
  

 

平成 21 年 10 月 22 日 

博多ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ株式会社 

九州旅客鉄道株式会社 

   

 

 

 

 

 

新生「博多デイトス」の１２７のテナントで 

ＳＵＧＯＣＡ電子ﾏﾈｰがご利用いただけるようになります。

 

 博多ターミナルビル株式会社（代表取締役社長：速水 昭正 、以下、博多ターミナルビル）及

び九州旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：唐池 恒二、以下、ＪＲ九州）は、お客様の利便性向

上を図るため、ＪＲ九州のＳＵＧＯＣＡ電子マネーによるショッピングサービスをご利用いただけ

るよう、協議を進めてまいりましたが、この度 10 月 23 日に全館リニューアルオープンいたします

『博多デイトス』の１２７のテナントでＳＵＧＯＣＡ電子マネーを導入することとなりましたので、

お知らせいたします。 

 

 

１．導入日      

平成２１年１０月２３日(金) 

 

 

２．導入店舗 

 別紙参照 

 

 

３．その他 

◇ＳＵＧＯＣＡ端末機にＳＵＧＯＣＡをタッチするだけで、現金を使わず簡単・スピーディー

にお支払いができます 

 
 
 



２階「博多めん街道」

店舗名 会社名 業種 本社 プロフィール

201 ＮＥＷ 優乃華のやきそば屋
有限会社アールケイ

フーズ
やきそば・
鉄板料理

福岡
もんじゃ・お好み焼で培った秘伝のソース焼きそばをメイ
ンに優乃華でしか食べられない博多焼きそば。

202 ＮＥＷ 九州初 木村屋 有限会社博水堂 ラーメン 福岡
食材にこだわったスープ。ギョーザ・チャーハンも自慢で
す。

203 ＲＥＮＥＷＡＬ 二葉亭 有限会社小林商店
ラーメン・
辛子たかな

福岡
珍しい太麺のちゃんぽんラーメンもお勧めですが、一番
のお勧めは二葉亭オリジナルの辛子高菜です。ご飯や
ラーメンに入れても絶品です。

204 ＮＥＷ そば処・弥五郎 そば処・弥五郎 そば・どんぶり 福岡
創業37年。2009年6月、めんたいワイド「絶対食べたい麺
料理部門」7位入賞。毎日打ち立ての自慢のそばです。

205 ＲＥＮＥＷＡＬ 洋麺屋ピエトロ 株式会社ピエトロ パスタ 福岡
選べるパスタ、こだわりのピザ、季節毎に旬な野菜を使っ
たメニューを提供しています。

206 ＮＥＷ 元祖博多だるま 株式会社ディアンドエッチ ラーメン 福岡

昭和38年より作り続けられる伝統の味、濃厚な豚骨スー
プと極細面の相性は抜群。店主自ら老舗醤油蔵元まで
行き、試行錯誤してつくり上げたオリジナル醤油は伝統
の味から革新の味へと進化、全国の著名人にも支持さ
れ続けています。

207 ＮＥＷ 博多めん処　峰松本家 株式会社峰松本家 うどん・蒲鉾 福岡

明治43年創業の老舗が創った新スタイルのうどん屋。今
までにない店舗で食べる当店自慢のオリジナル商品「ど
んめん」は、うどん屋に対するイメージがきっと変わりま
す。

208 ＮＥＷ 福岡初 皇上皇 有限会社李唐苑
ちゃんぽん・
皿うどん

長崎
長崎名物ちゃんぽん・皿うどんのお店です。自家製スー
プと吟味した食材を使いさっぱりとした味付けが特徴。

209 ＮＥＷ 博多新風 有限会社Ｄ・Ｃ・Ｔ ラーメン 福岡
｢博多に新しい風を｣と05年に開業して以来、行列のお
店。マー油を使ったトロッと濃厚な新風麺が人気です。

210 ＲＥＮＥＷＡＬ 大明担担麺 株式会社大明物産 四川麺類 福岡
本場中国の四川の味。一度食べたらやみつきになってし
まうコクと辛さの坦々麺がお勧めです。

211 ＮＥＷ 実演手打うどん杵屋 株式会社グルメ杵屋
うどん・
どんぶり

大阪
リーズナブルな価格と、打ちたての讃岐うどんを季節毎
の食材でお楽しみいただける実演手打ちうどん専門店。

212 ＮＥＷ 博多　一幸舎
株式会社ウインズ

ジャパン
ラーメン・餃子 福岡

豚骨本来の旨味を引き出した濃厚かつクリーミーなスー
プと、素材にこだわり作り上げた自家製の極細平打麺

１階「博多ほろよい通り」

店舗名 会社名 業種 本社 プロフィール

101 ＮＥＷ もつ鍋おおやま亭 株式会社ＬＡＶ もつ鍋 福岡
博多もつ鍋の四天王と呼ばれ、地元住民から絶大なる
人気を誇る『もつ鍋』の専門店です。

102 ＲＥＮＥＷＡＬ 竹乃屋 株式会社タケノ 居酒屋・定食 福岡
居酒屋定番の焼鳥などはもちろん、海鮮居酒屋ならでは
の、いけすからすくい上げた新鮮な刺身が自慢です。

