
ＪＲ博多シティは８周年も“AMUSE” が目白押し！

開業以来初となる「シティダイニング くうてん」の
大型リニューアルを含む新店舗が続々オープン！

新イメージキャラクターも登場するほか注目のイベントも開催！
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≪ＪＲ博多シティ ８周年キャンペーン≫

JR博多シティでは2月20日(水)から新しいイメージキャラクターを起用した8周年アニバーサリーを実施します。
それに先立ち、８周年スタートの前日2月19日（火）は、大型ティザーキャンペーンを実施いたします。翌日の8
周年キャンペーンのスタートで発表される新イメージキャラクターへと繋がるクリエイティブを様々なメディアで展
開いたします。

＜8周年 ティザープロモーション概要＞
【展開日】
2019年2月19日（火） ※当日は開業以来初の休館日

【展開媒体】
・TVCM（放送局：九州朝日放送、RKB毎日放送、福岡放送、テレビ西日本、TVQ九州放送）
・新聞全面広告（掲載紙：西日本新聞、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞）
・WEB広告（Twitter）
・JR博多シティホームページトップバナー
・JR博多シティ アミュプラザ博多 ショーウィンドウ
・JR博多シティ 公式HP内特設ページ [URL:http://www.jrhakatacity.com/8th_anniversary/teaser]

ＪＲ博多シティは、2019年3月に開業から満8周年を迎えます。これからも驚きと、楽しさを絶えず提供し続け
るため、みなさまの期待を越えるプロモーションを展開いたします。ぜひご期待ください。
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シティダイニング くうてん リニューアル第一弾！

開業以来初の大型リニューアル！10店舗が今春続々オープン！
日本最大級のレストランゾーン「シティダイニングくうてん」は、開業から8周年を迎え、初の大型リニューアルを実施い

たします。

今回のリニューアルのキーワードは 『グランド＆ファインカジュアル』

これまで「シティダイニングくうてん」が創り上げた“上質で本物” を味わうことができるおもてなしの心はそのままに、“今”
を味わえる、こなれた「ファインカジュアル」をプラスした新たなレストランゾーンへと生まれ変わります。
九州初上陸の有名店や地元の人気店、グルメ女子も喜ぶ新業態など、観光で訪れる方や、お買い物で駅を利用する
方、また周辺で働くオフィスワーカーたちが、様々なシーンで利用できるバラエティ豊かな新たなお店が連なります。
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【9F】

【10F】

NEW 鉄板焼 天 博多

NEW 串亭

NEW 鹿児島 黒かつ亭

石臼挽きそば 石月NEW鼎泰豊（ディンタイフォン）NEW

NEW もも焼き 伴鳥 NEW メゾンカイザーテーブル
バル エスパニョール
ラ・ボデガ

NEW

博多水たき 濵田屋NEW
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■鉄板焼 天 博多
【鉄板焼】

東京・銀座で愛される名店が九州初出店。厳選された食材のおいしさ
を提供するのはもちろん、華麗な手さばきで焼き上げ、客席で食体験
を楽しんでもらう目で見て音で楽しむエンターテイメント鉄板焼き。

9F

九州初

■串亭
【串揚げ】

東京・恵比寿に本店を構える、こだわりの串揚げ店が九州初出店。味
のルーツは大阪ながら、洗練された雰囲気の店内で季節の食材を使
った串揚げを「おまかせ」「おきまり」二つのスタイルで楽しめる。

九州初

■鹿児島 黒かつ亭
【黒豚とんかつ】

鹿児島名産の六白黒豚を使用したとんかつ専門店。一枚一枚丁寧に
筋切りされた豚肉を粗めの生パン粉の衣で包み、キャノーラ油とラード
をブレンドした油を使った揚げたてを、3種の食べ方で。

