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株式会社JR博多シティ 

 2016年 KITTEビル・ＪＲＪＰ博多ビルの開業で、博多のまちが広がり、2020年には地下鉄延
伸で更なる進化をみせるであろう“博多”。そんな博多のまちの中核を担うＪＲ博多シティが、
2019年ラグビー世界大会の日本開催を目指し、ラグビー界を牽引する選手として注目を集める 
「五郎丸歩さん」を広告モデルとして起用します。ローカルＣＭ初出演。うまれ故郷の福岡だからで
きる広告展開にご期待下さい。 

～ＪＲ博多シティ  5th ANNIVERSARY ～ 

第二期開業の年 ～広がる博多のまち～ 

 ＪＲ博多シティは、2016年3月に開業から満5周年を迎えます。5年間で2億４千万人を超える
お客さまにご来店頂き、博多に新しい商圏を築き、最新のファッションや文化、食の情報発信を
行ってまいりました。 
 2016年春、ＫＩＴＴＥビルやＪＲＪＰ博多ビルを迎え、“まち”が広がり進化するこのタイミ
ングを第二期開業と捉え、新しく３0店のショップの導入やリニューアルを実施、ますます進化し
ます。 
 博多エリアは、もっともっと魅力的な街に広がり続けます。ご期待ください。 

広告モデルに福岡出身ラグビー選手「五郎丸 歩」さんを起用！ 

【五郎丸 歩さん プロフィール】 
 1986年3月1日 福岡市生まれ。 
 中学校からラグビーに打ち込み、高校に入ると世代別
の日本代表で活躍するようになった。その後も大学、プ
ロと活躍し、ベストフィフティーンにも5年連続で輝く
など成績を残し、日本代表としてもテストマッチ個人得
点記録を更新中で、日本のラグビー界を牽引する選手の
一人として現役で活動中。 
 先般の世界大会では、グループリーグ4試合に出場し
合計55得点を記録、第3戦のサモア戦と最終戦のアメリ
カ戦ではマン・オブ・ザ・マッチに、大会終了後には大
会ベストフィフティーンに選出された。 
 今年はオーストラリアのスーパーラグビー所属「レッ
ズ」でプレーする。 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

≪5th ANNIVERSARY 広告モデル≫      



≪アミュプラザ博多 リニューアル概要≫ 

 
 

    
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
               

 
 

   

 

  
     
  
 

 
 

 
                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

「九州・博多の食の豊かさ」をテーマに、4月下旬、B1Fを大きくリニューアルします。目玉は、
大人気カフェ「WIRED CAFÉ」で有名な日本を代表するカフェ企業 ㈱カフェカンパニーがついに
九州初進出。しかも全国初・博多発となる博多でしかできない九州・博多の食材をメインとした約
280席の新業態大型カフェフードパーク（店名検討中）を計画中。また、世界中の美味しい食べ物
をあつめた食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA」や、JR九州グループの八百屋「八百屋の
九ちゃん」もJR博多シティ初出店。地元の方も観光客も楽しんでいただける九州の食の豊かさを凝
縮させたゾーン誕生に乞うご期待！！  
 

 開業5年目を迎え、九州一高感度で新しさを追求するアミュ博多。今春は、ファッショ
ン店と食品店を中心としたリニューアルに加え、アメニティ機能の充実を図ります。 
 

【オープン日】 2016年3月4日（金）   
        ※一部店舗は2月下旬から順次オープン 

【リニューアル店舗数】 計27店舗   
             新規出店 17店舗 
               ※ 国内初店舗：4F ルトリオ アバハウス／5F アディダス新業態 
             店舗改装   10店舗  

※リニューアル店舗一覧は別紙をご参照ください。 

【第1弾】3月4日（金） 
  ・アミュ4F・10F南側女性用化粧室 
【第2弾】3月下旬 
  ・アミュ9F北側女性用化粧室  
   ※九州の商業施設初 エアシャワー導入！ 
   （※エアシャワー…衣服についたにおいやホコリを空気   
    のシャワーで除去する設備） 

