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株式会社JR博多シティ

～広がり続けるAMU～

ＪＲ博多シティの周年祭

JR博多シティは6周年を迎える2017年を、2020年に向けた“まち”としての更なる進化を遂
げる序章の1年として捉え、話題のイベント開催、新ショップの導入やリニューアルを含む46店舗
の改装の実施や、驚きを生むクリエイティブの発信 など、新鮮な広がりを次々と創出していきます。
博多の“まち”をリードするJR博多シティにぜひご期待くださいませ。

≪AMUversary トピック1≫

記念すべき「AMUversary」当日の3月3日（金）

「ベッキー」さんトークイベント開催！

JR博多シティの6周年の広告モデルを務める「ベッキー」さんが、
JR博多シティが生まれた3月3日に、JR博多シティに来館いたしま
す！JR博多シティのAMUversaryな1日をどうぞお楽しみに！

【 開 催 日】 201７年3月3日（金）予定
【開催場所】 JR博多シティ・アミュプラザ博多館内

※詳細は後日発表いたします。

広告モデル＝ベッキーさん来館！

【既報】ベッキーさん起用について
博多の“まち” 全体に次々と新鮮なムーブメントを創出する1年とするにあ
たり、「新たな一歩」を踏み出そうとする「ベッキー」さんを広告モデルと
して起用します。復帰後ローカルCM初登場！ 撮影は世界中のスーパーモデ
ルやセレブリティを撮影し続け、各方面から絶大な支持を得るレスリー・
キー氏。JR博多シティの新たな一歩を表現した広告展開にぜひご期待下さい。

ベッキーさん直筆のメッセージ

レスリー・キー



≪AMUversary トピック2≫

開業6年目を迎えたJR博多シティは、2月～4月にかけて、アミュプラザ
博多・アミュエスト・博多デイトスあわせて46店舗のリニューアルを実施
いたします。各施設、新鮮さと、各ゾーンのコンセプトをより深く感じても
らえる新たなショップが加わります。

※リニューアル店舗は別紙一覧表をご参照ください。

パン屋むつか堂カフェ（５F） 4月5日（水）OPEN

九州一高感度で新しさを追求するアミュプラザ博多は、
これまで以上にコンセプトに寄り添ったフロアにするべ
く、九州初出店5店舗、新業態2店舗を含む20店舗をリ
ニューアル。女性に絶大な人気を誇る「ディズニースト
ア」や、旅をテーマにしたライフスタイルを提案する
「ザ・ノース・フェイス グローブ ウォーカー」など各
フロアに魅力的な店舗が登場。

また、福岡・薬院で大人気の食パン専門店「むつか
堂」が新たに提案するカフェ業態「パン屋むつか堂カ
フェ」や宮古島から初上陸のグルメバーガー「ダグズ
バーガー」などお買い物中の休憩に最適なカフェも充実。

アミュエスト

アミュプラザ博多

46店舗の大規模リニューアル！

3周年を迎えたアミュエストも開業以来はじめての
全16店舗（九州初出店2店舗）という大幅リニューア
ル。通勤・通学で博多を頻繁に利用される女性のお客
さまにトレンドファッションを手ごろな価格でご提供
する“今ほしい”をこれまで以上にかなえてくれる施
設として成長します。

1階は「@cosme」がプロデュースする「アットコ
スメストア」や「スリーコインズ」、「青山フラワー
マーケット」をはじめとした生活を彩る雑貨や食品に
加え、地下1階には「アズール バイ マウジー」や「レ
イカズン」などが加わり、ヤングカジュアル店舗の集
積はハカタ女子のお買い物をさらに充実させます。

博多デイトス

平日はサラリーマン、週末は観光客でにぎわうJR博
多駅筑紫口側「博多デイトス」の飲食ゾーンが8年ぶ
りにリニューアル。飲食店百花繚乱の博多地区に、な
んと九州初出店1店舗、新業態3店舗、博多地区初出店
3店舗と話題のお店を迎えて全10店舗が待望の出店決
定。

駅から三百歩横丁で大人気の「魚助」による博多駅
構内初の立ち食い寿司店や、福岡・薬院で行列必至の
海鮮丼専門店「海鮮丼 日の出」の博多初進出など、地
元福岡で話題の名店が勢ぞろい。

アットコスメストア（1階） 3月3日（金）OPEN

ダグズバーガー （B1F・Hakata9内）2月2日（木）OPEN

うち

九州初出店
8店舗
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≪ AMUversary トピック3 ≫