地元店

ヨーロッパやニュージーランドで修業を積み、その経験を生かしたアイ
デア豊かな洋食を提案する大宮勝雄シェフが生み出した、ご飯に合う
絶品ハンバーグとグリル料理が味わえる洋食レストラン。九州初上陸と
なる博多店では、絶大な人気を誇るハンバーグをベースに、デミグラ
スソースに更なるアレンジを加えた「博多スペシャル」も提供する。

■石臼挽きそば 石月
【日本蕎麦】

挽きたてのそばと酒肴の数々を江戸前の流儀で気軽に楽しめる。九州
初となる博多店でも、石臼で毎日挽く二八そばを、もりそばなどの冷た
いそば、かけそばなどの温かいそば、ほかにも季節限定のそばなど充
実したメニューで提供。夕方から日本酒と肴を楽しむ江戸前文化の
「そば屋酒」も楽しめる。

■鼎泰豊（ディンタイフォン）
【点心料理】

ニューヨークタイムズ紙で「世界の人気レストラン10店」にも選ばれたこ
とがある「鼎泰豊（ディンタイフォン）」。熟練の点心職人によって一つ
一つ丁寧に包まれる小籠包は、世界から愛される一品。

■ハンバーグ・ステーキ グリル大宮
【グリル料理】

九州初

九州初
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10F

■もも焼き 伴鳥
【鶏料理・宮崎料理】

宮崎が誇る二大名物の「鶏の炭火焼き」と「芋焼酎」を堪能できる居酒
屋レストラン。メニューで提供される鶏肉は、ブランド鶏である「霧島鶏」
から厳選した雌鶏を朝引きして直送するため、いつでもフレッシュな鶏
料理を味わえる。地元でしか流通しない限定ボトルなど、厳選された
宮崎産の芋焼酎も一緒に楽しめる。

新業態

■メゾンカイザーテーブル
【ベーカリーダイニング】

厳選した素材を使い、天然酵母を用いたフランスの伝統的な製法にこ
だわるメゾンカイザーの新業態となるレストラン。
自慢のパンを、料理や飲み物とともに、パンのある食卓をゆっくりと楽し
む「テーブル」です。

九州初

■バル エスパニョール ラ・ボデガ
【スペイン料理・スペインバル】

スペイン本場のスタイルをそのままに、気軽にスペイン料理とワインを
楽しめるスペインバル。本場の味にこだわりながらも、日本ならではの
季節に合わせた料理や、厳選した素材の良さを活かした料理を提供
する。九州初出店となる博多店では、他店では味わえない限定の
パエリャもご用意。

博多の名物料理「水たき」の専門店がついにくうてんに登場。新鮮な
鶏ガラをたっぷりと使い、鶏のエキスが溶け込んだあっさりした透明な
スープと橙を使った黄金色の酢醤油で味合う新鮮な赤鶏は絶品。

■博多水たき 濵田屋
【水たき専門店】

地元店

新業態

九州初

地元店

春にオープンする10店舗につづき、リニューアル第2弾として、今夏～秋にかけて九州初上陸の店舗や地元有名店の
新業態店舗など、注目店舗が登場します！生まれ変わり続ける8周年のシティダイニングくうてんにご期待ください！

シティダイニング くうてん リニューアル第二弾！

今夏～秋にかけて、注目の新店舗がまだまだ登場！

＜シティダイニングくうてん リニューアル第一弾＞
【オープン時期】 4月中旬～下旬
【店舗数】 10店舗（9F 6店舗／10F 4店舗）

＜シティダイニングくうてん リニューアル第二弾＞
【オープン時期】 2019年夏～秋ごろ
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アミュプラザ博多・アミュエスト・博多デイトス 計21店舗がリニューアルオープン！

８周年を迎えるJR博多シティでは、人気を誇るスイーツの新店舗や、大型店舗の増床リニューアルなど、アミュプラ
ザ博多・アミュエスト・博多デイトスあわせて計21店舗のリニューアルを実施いたします。