103 ＮＥＷ 驛亭
JR九州フードサービス

株式会社
居酒屋・定食 福岡

気取らず、親しみやすく、たまり場のような、日常の店。
仕事帰りにさくっと飲むもよし、気の合う仲間とワイワイも
良し。アットホームな雰囲気のリーズナブル居酒屋が博
多駅に登場！！

104 ＮＥＷ 九州初 さかなや食堂　辰悦丸
博多ステーションフード

株式会社
居酒屋・定食 福岡

新鮮な海の幸　さかな屋だからできる　この味　この価格
メニューも充実し　朝から居酒屋やってます

105 ＮＥＷ 立ち呑み酒場よかたい
株式会社快適空間創造

研究所
居酒屋・定食 福岡

列車の時間待ち・お勤め帰りにいつでも立ち寄れる安心
価格の立ち飲み酒場です。おでん・焼き鳥・餃子ありま
す。

106 ＮＥＷ 九州初
日本再生酒場
もつやき処い志井

アトム株式会社 居酒屋・定食 福岡
立ち飲みブームの起点となった、もつやき処。昭和30年
代ごろの活気あふれる日本をもう一度、という思いから
生まれたお店です。

107 ＮＥＷ 海鮮・天ぷら　味のろくでん 有限会社ホロス 海鮮・天ぷら 福岡
海鮮丼や刺身、天ぷらを低価格で楽しんで頂けるよう、
仕入れには力を注いでいます。新鮮な魚貝類をご堪能
下さい。

108 ＲＥＮＥＷＡＬ 焼鳥司 くしえいと有限会社 居酒屋・定食 福岡
30年の実績と50種類の自家製串。自慢の味をご堪能くだ
さい！！

■博多デイトス　ＳＵＧＯＣＡ導入店舗
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１階「みやげもん市場」

店舗名 会社名 業種 本社 プロフィール

111 ＲＥＮＥＷＡＬ 壱岐の島 株式会社壱岐の島
酒類・明太子・
うに加工品

福岡

九州の地酒・焼酎をはじめ、酒肴のうに・からすみ・この
わたや、自社くんせい品からすみ・ふぐ・めんたい等揃え
ております。食の安全を心がけ、うに・ふぐ・めんたいは
主として国産を扱っております。

112 ＲＥＮＥＷＡＬ ひよ子本舗吉野堂 ２号店 株式会社ひよ子 菓子 福岡
ひよ子の形をした名菓ひよ子やひよ子サブレーなど素
材・製法にこだわり続けて、創業以来皆様に愛され続け
ています。

113 ＲＥＮＥＷＡＬ 明月堂Ⅱ号店 株式会社明月堂 菓子 福岡
博多ブランド名菓　傑作まんじゅう「博多通りもん」と博多
の歴史、文化、情緒ある博多西洋和菓子のお菓子販
売。

114 ＲＥＮＥＷＡＬ 筑紫菓匠　如水庵　２号店 株式会社如水庵 菓子 福岡
如水庵自慢の筑紫もちが、2009年モンドセレクションで2
年連続最高金賞を受賞いたしました。博多のお土産にも
お勧めの和菓子です。

115 ＲＥＮＥＷＡＬ 岩政 有限会社岩政
博多織り・久留米
絣・民工芸品

福岡
久留米絣や博多織・博多人形の専門店です。進化してい
く伝統工芸品をどうぞごゆっくりご堪能下さい。

116 ＮＥＷ 九州初 きらら
株式会社

ストーンマーケット
天然石・アクセサ
リー・土産

福岡
きらら　博多駅店限定の天然石置物、天然石アクセサ
リー、雑貨を数多く取り揃えております。

117 ＲＥＮＥＷＡＬ 久留米絣・博多織　そのや 有限会社そのや
博多織り・久留米
絣・民工芸品

福岡
久留米絣や反物で作られた洋服は、ｵｰﾙｼｰｽﾞﾝで着れて
季節ごとに組み合わせでおしゃれを楽しめます。一度着
たら離せません。

118 ＲＥＮＥＷＡＬ 福寿園　博多冨春園店 株式会社福寿園 銘茶 京都
創業２００年以上。日本伝統の｢茶の心｣を受け継ぎ、日
本文化のふる里、京都と融合するお店です。

