
過去最高入館者数と
開業来7年連続最高売上高を更新！

ＪＲ博多シティの2018年度の営業概況を報告いたします。

JR博多シティ News Release

報道関係各位

2019年4月4日

１．売上高

ＪＲ博多シティ 売上高：1185億円（前年比 104.9％）

＜施設内訳＞

①アミュプラザ博多 売上高：416億円（前年比 101.5％）

【概況】
開業以来初の休館日による営業日数1日減や約30店舗の改装休があったが、JQカード顧客向け施策(プレミアムデイ
ズなど)による衣料、化粧品などの物販の好調に加え、博多阪急と連携した営業施策、JR博多駅前広場やJR九州ホー
ルを活用した集客イベントの奏功、インバウンド売上の伸長(免税売上前年比 125.8%)により、過去最高売上高を更新。
売上好調を高く評価され、繊研新聞社主催の第21回ディベロッパー大賞にて、敢闘賞を7年連続受賞。

開業8年間（2011年度～2018年度）の売上推移

衣料や化粧品などの物販の好調、継続的な大型集客イベントの実施や広告展開による話題性の創出によ
り、7年連続で売上高の更新と、過去最高売上高を記録しました。

※7施設（アミュプラザ博多・アミュエスト・博多デイトス・デイトスアネックス・コンコース・博多阪急・JRJP博多ビル）合計

JR博多シティ 2018年度概況報告
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＜施設内訳＞

②アミュエスト・博多デイトス 売上高：227億円（前年比 102.7％）
デイトスアネックス・コンコース

【概況】
休館日による営業日数1日減があったアミュエスト（前年比104.5%）、博多デイトス（前年比102.6%）は、化粧品など

の物販と飲食の好調、話題性のある催事の連打による新たな客層の取り込みに成功し、過去最高売上高を更新。
デイトスアネックス・コンコース（前年比100.4%）は、福岡市内各種イベント開催による国内外の観光客需要やビジネ

ス客需要により堅調。

③JRJP博多ビル 売上高：26億円（前年比 103.2％ ）

④博多阪急 売上高：約516億円（前年比 108.9％）

２．入館者数

アミュプラザ博多・博多阪急・アミュエスト・博多デイトスの4施設合計の年間入館者数が、4年連続で過去最高の
数値を記録しました。なお、2018年7月26日に入館者数5億人を突破し、記念セレモニーを開催しました。

入館者数計：7257万人（前年比 100.2%）

＜施設内訳＞ ※デイトスアネックス・コンコース・JRJP博多ビルは入館者数カウンターがありませんので、除外しております。

・アミュプラザ博多・博多阪急 5226万人（前年比 100.1%）
１日平均入館者数：約14万人（平日約12万人 土日祝約19万人）

・アミュエスト・博多デイトス 2031万人（前年比 100.6%）
１日平均入館者数：約 5万人（平日約5万人 土日祝約5万人）

【概況】
開業から約7年5か月で入館者数5億人を突破。タレントを起用した宣伝広告(亀梨和也さんの起用、2019年2月20

日からはKAT-TUNを起用)により、新規顧客の獲得に成功。また、点灯式のゲストに絢香さんを迎えた冬季イルミネー
ションや、幅広い世代に人気の「ピクサー ザ フレンドシップ」など、年間を通してJR博多駅前広場やＪＲ九州ホールを活
用した大型集客イベントの実施が奏功し集客に大きく寄与。

絢香さんをゲストに迎えた
イルミネーション点灯式

入館者数「５億人」
突破セレモニー

亀梨和也さんに続き
「KAT-TUN」の起用

「ピクサー ザ フレンドシップ」

JR博多シティ News Release

2019年4月4日



2 0 1 9 年 4 月 1 0 日 

株式会社 JR 小倉シティ 

 

15 年ぶりの売上高 125 億円超え・2 年連続前年超え 

１．2018 年度営業概況 

（1）全館売上高・入館お客さま数 

    

 

 

 

 

  【主な要因】 

※西日本初１店舗、九州初 2店舗、福岡県初１店舗、北九州市初 7店舗 

 

【好調な業種、店舗】 

・化粧品（売上前年比138％）  、西館3階「アルフルール」（2018春リニューアル店舗） 

・洋菓子（売上前年比133％）   、西館3階「リンツ ショコラ ブティック」（2019年春新規店舗） 

   ・軽食喫茶（売上前年比139％） 、東館3階「スターバックス コーヒー」（2018年5月新規店舗） 

 

 

 

 