アミュプラザ博多 B1F 焼きたてチーズタルト専門店 パブロミニ

アミュプラザ博多 B1F 大名ソフトクリーム

アミュプラザ博多 B1F はらロール＋カフェ

アミュプラザ博多 4F ワコール ザ ストア

【各施設の注目テナント】 ※リニューアル店舗は別紙一覧表をご参照ください。

福岡市内初出店となる手のひらサ
イズのチーズタルト専門店。定番の
プレーン、チョコ、抹茶、いちごに加
えて九州限定のメニューや季節限
定メニューなど常時７種類を用意。

神戸・湊川で営業を続ける老舗「原
とうふ店」が、昔ながらの製法で
作っている無調整豆乳をすべての
ケーキにふんだんに使用。濃厚で
滑らかなクリームが、小麦粉を使わ
ず、国産米粉のみで仕上げたスポ
ンジ生地でふんわりと包み込まれた
「はらロール」が九州初上陸。

なめらかで濃厚なソフトクリームを提
供する、福岡・大名のソフトクリーム
専門店が博多に登場。店内にはイ
ートインスペースを設置し、こだわり
のソフトクリームはもちろん、コーヒー
なども一緒に楽しめるため、ちょっと
した休憩利用にも最適。

下着のおしゃれをもっと楽しく。幅広
いインナーウェアブランドと、ルーム
ウェアや雑貨を取り揃えるワコール
の直営店。

アミュエスト 1F アットコスメストア

博多デイトス 2F 名島亭博多デイトス B1F チゲ料理＆韓国鉄板 HIRAKU（ヒラク）

2017年にオープンした＠ｃｏｓｍｅ
がプロデュースする「試せる・出会
える・運命コスメ」をコンセプトとした
コスメセレクトショップの「アットコスメ
ストア」が増床オープン。＠ｃｏｓｍｅ
のクチコミで人気のプチプライスコ
スメから百貨店コスメまで取り扱い
がさらに充実。

プライスに縛られず自分らしい
ファッションを夢中で楽しみたい方
に向けた、今欲しい物を、欲しい時
に、欲しい価格で提供するブランド。

熟練した職人が操る築炉釜で2日
以上かけて、炊き込み、蒸し、熟成
を繰り返し、とんこつの旨みを引き
出した秘伝のスープを使用した博
多屋台味のとんこつラーメンを提供。

九州で味わえる本場の韓国料理。
カジュアルな雰囲気と数多いメ
ニューから楽しめるにぎやかな店。

（5/8）

JR博多シティ News Release

2019年2月4日

アミュプラザ博多 4F パドカレ アミュプラザ博多 6F 無印良品

ブランド名である“pas de calais（パ
ドカレ）” は北フランスの地名。その
地に暮らす人々の自然に開かれた
ライフスタイルをイメージした着心地
、肌触りの良さ、程よいリラックス感
を提案するシンプルで気の利いた
大人のリアルクローズ。

売場面積を大幅に増床し、リニュー
アルオープン。これまでの商品ライ
ンナップに、こども服や九州初とな
る冷凍食品の取り扱いも加わり、ま
すます品揃えが充実。

NEW NEW

NEW NEW

NEW RENEWAL

RENEWAL

NEW

アミュエスト B1F エムズエキサイトNEW

NEW
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ドォーモフェス

ホークス

３月５日（火） 福岡ソフトバンクホークス主催 プロ野球オープン戦は
ＡＭＵ ＨＡＫＡＴＡ開業８周年記念デー！

昨年に続いて福岡ソフトバンクホークス主催 プロ野球オープン戦に協賛し、AMUの開業８周年を記念した「ＡＭＵ
ＨＡＫＡＴＡ開業８周年記念デー」を実施いたします。当日はＪＱカードエポスカウンター特別ブース出展や、試合中
のヤフオクドーム内ビジョンではＡＭＵ ＨＡＫＡＴＡ８周年イメージキャラクターを起用したアニバーサリーＣＭが放映
されます。