119 ＲＥＮＥＷＡＬ 石村萬盛堂 株式会社石村萬盛堂 菓子 福岡
博多の歴史と共に歩んできた石村萬盛堂は素材にこだ
わった｢本物｣を常に追い求める和菓子の老舗。

120 ＲＥＮＥＷＡＬ めんたい工房　ふく富 株式会社ふく富
明太子・
加工食品

福岡
辛子明太子のギフト・お土産からご家庭用及びお惣菜に
いたるまでを豊富に取り揃えをいたしております。

121 ＲＥＮＥＷＡＬ 千鳥屋本家 有限会社千鳥屋本家 菓子 福岡
緑豊な自然に囲まれた飯塚工場で作られた元祖千鳥屋
商品は水にこだわり、シンプルで美味しいお菓子を、お
買い求め安い価格で提供しております。

122 ＲＥＮＥＷＡＬ 博多ラーメン市場 株式会社はねや ラーメン加工品 福岡
並ばないと食べられないラーメン屋のラーメンをはじめ、
博多ラーメンにかかせない辛子高菜もございます。

123 ＲＥＮＥＷＡＬ 竹八漬 株式会社竹八
魚介粕漬・
明太子加工品

佐賀
粕漬専門店として創業昭和7年から、伝統の製法を受け
継ぎこだわりの味を守り続けてきました。すけこの粕漬は
ここでしか味わえない逸品です。

124 ＮＥＷ
ワイン仕込辛子明太子

あき乃家
有限会社あき乃家

明太子・
加工食品

福岡
2種類のワインを含む16種類の食材で仕上げる「ワイン
仕込みからし明太子」専門店です。九州博多の中でもこ
こでしかない「個性派明太」の代表です。

125 ＲＥＮＥＷＡＬ 長谷川 株式会社壱岐の島
明太子・
うに加工品

福岡

長谷川のめんたいはじめ、博多辛子めんたいを各メー
カー揃えており、国産の新うには春夏から始め、一年をと
おして販売しております。食の安全を心がけめんたい・う
には主として国産を扱っております。

126 ＲＥＮＥＷＡＬ 博多うち川 株式会社博多うち川
明太子・
加工食品

福岡
創業より原料・製法にこだわり、めんたい作りに練磨し続
けるうち川。その味にきっとご満足いただけます。

127 ＲＥＮＥＷＡＬ
久原本家　椒房庵
クッチーナ茅乃舎

株式会社椒房庵
明太子・
加工食品

福岡

椒房庵からしめんたいこは、無着色で北海道産たらこを
使用し、卵本来のうまみと歯ごたえを生かした福岡でし
か買えない逸品です。茅乃舎だしは化学調味料・保存料
無添加仕上げで全国のお客様より支持を得ています。

128 ＲＥＮＥＷＡＬ スイート、ロマン藤田屋 有限会社藤田屋本家 菓子 長崎

「藤田屋の“長崎カステーラ”。“チェリー豆”。“さぼん漬”
は「島原名水百選の水」「長崎県下一の卵」「長崎さぼん
園のざぼんを使用し老舗として基本に忠実に作り上げま
した。

129 ＲＥＮＥＷＡＬ 菓舗うぐ島 有限会社菓舗うぐ島 菓子 福岡

菓舗うぐ島はカステラやかるかんを取り扱っており、中で
も博多織をイメージしたパッケージに包まれたバーム
クーヘン｢博多旅情｣は博多に来たお土産にピッタリのお
菓子です。

130 ＲＥＮＥＷＡＬ はかたや本舗 有限会社はかたや本舗 菓子 福岡
バニラやイチゴクリームの入ったミニバームクーヘン【博
多美人】をはじめ、西洋せんべいにきなこクリームをサン
ドした【博多織巻】など博多の情緒を感じさせる郷土銘菓

131 ＲＥＮＥＷＡＬ 丸芳露　北島 株式会社北島 菓子 佐賀

創業元禄９年、南蛮菓子マルボーロの製法に取り組んで
以来、洋菓子など幅広い品揃えにつとめてまいりました。
流行に左右されず、長い間お客様に可愛がっていただけ
る本格的な製品をつくりつづけることを最大の誇りとして
います。

132 ＲＥＮＥＷＡＬ 二○加せんぺい本舗　東雲堂 株式会社東雲堂 菓子 福岡
博多仁和加の半面を形どった｢にわかせんぺい｣は上質
な小麦粉と卵を使った風味で東雲堂で人気の商品です。
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133 ＲＥＮＥＷＡＬ 博多の女本舗二鶴堂 有限会社二鶴堂 菓子 福岡
博多で生まれ育った二鶴堂は、昭和２７年創業以来「伝
統」を守り続けた菓子舗です。

