションショップ
「F:BOOK Store in AMU」を5月18日(金)～6月3日(日)まで、筑紫口側アミュエスト 1F ポップアップステージにオープン
いたします。また、4月25日(水) 発売の「F:BOOK vol.3」内にてコラボレーションブック「A:BOOK」を展開いたします。

AMU × 人気雑誌「F:BOOK」のコラボレーション企画を今年も開催！

＜昨年のF:BOOK Store in AMU＞
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＜F:BOOK Store in AMU Season2 限定アイテム販売＞
人気ショップ・ブランドによる、F:BOOK Storeだからこそ実現した限定アイテムを多数ご用意。限定カラーや、人気アー

ティストとのコラボレーションアイテムなど、ココだけのレアものが揃います。

＜F:BOOK Store in AMU アフターパーティーイベント＞
F:BOOK Storeの最終日、期間限定ショップを記念したアフターパーティーを開催。
【イベント名】The Party – F:BOOK Store in AMU Season2 After Party
【開催日時】6月3日(日)  20:00～25：00
【開催場所】The Company(福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F)
[アフターパーティのお問い合わせ] The Company TEL：092-710-7050

＜NO COFFEE＞
平尾のコーヒースタンド
『NO COFFEE』が、F:BOOK 
Storeのために制作した、すべ
てがオレンジのスペシャルな
限定品。
・マグカップ ¥1,800
・Tシャツ ¥4,000
・トートバッグ ¥3,500
・モバイルリング ¥1,500
・iPhoneケース ¥2,700～

[※iPhone8、8Plus、Xの3種]

＜山響屋＞
今泉の郷土玩具店『山響屋』
から、福岡のソウルフードとん
こつラーメンをモチーフにして、
＜ヤチコダルマ＞さんに制作
を依頼したラーメンダルマと、
＜素材工作所＞さんに依頼
したラーメン猫が登場。
・ラーメンダルマ ¥2,268
・ラーメン猫 ¥3,456

＜DOPENESS PING PONG CLUB＞
様々な仕掛けで話題を呼んでいる謎の卓球
レーベル『ドープネスピンポンクラブ』が今を時め
く人気アーティスト＜たなかみさき＞＜CHEESE 
CHEAP SHOP＞とコラボレーション。通常販売を
行っていない当ブランドが、今回F:BOOK Store
のみで展開するコラボレーションアイテムはかな
り激レア。いずれも数量限定。
・DOPENESS PING PONG CLUB

×たなかみさき Tシャツ ¥5,000

・DOPENESS PING PONG CLUB
×CHEESE CHEAP SHOP Tシャツ ¥5,000

【 F:BOOK Store in AMU Season2 限定アイテム紹介 】
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＜CONVERSE TOKYO＞
2018年春に待望の九州初上陸を果たした話
題の『コンバース トウキョウ』が地元・福岡のアー
ティストとコラボレーションしたスペシャルアイテ
ムをF:BOOK Store in AMUのために制作。
F:BOOK vol.3の表紙を手掛けた＜トーヤメグ＞
さんによるコンバースのアイテムをモチーフにし
たイラストがバックプリントされた限定Tシャツ。
・CONVERSE TOKYO

×Toyameg Tシャツ ¥未定
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※価格は税込です。※画像はサンプルのためイメージです。

期間中のイベント情報や詳しい内容など、最新情報は
F:BOOK Store in AMU 公式instagramアカウントをチェック！
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［本リリースに関するお問い合わせ先］ 株式会社ＪＲ博多シティ 営業部 販売促進課 広報担当：稲垣
ＴＥＬ （092）441-5947 ＦＡＸ（092）441-5942 URL：http://www.jrhakatacity.com/

＜AMU×F:BOOK ブックインブック「A:BOOK」を発刊＞
4月25日(水)発売の「F:BOOK vol.3」内にて、AMU×F:BOOKによるブックインブック「A:BOOK」を発刊。ファッショ

ンテナントを中心に選りすぐりのショップをまとめた小冊子。中でも今回はAMUで働くスタッフにフォーカスし、各ショッ
プのスタッフスナップと、AMUを知り尽くしたAMU女子によるショップナビゲートなどを展開。
【A:BOOK発刊日】 4月25日(水) ※「F:BOOK vol.3」本誌内差し込み、およびアミュプラザ博多館内にて設置

【F:BOOK vol.3 概要】
発売日： 2018年4月25日(月)
定価： 980円（税込）
販売エリア： 福岡市内中心と周辺都市

（一部大阪、名古屋、東京でも販売）
発行・発売： 株式会社交通タイムス社

アラウンド福岡を楽しみ尽くすシティガイドブック『F:BOOK』、1年ぶりのVOL.3。今
回は、美味しすぎる食事、温かい人、息づくローカルカルチャー。
これまでの2号では伝えきれなかった福岡の魅力を、アップデートした街の情報と
ともに届ける。洋服屋に雑貨屋にカフェにコーヒースタンドに植物屋さん。様々な
表情を見せる福岡の魅力が3号目の F:BOOK では表現されている。
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