平 成 2 6 年 9 月 3 0 日
大分ターミナルビル株式会社

「大分駅ビル」 商業施設の名称と出店店舗のご案内

「大分駅ビル」の商業施設名称と出店店舗の一部をお知らせいたします。

１

商業施設名称

アミュプラザおおいた
〔アミュプラザとは〕
小倉・長崎・鹿児島・博多に続く5つ目となるアミュプラザ。 最新トレンドを発信する
高感度ファッション・雑貨をはじめ、味にこだわる話題の名店を集めたレストラン、日常
の生活に上質と彩りを提案するフード、シネマやサービスなど、お客さまに心地よい時間
と空間を提案する魅力満載の商業施設です。

２

出店店舗のご案内
今回は、アミュプラザおおいたに出店予定の店舗のうち、大分初となる大型店を中心に
一足早くご紹介いたします。※詳細別紙
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TOHO シネマズ
東急ハンズ
紀伊國屋書店（きのくにやしょてん）
UNIQLO（ユニクロ）
BEAMS（ビームス）
SHIPS（シップス）
BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ）
DIESEL（ディーゼル）
mont-bell（モンベル）
BAYFLOW（ベイフロー）
UNITED ARROWS green label relaxing（ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング）
URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）
SQUOVAL（スクオーバル）
OPAQUE.CLIP（オペークドットクリップ）
unico（ウニコ）
WEGO（ウィゴー）
ポケモンストア
SUIT SELECT（スーツセレクト）

会社名
TOHOシネマズ株式会社
株式会社東急ハンズ
株式会社紀伊國屋書店
株式会社ユニクロ
株式会社ビームス
株式会社シップス
株式会社ユナイテッドアローズ
ディーゼルジャパン株式会社
株式会社モンベル
株式会社トリニティーアーツ
株式会社ユナイテッドアローズ
株式会社アーバンリサーチ
株式会社ポイント
株式会社ワールド
株式会社ミサワ
株式会社ウィゴー
株式会社ポケモン
株式会社フタタ

別紙

シネマコンプレックス

1． TOHO シネマズ
10スクリーン約1800席のシネマコンプレックス。ハリウッド超大作や人気の日本映画
はもちろん、デジタルプロジェクターの特性を活かしたコンサートや演劇、スポーツ
等のライブビューイング（生中継）も上映します。さらに、当社独自規格の巨大スク
リーン「ＴＣＸ®」と革新的なシネマ音響「ドルビーアトモス」は九州初導入！！

出店企業：TOHOシネマズ株式会社
ＵＲＬ：http://www.tohotheater.jp/

大
分
初

ライフスタイル雑貨

2．東急ハンズ
「ここは、ヒント・マーケット。」をブランドスローガンに、お客様一人ひとりの
ライフスタイル実現のお手伝いとして、幅広い分野で多種多様な商品を取り揃え、商
品の楽しさや便利さをお伝えするスタッフによる実演販売「ヒント・ショー」や手づ
くりイベントなどを開催し、驚きや発見のある「ヒント」を提供しています。

出店企業：株式会社東急ハンズ
ＵＲＬ：http://www.tokyu-hands.co.jp/

書籍

3．紀伊國屋書店
（きのくにやしょてん）
紀伊國屋書店は1927年、創業者の田辺茂一が新宿に開店した木造2階建て、売場
面積38坪、階上にギャラリーを併設した店舗から始まり、現在全国64店舗、海外
25店舗にて運営しております。
アミュプラザおおいた店では「本のある豊かな生活」をコンセプトに、お客様に
愛されるお店を目指してまいります。
出店企業：株式会社紀伊國屋書店
ＵＲＬ：http://www.kinokuniya.co.jp/