134 ＲＥＮＥＷＡＬ 筑紫菓匠　如水庵　１号店 株式会社如水庵 菓子 福岡
如水庵自慢の筑紫もちが、2009年モンドセレクションで2
年連続最高金賞を受賞いたしました。博多のお土産にも
お勧めの和菓子です。

135 ＲＥＮＥＷＡＬ 博多菓匠　左衛門 有限会社左衛門 菓子 福岡
昭和４年の創業以来、｢真心ひとつ、味ひとつ｣を合言葉
に、材料にこだわり、健康に良い手作りの味を継承しつ
つ、現代に合う和菓子をつくり続けています。

136 ＲＥＮＥＷＡＬ ひよ子本舗吉野堂　１号店 株式会社ひよ子 菓子 福岡
ひよ子の形をした名菓ひよ子やひよ子サブレーなど素
材・製法にこだわり続けて、創業以来皆様に愛され続け
ています。

137 ＲＥＮＥＷＡＬ 明月堂 Ⅰ号店 株式会社明月堂 菓子 福岡
博多ブランド名菓　傑作まんじゅう「博多通りもん」と博多
の歴史、文化、情緒ある博多西洋和菓子のお菓子販
売。

138 ＮＥＷ ベティママ 風月フーズ株式会社
シュークリーム・
ロールケーキ

福岡
オーダー後フレッシュなクリームを詰めるシュークリーム
と手作りロールケーキのお店です。

139 ＲＥＮＥＷＡＬ タピオカ専門店クィクリー 有限会社クィクリー博多
テイクアウト
ドリンク

福岡

本場台湾から天然素材の無添加のタピオカを使用し、も
ちもち感をそのまま提供しています。またミルクティー以
外にも他ではなかなか見られない豆乳、美容酢など豊富
なドリンクを取り揃えています。

１階「デイトスストリート」

店舗名 会社名 業種 本社 プロフィール

151 ＲＥＮＥＷＡＬ ミスタードーナツ
株式会社極東フーズ
コーポレーション

ドーナツ・カフェ 福岡
40種類以上の手づくりドーナツや、飲茶などの多彩なメ
ニューでおいしさとくつろぎの時間を提供します。

152 ＮＥＷ 九州初 上島珈琲店
博多ステーションフード

株式会社
カフェ 福岡

失われつつある日本の喫茶文化を大切にした、懐かしく
温かで、しかしかつて何処にもなかった珈琲店

153 ＲＥＮＥＷＡＬ バンテルン 風月フーズ株式会社 パン 福岡
昭和59年に博多駅コンコースにオープンしたバンテルン
が帰ってきました。

154 ＲＥＮＥＷＡＬ コクミンドラッグ　博多ヘルシー店 株式会社コクミン
ドラッグ・コスメ・
ヘルシーフード

福岡
医薬品、健康食品、化粧品、日用品と豊富に品揃えして
おります。又話題の商品TVCM品も充実の品揃え！

155 ＮＥＷ ｐｏｌｃａｄｏｔ 有限会社スニッグ 服飾雑貨 福岡
オリジナルの帽子を中心に国内外からよりすぐったアイ
テムを取り揃え、あなたに似合うスタイルを提案します。

156 ＲＥＮＥＷＡＬ ＩＴＳ’ＤＥＭＯ 株式会社ＩＴＳ’ＤＥＭＯ 生活雑貨 東京
日常のスタイルＵＰがコンセプトに、毎日の生活が新鮮で
楽しく思えるモノがたくさん集まったファッションバラエ
ティーセレクトショップ。

157 ＮＥＷ ＬＵＳＨ 株式会社ラッシュジャパン 自然派化粧品 東京
新鮮なフルーツやベジタブルを使い、安全性の高い商品
をリーズナブルな価格で提供しています。

158 ＲＥＮＥＷＡＬ サリア 株式会社レディスハトヤ 婦人服 福岡
コンセプトは「スタイリッシュ＆ラグジュアリー」シャープな
シルエットにキュートなディテールで大人のスタイリングを
提案します。

159 ＲＥＮＥＷＡＬ ｍａｒｂｌｅｉｎｋ 株式会社三愛 婦人服 東京
ベーシックでかわいいフェミニンな日常着を中心に、お客
様の個性に合わせたコーディネイトを提案しています。

160 ＲＥＮＥＷＡＬ
ランジェリーショップ
ジュネワコー

有限会社オーイケ和光 ランジェリー 福岡

フィッティングアドバイスを重視し、専門店ブランドを中心
とした品揃えで幅広い客層の方に対応できるよう心が
け、季節に合った商品でライフスタイルを提案しておりま
す。

