2019年 1月28日
株式会社JR鹿児島シティ

アミュプラザ鹿児島にこの春、新店含む11店舗オープン！

【アミュプラザ鹿児島 15周年大規模改装第３弾】

2020 春のリニューアル
㈱JR鹿児島シティ（代表取締役社長 日高淳一）が運営するアミュプラザ鹿児島では、周辺環境の変化に合わせ、15周年を
機に2019年2月より約２年半かけて15周年大規模改装を段階的に実施しています。
第３弾となる今回は2月末から3月下旬にかけて新店６店を含む１１店舗がオープン。
先日（2019年12月17日）リリースした鹿児島中央駅コンコースの新ゾーンオープンに加え、本館も一部共用部と共にリニューアル。
より華やかに、毎日が楽しくなる豊かな暮らしをご提案します。
今後も、交通結節点としての機能だけではなく、人々が集う“ひとつのまち”として駅一帯を運営し、周辺商店街や企業とも連携
しながら鹿児島全体の発展に貢献していきたいと考えております。ご取材の程、よろしくお願い申し上げます。
■オープン日程
2020年2月20日（木）・2月28日（金）・2月29日（土）・3月6日（金）・3月13日（金）・3月18日（水）
■対象面積・フロア
【店 舗】 約550㎡（対象フロア ： 本館１F/2F/4F） 【共用部】 約650㎡（対象フロア ： 本館2F）
■対象店舗数
11店舗（新店6店舗※内 全国初1店舗南九州初4店舗/移転1店舗/改装4店舗）

＼15周年大規模改装第３弾 2020春のリニューアル ポイント／
鹿児島中央駅が華やかに変身！ついついあげたくなるギフトをそろえた＃ごほうびストリート誕生
中央駅のコンコース部分と当館の区画を繋ぎ
誕生した新しいエントランスゾーン
“＃ごほうびストリート”。なんと全て初出店！
全国で大人気の『ゴンチャ』、”プレスバターサ
ンド”で有名な㈱BAKEが手掛けた全国初ブラ
ンド、新九州土産となる『オイモン』、
世界120か国で愛されるチョコレートブランド
『リンツ』など大切な人への手土産や自分自
身のごほうびに毎日立ち寄りたくなるお店が揃
います。

オー分

本館に南九州初のレディスショップ『マーコート』を含む6店舗がOPEN！！2F共用部もお色直し
本館1Fには、南九州初のレディスブランド『マーコート』が
ニューオープン！
２Fには、 『スリーフォータイム』が移転リニューアルするほか
大人気のスキンケアブランド『オルビス・ザ・ショップ』が増床リ
ニューアル。
また、2Fの中央吹き抜け“センタースクエア”から郵便局側の
共用部分もお色直しし、＃ごほうびストリートと共に毎日の暮らし
を華やかに、楽しく彩ります。

店舗詳細やオープン記念イベントは別紙をご確認ください
▶▶▶
▶▶▶
この件に関する取材やお問い合わせは株式会社JR鹿児島シティ 営業部販売促進課 大原まで

TEL 099-254-0300 FAX 099-284-0802 MAIL k.oohara@jrkagoshimacity.co.jp
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SHOP情報 / ＃ごほうびストリート
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3.13 NEW

本
館

BAKE CHEESE TART（ベイク チーズタルト）【焼きたてチーズタルト専門店】
北海道がルーツの焼きたてチーズタルト専門店。こだわりの原材料を
ふんだんに使い、チーズムースのフワッととろける口どけと、2度焼きしたサクサクタルト生
地が特徴です。工房一体型の店舗で、焼きたてを提供します。

１

【OPEN記念イベント】
先着にてチーズタルト6個以上お買い上げでオリジナルプレート・マグセットプレゼント。
※数量限定

3.13 NEW

OIMON（オイモン）【薩摩スイーツ】

全国初

鹿児島が誇る新旧の食を、五感で楽しめるスイーツに。
鹿児島の素晴らしい食文化を、BAKE Inc.がお菓子をとおして日本全国へお届けします。
となりのBAKE CHEESE TART同様に、工房一体型店舗で焼きたても提供します。
2