【開催日時】 2019年3月5日（火） 試合開始 18：00～ [開場：16：30～]
【開催場所】 福岡ヤフオク！ドーム [福岡市中央区地行浜2-2-2]
【対戦カード】 福岡ソフトバンクホークス 対 埼玉西武ライオンズ
＜始球式＞
ＡＭＵ ＨＡＫＡＴＡ開業８周年記念デーの始まりの瞬間に、多くの声援を響かせましょう。
【開催日時】 2019年3月5日（火） 17：55～
【登壇者】 （株）JR博多シティ 代表取締役社長 渡邊 晴一朗

＜ＪＱカードスペシャルブース出展＞
ヤフオクドーム内4ゲート前にてＪＱカードエポスカウンタースペシャルブース
を出展。
【開催日時】 2019年3月5日（火） 16：30～20：00まで
【開催場所】 福岡ヤフオク！ドーム ４ゲート内
※チケットに関するお問い合せは

福岡ソフトバンクホークス公式サイト [http://softbankhawks.co.jp/]をご覧ください。

JR博多シティ８周年×KBC人気番組「ドォーモ」30周年コラボの
厳選グルメフェス「ドォーモフェス（仮）」開催！

『ドォーモ』（Duòmo）は、1989年10月2日から、

九州地方のテレビ朝日系列局ブロックネットで
放送されている九州朝日放送 (KBC) 制作の
バラエティ情報番組。

JR博多シティ8周年&KBCドォーモ放送開始30周年を記念してJR博多駅前広場でイベントを開催。番組で紹介さ
れたお店やJR博多シティ選りすぐりのグルメがお目見えします。ここでしか味わえない美酒美食をお楽しみください。
ドォーモ出演のタレントも会場にやってきます。

【開催期間】 2019年3月１日（金）～3月3日（日）
【開催時間】 11:00～21:00（20：30 L.O.）
【開催場所】 JR博多駅前広場
【入場料】 無料
※KBCテレビ「ドォーモ」内でもイベントの詳細は発信していきます。
※イベント内容は変更となる可能性がございます。
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周年メニュー

『機動戦士ガンダム』が誕生して40年、ガンダムの歴史がいまここ博多に！
「ガンダムワールド ２０１９ ｉｎ 博多」 ＪＲ九州ホールにて開催！

1979年から放送が始まり現在まで続くロボットアニメシリーズ「機動戦士ガンダムシリーズ」の世界観を体験できる
展示イベント「ガンダムワールド」をJR九州ホールにて開催。迫力ある1/10スケールのガンダムの立像や屈指の人
気を誇る機体「シャア専用ザク」の実物大ヘッドの展示など充実した内容。イベント限定商品や『機動戦士ガンダ
ム』の人気キャラ、シャア・アズナブルのマスクや搭乗モビルスーツをモチーフにした「シャア専用にわかせんぺい」
などが並ぶショップも併設。

【開催期間】 2019年3月13日（水）～3月31日（日）
【開館時間】 10:00～19:00（最終入場 18:30）
※3月31日(日)は15:00閉館（最終入場14:00）
【開催場所】 JR九州ホール（JR博多シティ 9F）
【入場料】 大人[高校生以上]：1,200円（1,100円）

こども[中学生以下～4歳]：600円（500円）
※3歳以下無料
※（ ）内は、前売り料金および、JQカードをお持ちの方、博多阪急
エメラルドカードをお持ちの方、T・ジョイ 博多 当日映画半券をお持ち
の方のご優待料金です。割引併用はできません。
※小学生以下は、保護者同伴でご入場ください。
※障がい者手帳・療育手帳をご提示で100円引き、介助者1名入場無料です。
※本イベントは、JR博多シティ提携駐車場の割引対象外です。
※再入場はできません。
※詳細はこちら[https://www.jrhakatacity.com/news/n_01365.php]