レディス＆メンズ＆キッズ
ファッション

4．UNIQLO
（ユニクロ）
ユニクロは、あらゆるお客さまの生活をより快適に変えていく、高品質でファッション性の
ある服を取り揃えております。着ていて心地よい、シンプルでありながら質のいいベーシッ
クカジュアルが特長です。お客さまにお買い物を楽しんでいただけるよう、色柄豊富な品揃
えと開放的な店舗づくりを心がけております。
出店企業：株式会社ユニクロ
ＵＲＬ：http://www.uniqlo.com/jp/
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大
分
初

レディス＆メンズ
ファッション

5． BEAMS
（ビームス）
メンズ・ウィメンズ共にカジュアルアイテムを中心に、独自の審美眼によりセレクトされ
た旬の国内外のブランドや、飽きのこないベーシックなオリジナルウェアなど、デイリー
ユースで活躍するアイテムを取り揃えています。雑貨やアクセサリーも豊富なラインナッ
プで、性別や世代を超えてお楽しみいただけます。
出店企業：株式会社ビームス
ＵＲＬ：http://www.beams.co.jp/

大
分
初

レディス＆メンズ
ファッション

6．SHIPS
（シップス）
トラディショナルな要素を今日的な形で表現した“STYLISH STANDARD”をコンセプトに、
時代を感じながらも、こだわりのスタイルを提案。グローバルな視点で、国内外からス
タンダードの本質を見極めた“本物”を中心に幅広いラインナップで、個性を引き出し
自分を表現することを楽しむためのベーシックが揃います。
出店企業：株式会社シップス
ＵＲＬ：http://www.shipsltd.co.jp/

大
分
初

7． BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

レディス＆メンズ
ファッション

（ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ）
“精神的な美”と“永続的な若さ”をコンセプトに、カジュアルテイストをベースとした、
オン・オフ様々なシーンに対応するウェアから服飾雑貨を取り揃えたセレクトショップ。

出店企業：株式会社ユナイテッドアローズ
ＵＲＬ：http://www.beautyandyouth.jp

大
分
初

レディス＆メンズ
ファッション

8．DIESEL
（ディーゼル）
1978年に誕生したイタリアのプレミアム・カジュアル・ブランド。デニムをはじめ、メンズ、
レディースのコレクションから小物まで幅広いスタイルのアイテムを展開。2013年よりニコ
ラ・フォルミケッティがアーティステック・ディレクターに就任。遊び心あふれるユニーク
なデザインで世界中のファンを魅了し続けています。
出店企業：ディーゼルジャパン株式会社
ＵＲＬ：http://www.diesel.co.jp/

大
分
初

アウトドア

9．mont-bell
（モンベル）
“Function is Beauty”“Light & Fast”をコンセプトに商品開発を行うアウトドア
メーカー『モンベル』の直営店。
登山をはじめとするアウトドアアクティビティはもちろん、トラベルや日々の生活を
快適にするウェアやギアを多数ラインアップ。様々なフィールドを楽しむ経験豊富な
スタッフが、みなさまのアウトドアライフをサポートします！
出店企業：株式会社モンベル
ＵＲＬ：http://www.montbell.jp/
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大
分
初

レディス＆メンズファッション
ライフスタイル雑貨

10．BAYFLOW
（ベイフロー）
BAYFLOW（ベイフロー）は西海岸テイストに都会的なエッセンスをプラスしたライフ
スタイルブランドです。
大人の女性・男性に向けた「上質なデイリーカジュアルウェア＋生活雑貨」を展開。
健康的でスタイリッシュなライフスタイル。それが、BAYFLOWが提案するシアワセの
かたちです。
出店企業：株式会社トリニティーアーツ
ＵＲＬ：http://www.bayflow.jp/

大
分
初

11．UNITED ARROWS green label relaxing

レディス＆メンズ＆キッズ
ファッション

（ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング）
訪れるたびに新しい発見があって心が豊かになる「モノ」「コト」、を提案する服と雑貨
のブランド。自分らしいスタイルにほどよいトレンド感がいろどりを添え、心地よい毎日
を過ごしてもらいたい。さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットした自分らしい
何かがみつかる「Be happy」をコンセプトにしたショップです
出店企業：株式会社ユナイテッドアローズ
ＵＲＬ：http://www.green-label-relaxing.jp/