<4階 南側女性用トイレ 3月4日（金）OPEN>  

< 九州初！九州パンケーキキッチン 3月4日（金）OPEN >  

 ファッション店舗は「自分らしいスタイルを楽しむオト
ナ」のお客さまに向け、最新トレンドからこだわりのブラ
ンドまで、洗練されたライフスタイルを提案します。 
 食品店舗は、「毎日の生活を楽しむ幅広い年代層」のお
客さまに向け、「毎日を豊かに、快適に、便利に」をコン
セプトに、日々の食生活にプラスαをお届けします。 

 

 ラグジュアリー感のあるソファーや照明を設け、オトナ
の女性がワンランク上の心地よい時間を過ごしながらお化
粧直しができる専用パウダールームを新設。アメニティ空
間もより快適に進化します。 

3/4（金） リニューアル第1弾（27店舗） 

リニューアル30店！ 
     B1Fは「九州・博多の豊かな食」をテーマに！ 

4月下旬 リニューアル第2弾（3店舗） 
  

アメニティ機能の充実 

館内のパウダールームがグレードアップ！ 

【オープン日】 2016年4月下旬   
【リニューアル店舗数】 計３店舗   
             新規出店 ３店舗 
               ※ 国内初店舗：B1F カフェカンパニー新業態 

※国内初3店舗、九州初7店舗 



［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：石田 
ＴＥＬ （092）441-5947 ＦＡＸ（092）441-5942 URL：http://www.jrhakatacity.com/ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 江戸時代の日本の生活に根差した文化として花開き、日本人に親しまれてきた「金魚」にスポットを当て、
和をモチーフとしてデザインされた水槽と光・映像など、最新の演出技術が融合した水中アートの展覧会。 
 昨年5月には、世界デビューを成し遂げイタリアのミラノでも開催された芸術作品に乞うご期待！ 
【開催期間】2016年3月18日（金）～5月22日（日） 66日間 
【開催時間】平日10：00～21：00 
                  金・土・祝日前10：00～22：00 
                  ※18：00以降からナイトアクアリウム 
【開催場所】ＪＲ博多シティ9階 ＪＲ九州ホール 
【入 場 料】 当日：大人1,000円 小中学生600円  
      前売：大人900円    小中学生500円 
      小学生以下無料（保護者同伴2名まで） 
【一般チケット発売日】 2月20日（土） 
【問い合わせ先】 
   アートアクアリウム博多実行委員会 
     ＴＥＬ：092-714-0159（キョードー西日本内） 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

≪アートアクアリウム展 ～博多・金魚の祭～≫ 

 累計560万人を突破！ 

日本中が感動したアートアクアリウムがパワーアップして登場！ 

≪さくらイルミネーション≫ 

    5周年を広場の桜とともに迎えよう！             

バージョンアップしたさくらイルミネーション実施！ 
 

 2014年春に実施し大好評だったさくらイルミネーションが、この春、開業5周年を記念して再登場し
ます。桜色のゲートをくぐると博多駅前広場にさくらイルミネーションが咲き乱れます。桜の花びらが風
になびくような色のコントラストを感じながら、一足早いお花見をお楽しみください。 
 
【開催期間】  2016年3月3日（木）～4月6日（水）  
【点灯時間】  18:00～24:00 



3月4日（金） OPEN

　 シープ アイヴァン　［メガネ・サングラス］　（3F）

自分を美しく彩る。自分を美しく魅せる。
　優れたデザイン性、ものづくりの哲学を持つブランドをセレクト。
個性に合うアイウエアをコーディネート。

◆リニューアル第１弾 新店舗（17店舗）
ブランド紹介

3月4日（金） OPEN

　九州パンケーキキッチン　［食品・キッチン雑貨］　（B1Ｆ）

九州パンケーキの全ラインナップが勢揃い！
　『九州パンケーキ』の全ラインナップが揃う、初めての専門店が博多駅に登場！
九州の大地の魅力をお届けします。

3月4日（金） OPEN

　　スープストックトーキョー　［スープレストラン］　（B1F）

食べるスープの専門店
　“食べるスープ”をコンセプトにしたスープ専門店。時間をかけてじっくりと引き出しただしに、旬を感じ
られる素材やトッピングを相性よく組み合わせたスープが特徴。バリエーション豊かなラインナップの中か
ら、季節に合わせた約10種類のメニューを週替わりでご提供いたします。
　余計なものを使用せず、素材がもつ自然な味と風味を大切に料理したスープを
ほっと落ち着ける空間とともにお楽しみください。