木工産業日本一の大川市のお祭りが博多に登場！
家具のオークションや木工ワークショップなど豪華イベント目白押し！

大川 春の木工まつり in JR博多シティ

日本一の家具の生産を誇る大川市が、新生活がスタートする春のタイミングで新作家具を展示販売。
親子で楽しめるワークショップや家具のオークションなど家具産地ならではのイベントが盛りだくさ
ん！また、大川市の新しい特産品「唐辛子」がシティダイニングくうてんとコラボレーション！ 激辛
料理完食対決もお見逃しなく！

【開催日時】 2017年3月18日（土）・19日（日）
【開催時間】 10:00～18:00
【開催場所】 JR博多駅前広場

JR博多シティ６周年特別メニューご提供

シティダイニングくうてんが6周年をお祝い！

「６」にちなんだ特別メニューを期間限定でご提供

JR博多シティの6周年を祝して限定メニューをご提供。目玉は、「666,666円で６ヶ月ペア飲み食
べ放題」を提供するカンティーナ エルボラーチョ。ほかにも６種類のコース料理や600ｇのステーキな
ど、店舗考案の「６」にちなんだ豪華メニューが勢ぞろいします。

【提供期間】 201７年2月24日（金）～4月13日（木）
【提供場所】 JR博多シティ9階・10階 シティダイニングくうてん 店舗

※アミュプラザ1階チョコレートショップ博多の石畳、エノテカでは「６」にちなんだ商品をご用意！
こちらも乞うご期待！！

カンティーナ エルボラーチョ
６ヶ月ペア飲み食べ放題チケット

666,666円（税込）

菅乃屋
期間限定６周年特別ランチ

2,880円（税込）

ぶどうの樹
600gメガトンステーキ～6種類のソースで味わおう!!～

6,666円（税込）
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九州酒蔵びらき2017
昨年4日間で1万人がご来場！

九州の選りすぐりの酒蔵15蔵とくうてんがコラボレーション！

九州の豊かな風土が産んだ選りすぐりの日本酒の蔵元が一堂に集結。酒蔵びらきならではの限定新酒も
数量限定でご用意。
うまいツマミは「くうてんおつまみ２段重」を数量限定で販売。各店自慢のおつまみを１段ずつご用意、
どのお店の2段重かは開けてのお楽しみ！

【開催期間】2017年3月31日（金）～4月2日（日）
【開催時間】平日：16:00～21:00／土日：12:00～21:00
【開催場所】ＪＲ博多駅前広場



フロア

2F

4F

3月1日（水） OPEN

  シナモロールショップ
［キャラクターグッズ］

シナモンの期間限定ショップがOPEN！

2017年3月6日に生誕15周年を迎えるシナモロールのグッズを取りそろえた
期間限定ショップです。

ブランド紹介

3月3日（金） OPEN

  ザ・ノース・フェイス グローブ ウォーカー
［メンズ・レディス］

TRIP OF A  LIFETIME

TRIP OF A LIFETIMEをテーマに、機能とデザインをもって編集したショップです。

3月3日（金） OPEN

  ビースリーMEN
［メンズ］

一度はいたらクセになるストレッチパンツ専門店

ワインセラーで飲み頃まで熟成された上質なワインを選ぶように、
はきたいパンツを選ぶ、新感覚の専門店です。

3月3日（金） OPEN

  フェール ラーベン by トリニティ
［アウトドア］

カジュアルアウトドアとファッションの融合

フェールラーベンやK.・WAYのカジュアルアウトドアと
ファッションを融合したショップです。

アミュプラザ博多（20店舗）

5F

2月25日（土） OPEN

  バビロン
［レディス］

フェミニンカジュアルなセレクトショップ

大人の女性に向けて都会的で洗練されたフェミニンカジュアルスタイルを提案する
ショップです。

3月17日（金） OPEN

  春水堂（チュンスイタン）
［カフェ］

タピオカミルクティー発祥の台湾カフェ

台湾で国民的人気を誇るお茶カフェ。
30種類以上のお茶ドリンク、台湾フードやスイーツが楽しめます。

B1F

別 紙

九州初

九州初

九州初

博多初

博多初



フロア

3月3日（金） OPEN

  ストンプ・スタンプ
［キッズ・ベビー］

世界最大級のKIDSセレクトショップ

ラグジュアリー＆デイリーをコンセプトとした
世界最大級のキッズインポートセレクトショップです。

3月3日（金） OPEN

  プティ マイン
［レディス・キッズ・ベビー］

ママ目線の子供服

子どもらしさをプラスしたトレンドファッションが
デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランドです。