大
分
初

12．URBAN RESEARCH DOORS

レディス＆メンズ
ファッション

（アーバンリサーチ ドアーズ）
"今の暮らしをここちよく"。URBAN RESEARCH DOORSは「環境と心地良い暮らし」をテーマに
飽きのこないデザインと高品質でロングライフなアイテムを多数展開。
ウェアに始まり、食品や器、ライブラリーの併設など暮らしに彩りを添えるアイデアを幅広
くご紹介するライフスタイル提案型セレクト ショップです。
出店企業：株式会社アーバンリサーチ
ＵＲＬ：http://www.urdoors.com/

大
分
初

レディス＆メンズ
ファッション

13．SQUOVAL
（スクオーバル）
スクオーバルは、メンズ、レディースアイテムを取り揃える複合型セレクトショップ。
ブランドコンセプトは“THE. WHOLE TRADITIONAL（世界のトラッド）”。普遍的価値の
ある「名品」を世界中からセレクトするとともに、コストパフォーマンスに優れた、こ
だわりのオリジナル商品を提案致します。
出店企業：株式会社ポイント
ＵＲＬ：http://www.point.jp/squoval/

大
分
初

レディス＆メンズ
ファッション

14．OPAQUE．CLIP
（オペークドットクリップ）
Beautiful Life and style
生活を美しく楽しむ女性に向けたライフスタイルストア。アパレルだけでなく、靴、
バッグ、生活を彩る感度の高いライフグッズを展開します。
女性が今、一番手に入れたいスタイルやモノ、コトを提案するストアです。
出店企業：株式会社ワールド
ＵＲＬ：http://www.world.co.jp/opaqueclip/
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大
分
初

インテリア

15．unico
（ウニコ）
“unico”とは、イタリア語で「たったひとつの」「大切な」「ユニークな」などの意味
を持つことば。どこの場所にも似ていない、自分が自分らしくいられる心地よい空間づく
りをコンセプトに、オリジナルの家具やカーテン、ベッドリネン、国内外からセレクトし
た雑貨をラインナップ。どれも使い込むほど愛着の湧くものばかりです。
出店企業：株式会社ミサワ
ＵＲＬ：http://unico-lifestyle.com/

大
分
初

レディス＆メンズ
ファッション

16．WEGO
（ウィゴー）
WEGO（ウィゴー）は、東京・原宿のストリートから発信されるスタイルをメインに、
幅広いテイストを網羅するオリジナル、さらに個性的なユーズドをMIXし、“半歩
先”の最新トレンドを提案します。

出店企業：株式会社ウィゴー
ＵＲＬ：http://www.wego.co.jp/

大
分
初

キャラクター雑貨

17．ポケモンストア
「ポケモンストア」のコンセプトは、「ポケモンカジュアルショップ」。
ポケモンのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」が取り揃える
２，５００種以上のアイテムの中から、「ポケモンカジュアルショップ」
のコンセプトのもと、品揃えを再編集した小型店舗です。
また、大分県限定のオリジナル商品も展開いたします。
出店企業：株式会社ポケモン
ＵＲＬ：http://www.pokemon.co.jp/

大
分
初

レディス＆メンズ
ファッション

18．SUIT SELECT
（スーツセレクト）
“リアルスーツ”をコンセプトにアートディレクターの佐藤可士和氏監修のもと、ツープ
ライス業態として国内外に展開しているスーツセレクトが大分県第1号店を新大分駅ビル
にオープンいたします。
「選ぶ・着る・楽しむ」をコンセプトに進化した仕事服「リアルスーツ」を提案する
ショップです。
出店企業：株式会社フタタ
ＵＲＬ：http://www.suit-select.com/

※「大分初」とは、大分県下において初めて出店する店舗です。
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