161 ＲＥＮＥＷＡＬ BAYBROOK Cure 株式会社ベイブルック 婦人服 熊本
ワードローブにキュートさと、トレンドのエッセンスを加え、
大人のお遊び心香るコーディネートを提案します。

162 ＲＥＮＥＷＡＬ ＨａｎｋｙＰａｎｋｙ フカヤ株式会社 婦人服 福岡
カジュアルな日常着からフェミニンなアイテムまで、トレン
ドを取り込み、日々のオシャレを楽しく提案します。

163 ＲＥＮＥＷＡＬ ＲｏｎｎｉｅＳｃｏｔｔ’ｓ フカヤ株式会社 婦人服 福岡
イギリス物を主としたヨーロッパデザイナーズ、made in
NYからドメスティックブランドまで様々なアイテムを提案。

164 ＮＥＷ Ｌａｔｔｉｃｅ 株式会社パル
アクセサリー・
服飾雑貨

大阪
毎日洋服を変える様に、アクセサリーもその日の気分で
楽しんでいただけるようアクセサリーは315円というリー
ズナブルな価格で提供しております。

165 ＮＥＷ 九州初 ＦＲＡＧＲＡＮＣＥ Ｐａｆｌｅｕｒ 株式会社ぼたんや
フレグランス・
雑貨

福岡
テイスティングOK！しかも、お買得！専門スタッフと豊富
な品揃えで、貴方の香りがきっと見つかる香水専門店で
す。
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166 ＮＥＷ ユニクロ ＪＲ九州リテール株式会社 婦人服・紳士服 福岡
新デザインの『黒ユニクロ』は、人気の季節商品を中心に
ビジネスやトラベルシーンにも便利な品揃え。ぜひご利
用ください。

167 ＮＥＷ 九州初 MUJI com 株式会社良品計画 生活雑貨 東京
無印良品の中から旅・移動・ビジネス・学習・遊びに役立
つアイテムをぎゅっと凝縮した厳選ショップです。

168 ＮＥＷ 九州初 ＴＯＤＡＹＬＵＸＥ
有限会社ムラ・クリエイ

ティブハウス
アクセサリー 東京

トレンド商品をはじめ、女性のライフスタイルに合わせて
豊富なアイテムを取り揃えた、アクセサリーショップです。

170 ＲＥＮＥＷＡＬ カメラのキタムラ 株式会社キタムラ カメラ・ＤＰＥ 高知
どこよりも低価格を目指したデジタルカメラの販売や、最
先端の写真サービスを次々に提供します。

ＲＥＮＥＷＡＬ デイトスサービスカウンター
博多ターミナルビル

株式会社
チケット等の販売 福岡

地下１階「あじわいすとりーと」

店舗名 会社名 業種 本社 プロフィール

001 ＮＥＷ 九州初 博多三昧　まるとく食堂 極東物産株式会社 定食・居酒屋 福岡
魚を中心とした定食と夜は酒のあてにぴったりな一品料
理をご用意。博多のうまかもんをまっすぐにお届けしま
す。

002 ＲＥＮＥＷＡＬ まるうま
JR九州フードサービス

株式会社
ラーメン・天丼 福岡

豚骨と野菜をじっくり煮込んだ味わい深いスープの白と、
特製辛味噌で四川風なピリ辛でコクのある赤。

003 ＲＥＮＥＷＡＬ 玄海地魚　にぎりや六伝 有限会社ホロス 寿司 福岡
ランチタイムは連日１００人以上が訪れる人気のお店。
新鮮な魚を低価格で提供しています。

004 ＲＥＮＥＷＡＬ 印度カレー 有限会社島添 カレー 福岡
他店にはない野菜カレー・当店発祥のインディアンカ
レー、素材にこだわるメニューを揃えて、お待ちしており
ます。

005 ＲＥＮＥＷＡＬ ｃａｆｅ　ｄｅ　ｖｅｎｔ　ｖｅｒｔ 有限会社ヴァンヴェール カフェ 福岡
独製プロバッドで自家焙煎した珈琲を真心を込め、一杯
ずつ炒れています。自家製ケーキやデザートも自慢の逸
品です。

006 ＲＥＮＥＷＡＬ 八仙閣 株式会社八仙閣 中華料理 福岡
単品からコース料理まで幅広い取り揃えで、お一人様で
もご家族とでも気軽に立ち寄れる中華料理店です。

007 ＮＥＷ 九州初 グラタン・ドリアのグランタン 有限会社菊竹珈琲堂 グラタン・ドリア 福岡
最高の食材を使い、手間とひまをかけてホワイトソースを
作ります。専門店ならではの味をお試しください