3月4日（金） OPEN

 プラージュ　［レディス］　（3F）

辺見えみりがコンセプターを務めるセレクトショップ
　フレンチベーシックにトレンドを程よく取り入れて、今の自分の気持ちを表現する。そんなスタイリングを
提案します。移りゆくトレンドも取り入れながら、変わらない物も大切にしていきます。

別  紙 

九 州 初 

九 州 初 

九 州 初 



ブランド紹介

3月4日（金） OPEN

 　ステュディオス　［メンズ・レディス］　（4F）

TOKYOから世界へリアルなモードスタイルを発信するセレクトショップ
　『日本発を世界へ -From JAPAN to THE WORLD-』をコンセプトに国内のTOKYOブランドにこだわ
り、リアルなモードスタイルを提案していくセレクトショップ。どの都市にも無いTOKYOの独自性を、
リアルなモードスタイルに昇華し、世界へ向けて発信していく次世代セレクトショップ。

3月4日（金） OPEN

　ルトリオ　アバハウス　［メンズ・レディス］　（4F）

国内初！ルトリオアバハウス デビュー！
　上質なスタンダードと今を感じるエッセンスがあふれるアイテムたち。自分が心地いい物、気持ちがいい
事、日常を楽しむ大人たちへ・・・「ABAHOUSE / Rouge vif / そしてお店を訪れるお客様」の出会いか
ら生まれる新たな3重奏。「3」という数字の持つ力を信じて・・・そんな想いでLE TORIO ABAHOUSEは
誕生しました。訪れるお客様が新しい自分と出会える場所。それがLE TORIO ABAHOUSEです。

2月26日（金） OPEN

　カナル４℃　［アクセサリー］　（4F）

4℃から誕生したセレクトブランド「カナル4℃」
　今までにない、自由で、楽しい、そしてたくさんのかわいいジュエリーを世界中からあつめてお届けしま
す。もっと楽しく、もっとハッピーな毎日になりますように。4℃から愛を込めて。

3月3日（木） OPEN

　アディダス 新業態　　［レディス・シューズ］　（5F）
　※店舗名は近日公表予定

アディダスによる女性に向けたスポーツウェアストア
　ランニング、ヨガなど各スポーツシーンで女性のスタイルを彩り、インスピレーションを提供します。

国 内 初 

国 内 初 



ブランド紹介

2月27日（土） OPEN

　スポーツ ラボ バイ アトモス　［シューズ］　（5F）

スポーツカジュアルをテーマとしたスニーカーセレクトショップ
　店内にはナイキスポーツウェアのフットウェア、
アパレルを中心としたラインナップが勢揃い。

3月4日（金） OPEN

　パンナ ベイブルック　［メンズ］　（5F）

大名の老舗セレクト店が遂に博多に‼
　『上質』を知る男性に向けたインポートアイテムを揃え、オン・オフのトレンド感ある着こなしを提案。

3月4日（金） OPEN

 ブリティッシュメイド　［メンズ・レディス］　（5F）

”Stories of British Life”
　英国ブランドのクラフトマンシップから生まれたブランドストーリーをお客様に語り伝えるお店です。

3月4日（金） OPEN

 オーバーライド　［メンズ・帽子］　（5F）

ＳＥＮＳＥ　ＯＦ　ＪＡＰＡＮ
「ＳＥＮＳＥ ＯＦ ＪＡＰＡＮ」をテーマに掲げ、帽子を通じて日本の素晴らしさを表現していきます。メン
ズアイテムにフォーカスした商品ラインアップとなっております。

