
JR博多シティ 2016年度 概況報告

5年連続最高売上高の更新と
過去最高入館者数を記録！

ＪＲ博多シティの2016年度の営業業績ならびに営業概況をご報告いたします。

JR博多シティ News Release

報道関係各位

2017年4月10日

１．売上高

ＪＲ博多シティ 売上高：1061億円（前年比 約102.5%）

※既存6施設合計 売上高：1037億円（前年比約100.2%）

＜施設内訳＞

①アミュプラザ博多 売上高：３８9億円（前年比 101.7％）

【概況】
JR博多駅前広場、JR九州ホールを活用した集客イベントやKITTE博多・博多マルイ開業に伴う博多駅
エリア集客力向上が追い風となり、開業以来5年連続最高売上高を更新。ハウスカード「JQカード」
を中心とした顧客施策が奏功した物販（衣料品、雑貨）や、ヒット作に恵まれた映画館が売上を牽引。
インバウンドも引き続き好調（免税売上前年比100.1%）。3月リニューアル店舗計18店舗は前年区画
比116%と好調にスタート。繊研新聞社ディベロッパー大賞 敢闘賞を6年連続受賞。
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開業6年間（2011年度～2016年度）の売上推移

KITTE博多・博多マルイを迎え、商業集積が充実した博多駅エリアで、既存施設計でも前年売上高
を超える営業実績を記録しました。さらに昨年4月末に開業したJRJP博多ビルも予想を上回る売上
を記録し、好調でした。

※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
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＜施設内訳＞

②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

【概況】
アミュエスト（前年対比96.7%）・博多デイトス（前年対比92.9%）・デイトスアネックス（前年対
比95.8%） ・コンコース（前年対比96.1%）は、熊本地震による一時的な観光客減、KITTE開業の影
響等で前年割れ。アミュエスト3周年に伴う2、3月リニューアル店舗15店舗は前年区画比119％と好
調にスタート。デイトスの飲食フロアでは、8年ぶりに10店舗のリニューアルを実施（4月オープン）

③JRJP博多ビル 売上高：24億円（計画比 約132.0％）

【概況】
開業以来、飲食店は予算計画比2ケタ増と好調な数値。駅から三百歩横丁は、夜になると平日は周辺の
ビジネスパーソン、休日は観光客で賑わいを見せており連日満席で、年間通じて堅調な売上を記録。
1F、2F店舗については、開業時の大きなメディア露出による新規客獲得と、営業日数の経過とともに
周辺エリアの顧客を順調に獲得し売上好調。

④博多阪急 売上高：444億円（前年比 約101.3％）

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開業以来初
の7000万人を突破いたしました。

入館者数計：約7055万人（前年比約104.5%）

＜施設内訳＞
・アミュプラザ博多・博多阪急 約5147万人（前年比 106.1%）

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 約１9０8万人（前年比 101.7％）
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】
KITTE博多・博多マルイ開業による相乗効果、インバウンド効果に加え、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集客イベントの実施と話題性ある広告展開が奏功。また、博多駅エリ
ア全体の集客力向上を目指し、夏のバーゲンや初売りの一斉スタートなど、周辺商業施設との合同企画
を実施。メディアでも大きく取り上げられ集客に寄与。

売上高：204億円（前年比 95.1％）

HOOTERS in JR博多シティ 博多駅周辺施設合同初売り告知「五郎丸 歩」さんの起用 「ベッキー」さんの起用

※2016年4月27日（水）～2017年3月31日（金）実績

※デイトスアネックス・コンコース・JRJP博多ビルを除く



 
①G7 おもてなしフェスタ ②ASO SUMMER CAMP in AMU KOKURA 

 

③クリスマスマーケット 

平成 29年 4月 11日 

小倉ターミナルビル株式会社 

（アミュプラザ小倉） 

平成 28年度営業概況について 
 

小倉ターミナルビル株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：馬場義文）の運営する商業施

設アミュプラザ小倉の平成 28年度（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日）営業概況についてお知ら

せ致します。 

 平成 28年度は、カード会員の獲得強化による売上拡大、ＴＧＣ北九州 2016とのコラボ企画やＪＡＭ広

場でのイベントにより積極的に情報発信に取り組みましたが、飲食フロアリニューアル効果の一巡や地下

１階の全面リニューアルに伴う改装休等により、全館売上は 98.1％と前年を下回りました。 

 

記 

 