008 ＲＥＮＥＷＡＬ 海鮮料理　まぐろ屋 有限会社左衛門 まぐろ・海鮮料理 福岡
しょう油ベースの自家製丼ぶりのタレがからまった新鮮で
おいしい中とろ丼は必食の味です。

009 ＲＥＮＥＷＡＬ 因幡うどん 有限会社因幡うどん うどん・定食 福岡

創業以来変わらない味で親しまれた博多うどんの有名
店。天然素材をふんだんに使い濃縮ダシやダシパックを
使わず丁寧にとった「だし」と十分に熟成させふっくらとし
たうどん

010 ＲＥＮＥＷＡＬ 博多鯛めしと日本料理　石蔵 株式会社いしくら
鯛めし・
日本料理

福岡
荒波に揉まれたタイのあら身で出汁をとり、丁寧に白米
から炊き上げる石蔵の鯛めし。ごゆっくりお楽しみ下さ
い。

011 ＲＥＮＥＷＡＬ そば茶屋　文六 有限会社十字屋 そば・定食 福岡
12代目の丼セットでお腹いっぱいになるのもよか。日本
酒とざるそばで粋な晩酌もよかよ。

012 ＲＥＮＥＷＡＬ ステーキサロン・アンガス 前園幸作
ステーキ・
ハンバーグ

福岡
安全で上質なお肉とリーズナブルなお値段で提供。ド
レッシングなどのソース類は全部手作り。本店でしか味
わえない博多の味を御賞味ください。

013 ＮＥＷ サンマルクカフェ 株式会社サンマルクカフェ ベーカリーカフェ 岡山
一杯立てのコーヒーと手作りの焼き立てパンが自慢のサ
ンマルクカフェ。手作りサンドイッチもご用意しています。

014 ＲＥＮＥＷＡＬ てんぷら割烹　かじ天 株式会社かじ 天ぷら 福岡
創業33年、博多駅新幹線開通の年に開店した、日本料
理店。揚げたての天ぷらと玄界灘の刺身をご堪能下さ
い。

015 ＮＥＷ 福岡初 陶板焼き　ハンバーグ俵屋
日本レストランシステム株

式会社
ハンバーグ 東京

俵型のハンバーグを陶板でアツアツで提供する陶板焼き
ハンバーグのお店。

016 ＲＥＮＥＷＡＬ とんかつ浜勝 株式会社リンガーハット とんかつ 福岡
国産ハーブブタを使用したお肉は、ジューシーで柔らか
な肉質とあっさりした旨味が味わえる浜勝こだわりの逸
品です。

017 ＮＥＷ イタリア料理カプリチョーザ 株式会社VIM パスタ・ピザ 福岡
行列のイタメシ屋で人気のカプリチョーザが、手作りの美
味しさ、ボリューム感はそのままにナポリピッツァやワイ
ンと相性抜群のメニューをラインナップしました！

4



018 ＮＥＷ ＭＩＬＫ 綱田　尚貴 クレープ 福岡
１つ１つていねいに完全手作りで製造しているクレープの
お店

019 ＮＥＷ Cａｆｅ　Xando　Sweet　Labo　 ㈱アルバコーポレーション ワッフル 福岡
ふわふわオムレット・かわいいジュエリータルト、彩りいっ
ぱい、味もいっぱい、わくわくスイーツ専門店。

地下１階「ライフスタイルストリート」

店舗名 会社名 業種 本社 プロフィール

031 ＮＥＷ ｎｉｋｏ　ａｎｄ．．． 株式会社トリニティアーツ
生活雑貨・婦人

服
東京

Ｃｏｏｌ＆ＳｉｏｗＬｉｆｅをコンセプトにナチュラル服、インテリア
雑貨、小物を取り揃えたブランドショップです。

032 ＮＥＷ green　parks　topic 株式会社クロスカンパニー 婦人服 岡山
トレンド性の高い国内レディースカジュアルブランド、国
内外のグッズ(シューズ、バッグ、アクセサリー)のセレクト
ショップです。

033 ＮＥＷ ＳＭ２　keittio 株式会社キャン 婦人服 東京
ココロの豊かさを求める女性たちに向けてぬくもりが感じ
られる着心地のよい商品が取り揃えられています。

034 ＮＥＷ LEPSIM LOWRYS FARM 株式会社ポイント 婦人服 東京
”ピュアナチュラル”ナチュラルカラーをベースにベー
シュックで使いやすいシンプルなアイテムを取り揃えたお
店です。

035 ＮＥＷ ＤＨＣ直営店 株式会社ディエイチシー
コスメ・
健康食品

東京

通信販売でおなじみDHCから、NEW　SHOPがオープン。
Cuteな店内には、「キレイ」と「元気」アイテムがいっぱ
い。ウキウキ・ワクワク♪きっと「楽しい」が見つかるは
ず！