九 州 初 

九 州 初 



3月1日（火） OPEN

 ザ コモン テンポ　［メンズ・雑貨・アクセサリー］　（6F）

時代に左右されない拘ったライフスタイルを。
　国内外場所を限定せず、世界を巡って出会ったプロダクト。その場所の『STANDARD』をセレクト。

ブランド紹介

3月4日（金） OPEN

 トラベルショップミレスト / テラクオーレ　［バッグ・コスメ］（6F）

　“毎日を旅するように暮らす”大人へ向けた旅支度のコンセプトショップ「TRAVEL SHOP
MILESTO(トラベルショップ ミレスト)」と“オーガニックで彩る、美しく上質な暮らし”を提案するオーガ
ニックライフスタイルショップ「Terracuore(テラクオーレ)」が同時オープン。
それぞれのブランドが持つ世界観を表現したひとつづきの空間の中で、大人へ向けた日常に寄り添う旅支度と
オーガニックで彩る上質な暮らしを提案します。

3月4日（金） OPEN

  マーキーズ　［キッズ］　（7F）

毎日が楽しくなるようなキッズスタイルを提案
　キッズをメインにシンプルな定番のオリジナルアイテムや
インポートブランドが充実したセレクトショップ。

3月1日（火） OPEN

　クラッシュゲート　［インテリア］　（7F）

壊すことで生まれる何か
　多種多様なジャンルを組み合わせることで生まれるギャップやユーモアのある空間を提案するインテリア
ショップ。"壊すことで生まれるなにか"をテーマに「こうあるべき」というルールや固定概念に縛られず自分
の好きなモノを自由にミックスする楽しさや、そこから生まれる個性的でカジュアルな心地の良い暮らしを提
案しています。

九 州 初 

九 州 初 



◆リニューアル第1弾　改装店舗 （10店舗）

ブランド紹介

3月1日（火） OPEN

 トミーズ　［食材専門店］　（8F）

お菓子・パン作りの材料が揃う食材の専門店
　1919年東京都町田市で創業。
　お菓子・パン作りの材料を中心に乾物や調理器具まで取り扱う
食材の専門店。

ロクシタン（１F）  

［コスメ］ 

スタージュエリー（１F）  

［アクセサリー］ 

ランバン オン ブルー（３F）  

［レディス］ 

ビショップ（４F）  

［メンズ・レディス］ 

カオリノモリ（５F）  

［帽子］ 

靴下屋（５F）  

［靴下］ 
ニールズヤード レメディーズ（６F）  

［コスメ］ 
ポポンデッタ（８F） 

［鉄道模型］ 

ＡＢＣクッキングスタジオ（８F）  

［料理教室］ 

フレームワーク（４F） 

［レディス］ 



◆リニューアル第2弾　新店舗（３店舗 ）

4月下旬 OPEN予定

 カフェカンパニー新業態　［カフェ・フードパーク］　（B1F）

　アジア・九州のゲートウェイ、博多。その玄関口博多駅のB1Fのど真ん中に、海外の方も、観光客も、地元
の方も、来るもの全てを受け入れていく九州や博多のラテン的な要素でいっぱいの約660㎡（200坪）もの
大型カフェ・フードパークが4月下旬にB1Fに登場します。プロデュースするのは、大人気カフェ「WIRED
CAFÉ」などを全国に展開し、カフェコミュニティ文化を広げた㈱カフェカンパニー、ついに九州初上陸で
す。しかも今回計画のカフェは、「八百屋の九ちゃん」の九州の野菜を食材に使ったフードメニューも充実さ
せ、ちょっとお酒も楽しめるオシャレ空間が初お目見え。これまでにない規模と感性を、話題性を凝縮させた
全国初めてとなる大型カフェ・フードパークの誕生です。

4月下旬 OPEN予定

 DEAN ＆ DELUCA　［マーケット・カフェ］　（B1F）

　食本来の美しさをすべての人へ。
DEAN&DELUCAは、世界中の美味しい食べ物をあつめた、
食するよろこびをお伝えする食のセレクトショップです。

4月下旬 OPEN予定

 八百屋の九ちゃん　［野菜・くだもの］　（B1F）

　自社直営農場で生産する採れたての農産品をお客さまにいち早くお届けするため、またフードアイランド九
州の魅力ある農産品をお客さまに普段使いしていただくための、九州の野菜・果物にこだわった八百屋。テイ
クアウト出来る「温サラダ」や「蒸し野菜」等の商品もございます。

国 内 初 
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