 

 

    

 

２．「小倉宿 駅から三十歩横丁」開業後の営業概況 

   ○期 間：3 月 28日（木）～4月 9日（火） 

○概 況：・想定売上の 2.2倍と好調 

特に好調な店舗「とりかわ竹乃屋」、「串カツ田中」、「博多らーめん ShinShin」 

     ・13日間のご利用お客さま数 約 33千名（1日約 2.5千名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2018年 9月    

・2019年 2月～3月  

・2019年 3月 28日   

大規模リニューアル（新規改装計 24店舗 うち新規 8店舗）が好調に推移 

大規模リニューアル（新規改装計 24店舗 うち新規 14店舗）が好調に推移 

新たな居酒屋ゾーン「小倉宿 駅から三十歩横丁」が開業 

■□ このニュースリリースに関するお問合せ先 □■ 
株式会社ＪＲ小倉シティ 営業部 広報担当  大田 ／ 萬代 

TEL：093-512-1281 FAX：093-512-1329  

全 館 売 上 高：  125億円（前年比 103.5％） 
…2003 年度（128 億円）以来 15 年ぶりの 125 億円超え・2 年連続売上前年超え 

入館お客さま数：1,494万人（前年比 107.5％） 
…2 年連続入館お客さま数前年超え 

 

アルフルール リンツ ショコラ ブティック スターバックス コーヒー 

とりかわ竹乃屋 串カツ田中 博多らーめん ShinShin 
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                        ２０１９年４月１３日 

株式会社ＪＲ長崎シティ 

(アミュプラザ長崎) 

 

アミュプラザ長崎 ２０１８年度営業実績 

  

売上高：９年連続で前年売上高を達成！ 

    ６年連続で最高売上高を更新！ 

入館者：最高実績を記録！ 

 

１． 全体営業概況 

 

売 上 高  ： ２１，０１６百万円（対前年１００．５％、＋９６百万円） 

 

入 館 者 数    ： １１,７２６千人 （対前年１０２．０％、＋２３２千人） 

                  

  

 

 

開業１８年目を迎えた２０１８年度の売上高は、開業以来初の２１０億円となり、 

９年連続前年達成､６年連続で過去最高売上を更新しました。 



 

【主な要因】 

① 前年９月の１・２階リニューアルで新規６店舗、既存８店舗の計１４店舗がグランド

オープン。特に、長崎初出店のロクシタンやＢＡＫＥを中心に好調に推移。 

※改装実施区画売上前年比１４２．７％（オープン～３月末累計） 

② ハウスカード（ＪＱカード）利用のお客さまに向けた企画の奏功、かもめ広場等を活

用した催事イベントによる集客。 

③ ザ・ノース・フェイス プラス、東急ハンズ、無印良品を中心とした大型店舗好調。 

 

２．宣伝、イベント等概況 

ストアコンセプト「あいにいこう」をテーマに、人と人、人とモノ、様々な「会う」を

通して生まれる楽しいこと・価値を発信してきました。かもめ広場では、例年好評の｢ア

イスクリーム万博 あいぱく（５月）｣｢チョコレート博覧会 ちょこぱく（２月）｣に加

えて、長崎の食を発信するイベントとして「小長井かきフェス」「ＮＡＧＡＳＡＫＩ 地酒

まつり」等、初開催イベントを９回実施いたしました。           

                 

 

 

 

                 

 

≪取材の依頼・お問合せ先≫ 

営業部販売促進課：後藤（goto@amu-n.co.jp）・中田（nakata@amu-n.co.jp） TEL：095-829-4471 

ＮＡＧＡＳＡＫＩ 地酒まつり １・２階フロア リニューアル 

Ａ Ｍusic Ｖideo 【約14万回再生】 動画はコチラ↓ 

チョコレート博覧会 ちょこぱく 

「あいにいこう」ビジュアル あうガチャ 

https://www.youtube.com/watch?v=wdtJXSPCWIE 

mailto:goto@amu-n.co.jp
mailto:nakata@amu-n.co.jp
https://www.youtube.com/watch?v=wdtJXSPCWIE
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2 0 1 9 年 4 月 1 0 日 

株式会社ＪＲ大分シティ 

 

アミュプラザおおいた 2018 年度概況 

 

アミュプラザおおいたの 2018 年度（2018 年 4 月～2019 年 3 月）の概況についてお知らせします。 

 

１．売上高及び入館者数について  

 