036 ＮＥＷ ＴＨＥ　ＥＭＰＯＲＩＵＭ 株式会社ワールド
婦人服・
服飾雑貨

兵庫
ウェアから服飾・生活雑貨、アクセサリーに至るまで旬の
商材を値ごろ感のある価格で提案しているお店です。

037 ＮＥＷ ベルタ・デ・ビアンカ 株式会社ミヤコ 婦人服 福岡

今の自分よりももう少しかっこよく…エレガントに・・・そん
な女性の思いを実現できるような、「今着たい」トレンドの
アイテムを着まわしのきくベーシックアイテムをバランス
よく品揃えしております。仕事に遊びに、新しい服＝新し
い自分、との出会いの場を応援します。

038 ＮＥＷ ａｍｏ 株式会社アルタモーダ アクセサリー 大阪
様々な場面で使えるトレンドのアクセサリーや小物が
揃ってます。

039 ＮＥＷ ＪＥＷＥＬ
有限会社プリーズファクト

リー
ファンシー雑貨 福岡

流行アイテム～定番アイテムを厳選して揃えてあります。
あなたのお気に入りがきっとみつかるはず！

040 ＮＥＷ OWNDAYS 株式会社オンデーズ メガネ 東京
ファッションの一部としてお使いいただけるオシャレメガネ
からレンズ込で5,250円のリーズナブルなメガネまで幅広
い取り揃えのロープライスメガネ専門店。

041 ＮＥＷ Sｏｕｖｅｎｉｒ 株式会社スコルピオ 服飾雑貨 福岡
フランス語で“想い出”という意味のお店で、フレンチテイ
ストなアクセサリーや小物でいっぱいの店内です。

042 ＮＥＷ ｔｕｔｕａｎｎａ＊ 株式会社チュチュアンナ
靴下・インナー
ウェア

大阪
１０代から２０代女性向けの靴下・インナーウェアファッ
ションをリーズナブルな価格で提供しております。

043 ＮＥＷ ａｎｄ　ｆｏｒｅｖｅｒ 株式会社ナイスクラップ 婦人服 東京
「おしゃれに楽しむ日常着｣女の子が気軽にトレンドを楽
しめて自分を表現できる服をシンプルかつリーズナブル
に提案しています。

044 ＮＥＷ ｌａ　Bａｌａ 株式会社三陽商会 婦人服 東京
かわいらしさとトレンドに敏感なかっこ良さを合わせ持
つ、「今」の女の子をイメージしたプリティカジュアルブラ
ンド。

045 ＮＥＷ ＩＮＧＮＩ 株式会社イング 婦人服 兵庫
シルエットの美しさや、大人っぽいデザインで定評のある
ＩＮＧＮＩ。カジュアルから大人向きの商品まで幅広いオ
シャレを提供しています。

046 ＲＥＮＥＷＡＬ シティコンタクト
株式会社シティコンタクト

博多
コンタクト・メガネ 福岡

駅ビル内で平日19：30まで受付OK。お仕事などでお忙し
い方も便利にご利用いただけます。充実の品揃えと笑顔
の接客でスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちして
おります。

048 ＮＥＷ UCC　CAFÉ　Ｃｏｍｆｏｒｔ
ユーシーシーフードサービ
スシステムズ株式会社

カフェ 兵庫
コーヒーとベストマッチなスイーツやフードをお洒落の空
間で、上質なプロのサービスでおもてなしいたします。

049 ＮＥＷ 九州初 ＬｏｈａｓＶｉｃｔｏｒｉａｓ 株式会社ＭＡＪＡ ヒーリングッズ 東京
話題のオーラ撮影であなたに必要なパワーストーンをア
ドバイス。天然・自然にこだわったロハス商品も充実。

050 ＲＥＮＥＷＡＬ Abiｅｎｔｏｔ 合資会社みのや 婦人服 福岡
リーズナブルな価格で、大人カジュアル服からレセプショ
ン対応服まで幅広いコーディネートを楽しめます。

051 ＲＥＮＥＷＡＬ SHOES H・A・N・A・B・I・S・H・I 株式会社華菱 靴 福岡
エレガントからカジュアルまでセレクトされた商品を取りそ
ろえています。また、当店オリジナル商品もあります。
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052 ＮＥＷ ＯＺＺ　ＯＮＥＳＴＥ
株式会社オッズオン