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ©創通・サンライズ©創通・サンライズ

シティダイニングくうてんが８周年をお祝い！
８周年記念祝祭セット・祝祭コースを期間限定でご提供！

JR博多シティの8周年を祝した特別なメニューをご提供。椒房庵の明太子を使用した「椒房庵のめんたいすき焼
き祝祭コース」が楽しめる”ごはん家 椒房庵” 、フカヒレの姿煮込みや名物の麻婆豆腐が一挙に楽しめる「8周年ス
ペシャルコース」を用意する“四川飯店”など、各店舗が考案したこの時期だけの豪華メニューが勢ぞろいします。

【提供期間】 2019年3月15日（金）～4月14日（日）
【提供場所】 JR博多シティ9Ｆ・10Ｆ シティダイニングくうてん ※一部店舗除く

ごはん家 椒房庵
椒房庵のめんたいすき焼き祝祭コース

5,500円（税込）

四川飯店
8周年スペシャルコース

4,000円（税込）

ステーキ＆ワインスタイル ぶどうの樹
地野菜の彩チーズガレット

888円（税込）
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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/

ウォーリーが博多にやってくる！
「誕生３０周年記念 ウォーリーをさがせ！展」開催！

シリーズ世界累計6,500万部を誇る人気絵本シリーズ「ウォーリーをさがせ！」誕生30周年を記念したウォーリー
の絵本原画展をJR九州ホールにて開催します。会場では、日本初公開の絵本原画約50点、本展のための限定
アート、日本人アーティストが制作した新作アートなど、計約150点の作品を展示。グッズコーナーでは、展覧会オ
リジナルグッズ400アイテム以上を販売するほか、JR博多シティ内での関連イベントも開催します。

【開催期間】 2019年4月22日（月）～5月9日（木）
【開館時間】 <月～金> 10:00～18:00（最終入場 17:30）

<土日祝> 10:00～19:00（最終入場 18:30）
※4月22日(月)は13:00～開館

【開催場所】 JR九州ホール（JR博多シティ 9F）
【入場料】 大人：1,000円（800円）

大高生：800円（600円）
中学生以下：400円（300円）

※3歳以下無料
※（ ）内は、前売り料金および、JQカードをお持ちの方、博多阪急
エメラルドカードをお持ちの方のご優待料金です。割引併用はできません。
※障がい者手帳の提示で本人のみ入場無料です。
※本イベントは、JR博多シティ提携駐車場の割引対象外です。

© DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.

展覧会限定アート “Anniversary Ball for Japan” （2017年）

“In Town” 原画「ウォーリーをさがせ！」(1987年)より

博多の春の風物詩「九州酒蔵びらき」が今年も開催決定！

九州の豊かな風土が産んだ、選りすぐりのお酒の蔵元が一堂に集結する「九州酒蔵びらき」を今年も開催いたします。
5回目となる今年は、九州外からも“ゲスト酒蔵”として有名蔵元が参加。日本酒はもちろん、焼酎・ワイン・ビール・ノンア
ルコールカクテルもご用意しておりますので、お酒が好きな方も、そうでない方も気軽に楽しんでいただけます！また、毎
年完売必至の「九州酒蔵びらき オリジナルぐい呑み」や昨年大好評いただいた「開運酒みくじセット」も数量を増やして
お待ちしております。さらに九州内外の人気飲食店がJR博多駅前広場に出張しておつまみを提供いたします。

【開催期間】 2019年3月21日（木・祝）～24日（日） ※4日間
【開催時間】 15:00～22:00 ※最終日のみ21:00まで
【開催場所】 JR博多駅前広場
【出店酒蔵】 白糸酒造（福岡）、山口酒造場(福岡)、小松酒造（佐賀）ほか計32蔵
※出店酒蔵は日によって異なります。 ※予定