3月3日（金） OPEN

  マンハッタン ポーテージ
［バッグ］

1983年NYから誕生したバッグブランド

「New York Tough」をスローガンに、
多様なライフスタイルに対応した商品を送り出しています。

2月25日（土） OPEN

  BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）
［シューズ］

ドイツ本国の世界観のお店がOPEN！
商品の原材料となる『コルク』『レザー』『フェルト』が
各所に盛り込まれた、新店舗をご覧下さい。

3月3日（金） OPEN

  テネリータ
［タオル・ルームウェア・生活雑貨］

本物のオーガニックブランド テネリータ

今治産オーガニックコットンタオルを中心に、
モノづくりにこだわり、安心で心地よい暮らしを提案します。

ブランド紹介

2月3日（金） OPEN

  ピーク&パイン
［水着］

毎月新作が入荷！100％オリジナル水着

トレンド＆スタイルアップの水着と
リゾートコーディネートが楽しめる水着専門店。メンズ水着も取り扱います。

7F

6F

5F

4月5日（水） OPEN

  パン屋むつか堂カフェ
［カフェ・食パン専門店］

食パン専門店のカフェ

ほんのり甘くシルクのような食感の食パンと、
挽きたての味と香りが美味しい珈琲が楽しめる食パン喫茶です。

4月7日（金） OPEN

  ディズニーストア
［キャラクター雑貨］

米国のディズニーキャラクターグッズ専門店

ディズニーの世界観あふれる、大人の女性のための ディズニーストアです。

九州初

新業態

博多初

博多初

博多初



アミュプラザ博多改装店舗

ジンズ（5F）［メガネ・サングラス］

Hakata9

（B1F）

アジェデアクセサリー（5F）［アクセサリー］

※ビフォーザブーム名称変更

喜喜(ヘイヘイ)マンボ

[アジアンバル]

本格点心をはじめ

アジアン小皿料理が勢揃い

台湾・香港・タイ・シンガポール

等アジア各国の小皿料理をワイワ

イ楽しめるアジアン酒場。デザー

トも充実！

ラグマート（7F） ［キッズ・ベビー］
シロ（6F）［化粧品］

ダグズバーガー

[ハンバーガー]

宮古島から初上陸の

絶品グルメバーガー

宮古島の自然の恵みをまるごと堪

能できるジューシーな多良間牛や

キハダマグロのグルメ・バーガー

が絶品！

九州初 新業態

2月2日(木)OPEN



フロア

2月10日（金） OPEN

  マリークヮント
［化粧品・ファッション雑貨］

「自由に、自分らしく」

既成概念に縛られることのない自由な発想で、
コスメ、雑貨をとりそろえました。

2月24日（金） OPEN

  ABC-MART
［シューズ］

欲しいが見つかるシューズショップ！！

ライフスタイル＆トレンドの2つの視点でセレクトしたシューズを多数ご用意！
欲しいがきっと見つかります！

アミュエスト（16店舗）

B1F

2月17日（金） OPEN

  ルイナス　プライマルガーデン
［アクセサリー・ファッション雑貨］

毎日の生活に「ちょっとうれしい」を。

スペインの中庭をイメージした店内で、
気軽にお買物を楽しんでいただけるような商品と空間を提供します。

2月24日（金） OPEN

  アズール バイ マウジー
［レディス］

ジーニングカジュアルブランド

coolなジーニングカジュアルをベースに
ロープライスで展開するレディースのグローバルストアです。

2月24日（金） OPEN

  ヘザー
［レディス］

ミーハーガールズブランド

ガーリッシュで程よくエッジのきいたアイテムにトレンドをMIXしたスタイルを
提案します。

2月17日（金） OPEN

  レイカズン
［レディス］

微香性 DAY LIGHT

街行く人を振り向かせる強さより、
さりげなく、そばにいてくれる人たちをトキめかせるファッションを提案します。

2月17日（金） OPEN

  にゃーSHOP
［レディス・メンズ・服飾雑貨]