ジャパン
婦人服 東京

和柄やアジアン・エスニック、可憐でいてエレガント。洗練
された大人の女性をより一層魅力的に映し出します。

053 ＲＥＮＥＷＡＬ ｐｌａｔｉｎｏ　ｒｏｓａ
セキミキ・グループ
株式会社

婦人服 福岡
トレンドを取り入れながらも、自分らしくありたい女性へ向
けたスタイリングショップ。

054 ＮＥＷ 九州初 トランジット・ラウンジ 株式会社東京デリカ バッグ 東京

｢日々、旅である｣をテーマに旬なブランドとコラボレートし
ています。旬なアイテムの品々を幅広く取り揃えたバッ
グ、雑貨SHOP「欲しい物が見つかる」　九州初上陸
SHOP

055 ＮＥＷ ＣＯＣＯ＿ＤＥＡＬ アイア株式会社 婦人服 東京
リアルトレンドとベーシックのミックスコーディネートで、可
愛いだけじゃないエッジの効いたスタイリングを提案しま
す。

056 ＲＥＮＥＷＡＬ オパール博多 株式会社丸よし オパール 福岡
オリジナルデザインで作る1億年の時をへた神秘の輝き
をあなたに

057 ＲＥＮＥＷＡＬ あしながおじさん 株式会社クリエイト 紳士服 福岡
博多の紳士の皆様にヨーロッパテイストのファッションを
お届して４５年。ネクタイ、シャツを中心に大人のおしゃれ
を演出します。

058 ＲＥＮＥＷＡＬ クリーニングの洗光舎 有限会社洗光舎 クリーニング 福岡
一般衣類はもちろん、洋服のリフォームから、毛皮・革製
品・和服・布団類・毛布・ジュータン等のクリーニングをし
ております。

059 ＲＥＮＥＷＡＬ 占い五大院 有限会社五大館 易占い 福岡 何でも相談解決処。

060 ＲＥＮＥＷＡＬ 香鳥屋 合名会社香鳥屋 バッグ・小物 京都

ハンドバック専門店。トレンドに流されない、いつまでもご
愛用いただける商品作りにこだわり、メンズからレディー
スまでそれぞれのスタイルに合わせて、軽くて丈夫な商
品を取り揃えてます。

061 ＮＥＷ 九州初 LINK　IT　ALL ㈱エル・ターミナル 婦人服 東京
LINK IT ALLは通勤スタイルと休日のファッションをリーズ
ナブルな価格でご提供させていただきます。

062 ＲＥＮＥＷＡＬ サンデーシューズ 株式会社タンデム 靴 福岡
パンプス、カジュアル等　幅広く取り揃え、旬の商品を
リーズナブルな価格で提供させていただく、お客さまに
とってうれしいお店です。

063 ＮＥＷ ＣＯＳＴＡ　ＣＯＵＲＴ 株式会社ビスク 生活雑貨 福岡

幅広い年代の女性が普遍的に可愛いと思う、どこか懐か
しいフレンチカントリースタイル。可愛くて懐かしい、“日
常を”テーマに生活雑貨を取り揃えノスタルジックな風を
感じさせるショップです。

064 ＲＥＮＥＷＡＬ コクミンドラッグ 株式会社コクミン
ドラッグ・コスメ・
生活雑貨

福岡
朝7時から夜10時まで開いています。急な体調不良時に
もスタッフが親切、丁寧に接客いたします。お気軽に相談
してください。

065 ＮＥＷ メトロ書店 川崎興産株式会社 書籍 長崎
大型店にない楽しさ。小さなお店ですが、各ジャンルベス
ト100が揃っているのでパッと見てすぐ買えます！

067 ＲＥＮＥＷＡＬ ＳＯＨＯ 株式会社ノア・カワバタ
ステーショナ
リー・オフィス
用品

福岡
1つの小さな文房具から。もっとストレスフリーに、もっと
自分らしく。SOHOは働くあなたを応援します。

068 ＮＥＷ ラ・クラース ＪＲ九州リテール株式会社 コスメ・雑貨 福岡
お客様ひとりひとりの『自分らしい美しさ』を発見しお客様
の『憧れの自分』をプロデュースする、カウンセリングコス
メショップです。

069 ＮＥＷ 九州初 ＳｐａＱｕｅｅｎｓｗａｙ 株式会社ラジャ
英国式リフレクソ

ロジー
東京

心地よいヒーリング音楽、身体に優しいアロマの香りの
夢見心地の極上空間で最高のリラクゼーションを提供

070 ＲＥＮＥＷＡＬ 靴修理と合鍵の店リペアランド 株式会社エルゼ 合鍵・靴修理 福岡
大切な靴やバッグの修理、合鍵の製作をスピーディに、
バリュープライスで提供させていただきます。

071 ＲＥＮＥＷＡＬ 占い博多の母 北条　愛耶子 占い 福岡
数多くの相談を受けてきた「博多の母」あなたの悩みを
しっかり受け止め心をしっかりと抱きしめハートある鑑定
は信頼も絶大！！
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