売 上 高 241 億円（前年比 103.3％） 

入館者数 2,369 万人（前年比 104.5％） 

売上高は過去最高、入館者数は開業年に次いで過去 2 番目 

 

 

○ 開業４年間の売上高推移 

○ コメント  

アミュプラザおおいたは 4 月 16 日に開業 4 周年を迎えます。これまで約 9,276 万人のお客

さまにお越しいただき、心より感謝申し上げます。 

2018 年度はＪＱカードの新規会員獲得や利用促進等による顧客化の推進、新店効果や催事・

イベントの開催などにより、売上高は過去最高となりました。 

これからも安全安心を基本に、常に新しいモノやコトをご提案し、より魅力的なアミュプラ

ザおおいたへと進化していきます。また、地域の皆様や行政との連携を深め、大分市中心部の

賑わいづくりと地域の情報発信に努めてまいります。 

今後ともアミュプラザおおいたへのご愛顧並びにご支援の程宜しくお願いいたします。 
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２．概況 

2018 年度は 7 月の集中豪雨、9 月の台風や暖冬による衣料品店の不調といった天候による

影響に加え、4 月からの営業時間短縮と 2 月には開業以来初となる休館日を実施しましたが

ＪＱカード会員の顧客化の推進や、リニューアルによる新店効果、ヒット作品に恵まれたシ

ネマを始めとした大型店の好調等により、売上高は過去最高となりました。 

 

○ アミュプラザおおいたの魅力づくり 

   「ＪＱカード」の会員増とさらなる魅力の向上 

ＪＱカードの会員は順調に拡大しており、3 月末時点で 13 万人（申込ベース）を突破しま

した。会員施策（ＪＱカード 5％OFF、ＪＱカード 10％OFF など）は多くのお客さまに浸透し、

引き続きご好評をいただいております。昨年度から年間 20 万円以上ご利用の方に対してご

優待特典をご提供する施策を開始し、さらなるＪＱカードの魅力づくりを行いました。 

 

新店舗オープンや季節感のある催事展開による新しいモノ、コトの発信 

2019 年 1 月から 3 月にかけ「新しさ」「話題性」「日常感」「親しみやすさ」「楽しさ」を

キーワードに、全国で人気の店舗やお客さまより要望の高かった 7 店舗が新しくオープン

しました。また、11 月以降ヒット作に恵まれたシネマをはじめとした大型店や、新店効果

で飲食店が好調に推移し、売上を牽引しました。 

 クリスマスやバレンタインなどの季節のニーズに対応した催事や大分初となる話題の店

舗出店などを期間限定で開催し、ご来館動機や話題づくりにつなげました。 

 

年間を通じて多くのイベントやワークショップを開催 

大分駅前広場や屋上ひろばなどでイベントやワークショップを年間約 270 回開催し、集客や

賑わいを創出しました。 

＜主なイベント＞ 

 大分駅祭り、府内戦紙、アイスワンダーランド、ディズニーパーク、イルミネーション点灯式、

クリスマスマーケット、ちょこぱく、長縄跳び大会、平成人文字イベントなど 

＜主なワークショップ＞ 

 くにさき七島藺ミサンガづくり、プログラミング、野菜Ｔシャツアートなど 

 

○ 大分市中心部の魅力づくりと地域の情報発信 

まちなかの皆さま、行政、地域の皆さまとの連携深度化や広域化に取り組み、大分市中心

部の魅力や賑わいづくり、地域の情報発信に努めました。 

 

まちなか連携 

 商店街や大型商業施設及び行政と連携し、話題づくりや集客・回遊施策を実施しました。

9 月に 2 回目となる「まちなか OSHARE 月間」を開催したほか、3 月には「大分のまちなか ま

ちあそび人生ゲーム」を開催し、大分市中心部の回遊性向上とともに、消費の活性化を図り

ました。 

 ＜主な連携施策＞まちなかバーゲン（7 月、1 月）、夢色音楽祭（10 月）、 

イルミネーション（11～2 月）、歩行者天国（4 月、9 月、11 月）など 

 

    

 



2019年4月10日
株式会社JR鹿児島シティ

アミュプラザ鹿児島 2018年度営業実績

９期連続最高売上高を更新
ならびに過去最高入館者数を記録！

アミュプラザ鹿児島の2018年度営業実績ならびに営業概況をご報告いたします。

アミュプラザ鹿児島 2018年度営業実績
（2018年4月1日～2019年3月31日）

全館売上高 ２６８．９億円
（前年売上高 約264.9億円、対前年101.5％）

入館者数 １，８３７万人
（前年入館者数 1,758万人、対前年104.5％）

■こちらの件に関するお問い合わせは 株式会社JR鹿児島シティ 営業部販売促進課 大原
TEL 099-254-0300 FAX 099-284-0802 EMAIL： k.oohara@kagoshimatb.com