新業態 九州初 博多初 開店日※予定 フロア

● 3月1日 B1F

● 3月1日 B1F

● 3月1日 B1F

● 2月22日 4F

● 3月1日 4F

3月1日（金） OPEN

  焼きたてチーズタルト専門店 パブロミニ
 ［チーズタルト］

豊富なラインナップと、常に新しい美味しさを提供する
焼きたてチーズタルトの専門店。

ブランド紹介

3月1日（金） OPEN

 大名ソフトクリーム
 ［ソフトクリーム専門店］

なめらか濃厚!福岡のソフトクリーム専門店。
イートインスペースでゆっくり休憩を。

2月22日（金） OPEN

  パドカレ
 ［レディス］

着心地、肌触りの良さ、程よいリラックス感をご提案する
シンプルで気の利いた大人のリアルクローズ。

アミュプラザ博多（13店舗）

アミュプラザ博多改装店舗

3月1日（金） OPEN

 はらロール＋カフェ
 ［ロールケーキ］

「はらロール」は国産米粉のスポンジと、原とうふ店の豆乳を
たっぷり使用した素材にこだわったロールケーキ。

3月1日（金）  OPEN

  ワコール ザ ストア
 ［インナーウェア］

幅広いインナーウェアブランドと、ルームウェアや雑貨が揃うショップ。

別 紙

博多初

博多初

博多初

九州初

5F オーバーライド/カオリノモリ

［帽子・ファッション雑貨］

3/1（金）改装オープン

5F アトモス

［シューズ］

2/20（水）改装オープン

6F ウン ナナ クール

［インナーウェア］

2/20（水）改装オープン

6F 無印良品

［インテリア・生活雑貨・衣料］

4/19（金） 改装・増床オープン

6F アーバンリサーチドアーズ

［メンズ・レディス］

2/23（土）改装オープン

6F オルビス・ザ・ショップ

［化粧品・サプリメント］

4月下旬 改装オープン

4F ビューティ＆ユース

ユナイテッドアローズ

［メンズ・レディス］

2/28（木） 改装オープン

2F メーカーズシャツ鎌倉

［メンズ・レディス］

2/20（水） 改装オープン

博多初



新業態 九州初 博多初 開店日※予定 フロア

3月8日 B1F

新業態 九州初 博多初 開店日※予定 フロア

●
2019年

春
B1F

●
2019年

春
B1F

● 2月1日 1F

4月下旬 2F

新業態 九州初 博多初 開店日※予定 フロア

● 2月1日 1F

ブランド紹介

2月1日（水） OPEN

  半魚人カレンが作った「苺焼き菓子」のお店
  by伊都きんぐ
 ［焼き菓子・土産菓子］

「あまおう苺」加工のプロを名乗る伊都きんぐがお届けする焼き菓子
「苺ウエハース」は渾身の作品!

2月1日（水） OPEN

  029 no 092（オニク ノ オクニ）
 ［弁当・惣菜］

和やアジアンテイストを取り入れたおしゃれでライトな
meat×bowl （お肉の丼）をカフェ飯感覚で。

いっぴん通り（1店舗）

アミュエスト（3店舗）

アミュエスト改装店舗

3月8日（金） OPEN

  エムズエキサイト
 ［レディス］

‘fashion addict‘そんなあなたへ向けたプライスに縛られず
自分らしいfashionを楽しむブランド

ブランド紹介

4月下旬 OPEN予定

  名島亭
 ［ラーメン］

博多っ子が足しげく通う、名店のとんこつラーメン。

ブランド紹介

2019年春 OPEN予定

  鶏匠 松元
 ［親子丼・鶏だしおでん］

鶏の料理に特筆化して、お昼はリーズナブルな価格で親子丼、チキン南蛮を、
夜は鶏だしおでんやフレッシュなこだわりの鶏を揚げた丸鶏の唐揚げをご提供。

デイトス（4店舗）

2019年春 OPEN予定

  チゲ料理＆韓国鉄板 HIRAKU(ヒラク)
 ［韓国料理］

九州で味わえる本場の韓国料理。
カジュアルな雰囲気と数多いメニューから楽しめるにぎやかな店。

1F アットコスメストア

［化粧品］

2/22（金）改装・増床オープン

B1F レトロガール

［レディス］

3/8（金）改装・移転オープン

博多初

新業態

新業態

新業態
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