【OPEN記念イベント】
オープン記念の限定パッケージにて販売。

3.18 NEW

ゴンチャ【台湾ティーカフェ】
台湾で創業し、世界で店舗を展開するティーカフェ。
抽出時の湯温や時間を茶葉ごとに変え、お茶本来の風味を最大限に引き出した上質な
台湾ティーをカジュアルなスタイルで楽しめます。
店舗で丁寧に調理する「パール（タピオカ）」等のトッピングや、ドリンクの甘さ、氷の量をお
好み通りにカスタマイズでき、豊富なメニューの中から、その時の気分に合わせた自分だ
けの一杯を見つけていただけます。

3

【OPEN記念イベント】
3/18(水)・19(木)・20(金)の3日間、各日ドリンクお買い上げの先着80名様に
オリジナル ドリンクボトルをプレゼント。

2.28 NEW

リンツ ショコラ ブティック【チョコレート】
世界120か国以上で愛されているスイスのプレミアムチョコレートブランド
「リンツ」のチョコレート専門店。リンツのメートル・ショコラティエたちは170年以上にも渡り、情熱
と、献身と、革新的なスピリットを持って、リンツチョコレートの究極のおいしさを生み出してきまし
た。リンツ ショコラ ブティックは、人気の「リンドール」が並ぶ「ピック＆ミックス」でチョコレートの量
り売りをお楽しみいただけます。

4

【OPEN記念イベント】
「リンドール」をはじめとするリンツ自慢のチョコレートが詰まったスペシャルテイスティ
ングバッグを限定販売。※2/28（金）～3/1（日） 各日先着50個

2.29 NEW

ロクシタン【自然派化粧品】
明るくて広い店内では、ロクシタンの人気アイテムであるハンドクリーム全種を
試せるハンドクリームウォールを設置。またプロヴァンスの恵みをぎゅっと詰め込んたリップ
カラーもお試ししやすい店舗となっています。

5

【OPEN記念イベント】アミュプラザ鹿児島店限定キットを販売。
〇お買い上げのお客様すべての方にオリジナルミラープレゼント。
〇5,500円以上お買い上げの方にはオリジナルトートバッグをプレゼント。※なくなり
次第終了

別紙2

SHOP情報 / 本館1F・2F・4F
3.6 NEW / 1F

マーコート【レディス】
MARcourt（マーコート）は、mizuiro ind（ミズイロインド）、MIDIUMISOLID（ミディウミソリッド）の
レディースのオリジナルブランドに、国内外のアイテムをミックスしたセレクトショップ。
お気に入りの一枚が見つかるお店。新しい自分を見つけれるお店。一度訪れるとまた訪
れたくなるお店。そんなお客様の気持ちに寄り添えるお店にぜひお立ち寄りくださいませ。
スタッフ一同、最高の笑顔でお待ちしております。

１

【OPEN記念イベント】
お買い上げいただいたお客さまに先着にてノベルティプレゼント

3.6 RENEWAL / 2F

スリーフォータイム【雑貨】
「スリーフォータイム」～3/4拍子～(人が心地よいと思うテンポ） スリーフォータイムで心
地よい空間をお客様と共有したい。そんな想いから生まれたブランドです。誰でも心のどこ
かに持っている「CUTE ELEMENT～かわいい要素」を大切に・・・・少しのユーモアと、
ちょっとしたIROKEと明るさをそえて お届けする雑貨ブランドです。
旬の素材や色を取り入れたり、コレクションで注目されたものをリメイクしたり。
「今、欲しい！」ものが、きっと見つかります。