ネ・ネットから誕生した「にゃー」のオンリーショップ

「カップルで共有する日常着」がコンセプトの
ネ・ネットから誕生した「にゃー」のオンリーショップです。

ブランド紹介

博多初

九州初

九州初



フロア

B1F

ブランド紹介

2月24日（金） OPEN

  ワンアフターアナザー　ナイスクラップ
［レディス］

今欲しいものが見つかるSHOP

着まわしのきくベーシックアイテムから、
旬のトレンドアイテムまで幅広く取りそろえております。

3月3日（金） OPEN

  スリーコインズ
［生活雑貨］

あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝い

3COINSはあなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする、
ワクワク・ドキドキがたくさん詰まった雑貨店です。

1F

3月3日（金） OPEN

  アットコスメストア
［化粧品］

試せる　出会える　運命コスメ

いつでも発見と出会いがある新しい形の化粧品専門店です。
テスターを自由に試せ、お悩み相談もできます。

3月3日（金） OPEN

  ジュピター
［コーヒー・輸入食品・ワイン］

世界中の輸入食品、コーヒー＆紅茶を販売しております。

世界中の輸入食品と触れ合えるお店です。コーヒー豆も多数取り揃えております。

3月3日（金） OPEN

  青山フラワーマーケット
［フラワー］

花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを
提案するフラワーショップ

旬のお花をたくさん取りそろえ、花や緑に囲まれた
心ゆたかなライフスタイルをご提案いたします。

アミュエスト改装店舗

ユニケース（B1F）

［スマートフォンアクセサリー］

ストーンマーケット（B1F）

［天然石・アクセサリー］

インデックス（B1F）

［レディス・ファッション雑貨］

ミスタードーナツ（1F）

［ドーナツ・カフェ］

博多初



フロア ブランド紹介

３月中旬 OPEN

  肉匠太平楽
［牛肉・もつ料理］

絶品ホルモン料理と至極の和牛肉の出会い！

伊藤伝右衛門の飯塚にて創業60年の老舗焼肉店が吟味した
ホルモン焼・もつ鍋・肉焼料理など専門店の味を楽しめる。

2月2日（木） OPEN

  博多風美庵
［菓子］

九州、福岡のお土産に新しい風を。

九州の厳選された素材を使用したお菓子をそろえております。
お土産はもちろんプレゼントにもおすすめです。

B1F

1F

4月上旬 OPEN

  スイートバジル
［パスタ］

パスタ＆デザート

厳選した食材を使い手間ひまかけ手作りする。
また、福岡をはじめ九州の食材を使った絶品パスタをご用意！

4月中旬 OPEN

  まるうま新業態
［ラーメン専門店、餃子専門店］

デイトス（10店舗）

4月中旬 OPEN

  海鮮丼 日の出
［海鮮丼・海鮮定食］

夢は「満足、腹いっぱい」のために。

女性一人でも、気軽に、海鮮丼を食事できる、明るくキレイな空間。
毎日食べてもあきないメニュー数、ボリューム、クオリティを、
日々考えながらスタッフ一同お待ちしております。

4月中旬 OPEN

  長浜鮮魚卸直営店 炉端 魚助
［炉端居酒屋］

毎朝水揚げされた鮮度抜群な鮮魚を豪快に。

漁師直送の活魚と毎朝水揚げされた鮮魚を毎朝買付し
鮮度抜群の食材を最高のコストパフォーマンスで提供する。

4月中旬 OPEN

  串揚げの四文屋
［串揚げ・鉄板］

揚げたてサクサクの串揚げと鉄板焼

福岡でここでしか食べられない串揚げを提供します。
串揚げと鉄板焼の専門店です。

新業態

新業態

新業態

博多初

九州初

博多初



フロア

2F

4月上旬 OPEN

  支那そば 月や
［ラーメン］

最後の一滴まで美味しい、毎日でも食べたくなる

九州の醤油を使った　博多生まれの極上醤油ラーメン。
コクと甘みの優しいスープに中太縮れ麺を合わせました。飲み干せますよ！

4月上旬 OPEN

  博多皿うどん ちゃんぽん ぴかまつ一番
［博多皿うどん・ちゃんぽん］

未開の麺文化・博多発祥「博多皿うどん」

昭和初期に考案された博多の郷土料理『博多皿うどん・ちゃんぽん』専門店です。
濃厚な旨味麺をお楽しみください。

4月上旬 OPEN

  博多川端どさんこ
［ラーメン・焼飯・博多皿うどん］

本当の博多部の地元の人が愛する味をどうぞ！

博多部の中心で50年、地元の人に支持され続けているお店です。
地元九州の食材を集めて毎日仕込んでいます。

ブランド紹介

博多初
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