【概況】
2018年度は15周年改装第一弾のリニューアル、お客さまニーズをとらえた雑貨店舗の導入、観光客需要および夏以
降の映画好調波及による飲食の好伸長などにより売上高は9期連続の過去最高実績となりました。
また、AMU広場での継続した大型イベントの実施や地域と連携した取り組みを積極的に行ったほか、LINE@の初導入・
ハウスカード会員優待企画の深度化、お客さまが安心安全に過ごしやすい環境作りにも注力いたしました。その結果、
多くのお客さまへお越しいただき入館者数も過去最高を記録しました。
上記の実績ならびに取り組みにより、繊研新聞社主催「第21回テナントが選んだディベロッパー大賞」においては3,000
以上のショッピングセンターの中から「敢闘賞」を受賞しました。

2018年度の取組について詳しくは別紙をご参照ください。

※2018年4月1日にJR九州㈱より移管された鹿児島中央駅改札内店舗（4店舗）分を含むと271.6億円

8738820
長方形



2019年4月10日 株式会社JR鹿児島シティ
別紙-1

■営業取組み
①15周年大規模改装第一弾 「春のリニューアル」実施（2019.2～3月）

・2021年まで段階的に予定している15周年大規模改装の第一弾を実施
・本館B1F～4Fにファッション、雑貨を中心とした鹿児島初出店を含む16店舗がオープン
・リニューアル実施後、対象区画売上前年比131.4％と好調に推移。

③インバウンド対応や館内企画のさらなる充実
・91店舗が免税対応し、免税売上（約3億円、前年比120％）と過去最高実績を更新
・前年に引き続き従業員向けに訪日外国人動向や簡単な接客表現の研修実施、インフォメーションに多言語翻訳機「ポケトーク」を導入
・本館6F観覧車「アミュラン」のイルミネーションLED化（7月）およびそれに合わせた企画を「AMU Terrace」にて初実施
・お客さまニーズに合わせた「コスメ下取り（9月）」「靴・バッグ下取り（10月）」キャンペーンを初開催

④JQ CARDの開拓、利用促進
・JQCARDご利用で5％OFFとなる企画のほか、新たにご利用でポイントを倍付（3倍～10倍）する「POINT UP DAY」を実施
・県内有効会員数は約13万人（前年+1.1万人）となり、館内のJQ CARD売上シェアは約20％と過去最高（全アミュプラザ中１位）

⑤アミュ広場イベントの充実
・年間稼働日数357日、319回イベントを開催、来場者数は88.8万人（前年+4万人）と過去最高を記録
・地域のハンドメイド作家や飲食店などが出店するイベント、メディアタイアップイベントを多数開催
・ファミリー向け「AMU KIDS PARK」や女子が好きなアイテムをそろえた「GIRL’s party」など、ターゲットを明確にしたイベントを初開催
・各大型フードイベント（あげぱく、あいぱく、ちょこぱく、最高゛丼）は店舗入替えや新アイテムの導入により、前年並みのお客さまがご来場

2018.12 ｸﾘｽﾏｽﾏｰｹｯﾄ 2019.3 第3回最高゛丼中央駅エリアNo.1決定戦2018.9 ｱｲｽｸﾘｰﾑ万博あいぱく（4回目）

②SNSによる旬の情報やトレンド発信、イベントと連携した企画の実施
・ LINE@を新たに導入（5月）し、大型イベントとも連携。情報伝達の即時性強化と幅広い客層へのアプローチを実施。
・ Instagram公式アカウントを２種類運営（館内のイベントや店舗情報を伝える「@amuplaza_kagoshima_official」/トレンドを発信する

「@AMU-ZINE」)し、常に新しいライフスタイルや豊かな暮らしを提案（@amuplaza_kagoshima_officialは九州商業施設中フォロワー数1位）
・SNS公式アカウントフォロワー数大幅伸長 計57,039人（前年+17,976人）

初日から大好評 エチュードハウス（2F) ブランド最新の内装デザイン バビロン（2F)

LINE@2018年度末お友達数は11,185名 お客さまや大学とコラボした投稿企画も実施
（Instagram)

大型イベント「ちょこぱく」でも連携

観覧車下での「テラスパーティ」
3日間で2,110個の下取り

「コスメ下取りキャンペーン」

九州２店舗目 メゾンドフルール（2F)