２

【OPEN記念イベント】
合計3,000円以上お買い上げの先着50名さまにアクセサリーをプレゼント。

3.6 RENEWAL / 2F

オルビス・ザ・ショップ【化粧品】
お買い物にいらっしゃったお客様に、“ここちいい”お買い物時間を過ごして頂きたい。
そんな想いから細部にまでこだわったお店が誕生しました。ふと店内中央に目を向けると、
水がきらめくガラスの球体が並んでいます。今回は、手洗い機能を備えたタッチアップス
ペースを設けました。素材そのものの滑らかな手触りのテーブルに、光と影や水のゆらめ
きがうつりこみ、ここちよい空間を作り出します。“ここちを美しく”。ここちよい美しさを提案
するオルビスらしさを凝縮したブランド体験の場へ、ぜひ足をお運びください。

3

【OPEN記念イベント】
オルビスユー3stepセットまたは4stepセットお買い上げで、Uマスク3枚プレゼント。

3.6 RENEWAL / 2F

靴下屋【靴下】
履き心地にこだわり抜いて一足ずつ丁寧に作り上げられた靴下は、すべての人の足に
ぴったりと寄り添い、まるで「第二の皮膚」のように靴下を履いていることを忘れてしまうよう
な感覚を感じていただけます。日本最高品質を、あなたの足にもお届けします。レディス・
メンズ・キッズのサイズ展開も行っています。

4

【OPEN記念イベント】
定価商品全て店舗表示価格から１０％OFF。※３P1,100円（税込）商品は対象外。

3.6 RENEWAL / 2F

マル シャンブルドシャーム【レディス】
“長く愛着を持ち、大切にしていくことの幸せ。作り手の想いが詰まった丁寧なものたち。
じっくり作りじっくり選ぶ。私らしく私にとっての特別な空間“をコンセプトにリニューアル！

5

【OPEN記念イベント】
お買上げいただいたお客様にささやかなプレゼント。※数量限定

2.20 RENEWAL / 4F

6

サルトリア【リフォーム＆リメイク】
サルトリアでは、おしゃれなお客様たちにご満足いただけるリフォーム＆リメイクをご提案し
ます。館内で購入された洋服のサイズ直しはもちろん、クローゼットに眠ったままの洋服
のリフォーム相談も承っております。リニューアルオープンによってパンツの丈詰めが60
分でお渡しできます。本館の営業時間に合わせ20時30分または21時まで営業しており
ますので、お仕事帰りにも便利です。
【OPEN記念イベント】
2020年2月末まで衣服のリフォーム店舗表示価格からALL10％OFF。
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■15周年大規模改装第３弾 2020春のリニューアル 店舗一覧
種別
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店名

アイテム

2F リンツ ショコラ ブティック

チョコレート

2F ロクシタン

自然派化粧品

ご
ほ
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び

新規

ス

2F BAKE CHEESE TART

LINDT＆SPRUNGLI
JAPAN株式会社
ロクシタンジャポン
株式会社

オープン日

南九州初

2月28日

★

2月29日

株式会社BAKE

3月13日

薩摩スイーツ

株式会社BAKE

3月13日

台湾ティー

株式会社ゴンチャ

カフェ

ジャパン

タルト専門店

ト
リ

2F オイモン

ー
ト

2F ゴンチャ

1F マーコート

移転

焼き立てチーズ

会社名

2F スリーフォータイム

改装

2F オルビス・ザ・ショップ

改装

2F 靴下屋

改装

2F マル シャンブルドゥシャーム

改装

4F サルトリア

レディス

Mother's Industry
株式会社

3月6日

★

3月6日

化粧品

オルビス株式会社

3月6日

靴下

タビオ株式会社

3月6日

シャーム

リフォーム＆

株式会社リフォーム三光

リメイク

サービス

（全国初）

★

株式会社ジオン商事

株式会社シャンブルドゥ

★

3月18日

雑貨

レディス

★

3月6日

2月20日
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