74言語に対応する「ポケトーク」



■地域を元気にする取組み
①AMU WAGON

②地域連携イベントの開催
・地域の生産者や飲食店が出店するイベントやメディアタイアップなど地域連携イベント
・地域連携225日（年間稼働日357日のうち） / 集客約57万人（年間集客88.8万人のうち）

2018年度実績（2017.10稼働開始） イベント参加：5回

②2018.7
AMUWAGON in奄美大島（奄美市）

③2018. 8
GOOD NEIGHBORS JAMBOREE（南九州市）

①2018.5
かのやハーブフェスティバル（鹿屋市)

・物産展など 実績：回数25回、日数38日間、集客数合計9.7万人
商工会による“商工会まるごと特産品フェア”をはじめ各地の物産展や、農業と福祉に注目した農福マルシェなどを開催

2018年度主な実績

・メディアタイアップイベント 実績：回数6回、日数11日間、集客数合計12.5万人
地元メディア4社によるステージイベント、芸能人によるトークショーやライブイベントを開催

・フード系イベント 実績：回数5回、日数39日間、集客数合計26.8万人
あいぱくでは「白くま（セイカ食品）」・ちょこぱくでは城山ホテル鹿児島とタイアップするなど、より地元との連携を強化

2019年4月10日 株式会社JR鹿児島シティ
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④2018.10
THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL2018（桜島）

⑤2019.2
いぶすきマルシェinフラワーパーク（指宿市）

2017～AMUWAGONで訪れた
鹿児島のまち

・薩摩川内市・志布志市・出水市
・鹿屋市・奄美市・南九州市
・鹿児島市（桜島）・指宿市

KTS春の番組まつり FMカゴシマタイアップハロウィンFESinアミュ広場 MBCてげてげハイスクールフェスティバル

商工会まるごと特産品フェア COMMON FARMER'S MARKET ノウフクマルシェ 春の収穫祭

あげぱく あいぱく「オリジナル白くまをつくろう」 チョコレート博覧会「ちょこぱく」



③その他

2018.5ナポリ祭 AMU広場会場提供/ナポリ通会場で㈱JR鹿児島シティ直営出店 2018.7地域祭事“おぎおんさぁ”への参加（山形屋との合同神輿）

2018.10 山形屋・マルヤガーデンズ三館合同企画×鹿児島市交通局

■ES及びCSを向上させる取組み
・受講希望の多いカテゴリ研修及び短時間研修の導入と、観光客へおもてなしできるよう「西郷どん」にまつわる研修を実施
・年間30種類の研修を約1,750人が受講しお客様のおもてなしの体制を強化
・店長懇親会、全スタッフ対象の交流会を年4回開催し総勢1,221人が参加

■安心安全な館づくりに向けた防犯、防災取組み
・救命講習資格取得者 全店舗配置（2020年度までに）を目標に鹿児島市消防局協力のもと普通救命講習を初実施（70店舗89名参加）

・法人では九州初・全国２例目となる「防災介助士」資格取得検定を実施
・消防署と連携した本館及びプレミアム館での防災委員会、防災訓練を行い店舗スタッフの防災意識を高める取組を実施
・自衛消防隊消火協議会（鹿児島市自衛防火協会/鹿児島市危険物安全協会主催）にて男女チームともに優勝

2019年4月10日 株式会社JR鹿児島シティ
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・イルミネーション「KAGOSHIMA CENTRAL ARC～光を街へ～」
新たに「宙珠の彩り（広場天井部）」「クスノキライトアップ（鹿児島中央駅バスターミナル）」「光のフォトスポット（本館6FAMU Terrace)」を増設。
じゃらんニュース「2018年、見に行きたい！オシャレすぎるクリスマスツリー10選【全国】」に選出
第44回鹿児島広告協会SP部門「優秀広告賞」受賞

・地域行事への参加、地元企業との合同企画

2018.6 FIFAWolrdCupRussiaPublicViewing 2018. 9鹿児島ジャズフェスティバル

クスノキライトアップと本館6F光のフォトスポットじゃらんニュースに掲載天井に「宙珠（そらたま）の彩り」新設

接客基礎やディスプレイなど様々な研修を実施 西郷さんの人となりや観光名所についての研修も 全スタッフを対象とした懇親会

ショップスタッフ向けの普通救命講習を初実施 消防署と連携した防災訓練 自衛消防隊消火協議会 男女ともに優勝