１．平成 28年度営業概況 

（1）全館売上高・入館お客さま数 

全館売上高  ：120億円（前年比 98.1％） 

構成比（衣料／42％、身回り／12％、雑貨／21％、食品・土産／13％、飲食／10％、その他／2％） 

入館お客さま数：1,360万人（前年比 99.1％） 

（2）好調テナント 

    衣料・雑貨：アーバンリサーチドアーズ、ベイブルックセレクション、ステューシー、 

フランフラン、ジンズ 

    飲食・食品：廻転寿司平四郎、天神ホルモン、星乃珈琲店、ゴディバ 

（3）カード会員 

  アミュカード（現金ポイント）：有効会員数約 57千人（前年比▲約 1.8千人） 

    ＪＱカード（クレジット）   ：有効会員数約 24千人（前年比＋約 3.3千人） 

（4）イベント 

    ① Ｇ７おもてなしＦＥＳＴＡ 

     期間：平成 28年 4月 22日（金）～5月 2日（月） 

     内容：Ｇ７北九州エネルギー大臣会合の開催のＰＲ認知促進を目的に北九州市との共催で 

イベントを開催。 

   ② ASO SUMMER CAMP in AMU KOKURA 

        期間：平成 28年 8月 24日（水）～28日（日） 

     内容：4月に発生した熊本地震の復興支援イベントを開催し、義捐金 16万円を寄付した。 

   ③ 小倉クリスマスマーケット 2016 

     期間：平成 28年 12月 19日（月）～25日（日） 

     内容：北九州市との共催で実施し、クリスマスシーズンの賑わい創りに寄与した。 

 

 

 

 

 

  

 



 

２．平成 29年度上期のリニューアルについて 

  暮らしにさらなる彩りを加える、毎日使える、毎日役立つ、便利で楽しいマーケットとして、 

  アミュプラザ小倉の地下１階、１階の２フロアが、「ＡＭＵ ＫＩＴＣＨＥＮ（アミュキッチン）」 

  として生まれ変わります。 

  ① 第１弾 地下１階 

    開業日：平成 29年 4月 25日（火）10：00～ 

概 要：毎日立ち寄れて、毎日役立つ、便利で元気な駅ナカ市場をコンセプトにした、デイリー 

フードマーケット。 

店舗数：合計 9店舗（売場面積約 2,000㎡）新規 5/改装 4（北九州初・新業態 2、イートイン併設 3） 

 種別 店舗名 業態 会社名 
イート 

イン 

1 新規 北九州初 峠の玄氣屋 玄米おむすび 玄氣屋本舗㈱ ○ 

2 新規  阪急ベーカリー 100円ベーカリー ㈱阪急 B&Cプランニング  

3 新規  キャンドゥ 100円ショップ ㈱キャンドゥ  

4 新規 新業態 ヴィエント&テーブル 洋惣菜 ㈱丸ふじ  

5 新規  北九州駅弁当 かしわうどん/弁当 北九州駅弁当㈱ ○ 

6 改装  レッドキャベツ スーパーマーケット ㈱レッドキャベツ  

7 改装  ココカラファイン ドラッグストア ㈱ココカラファインヘルスケア  

8 改装  クックチャム 惣菜/弁当 ㈱クックチャムプラスシー  

9 改装 新業態 ミートデリカ静 ミートデリカ シズカコーポレーション㈱ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 第２弾 １階 

     開業日：平成 29年 7月中旬予定 

     概 要： いつでも使える、いつでも楽しい、毎日の帰り道をコンセプトにした、カフェ、 

和洋スイーツを中心としたパーソナルギフトフロア。 

    店舗数：合計 20店舗（売場面積約 1,000㎡） 

■□ このニュースリリースに関するお問合せ先 □■ 
小倉ターミナルビル株式会社（アミュプラザ小倉）  

SC 事業部 広報担当  大場 ／ 萬代 

TEL：093-512-1281 FAX：093-512-1329  

①地下１階フロアイメージ ②エントランスイメージ 



平成29年4月12日
鹿児島ターミナルビル株式会社

アミュプラザ鹿児島平成28年度営業実績

売上高・入館者数 ７期連続最高実績を記録

平成28年度は、本館5・6F飲食フロアのⅡ期改装や、イルミネーション「KAGOSHIMA CENTRAL ARC」を

新たに展開、またアミュ広場でのイベントの充実や様々な営業企画などを実施しました。これら新規
取組みなどの成果により、7期連続となる売上高・入館者数最高実績となりました。

アミュプラザ鹿児島 平成28年度営業実績
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

○全館売上高 約264.1億円
（前年売上高 約263.1億円、対前年100.4％）

○入館者数 約1,764万人
（前年入館者数 約1,709万人、対前年103.2％）

【営業概況】
平成28年4月、本館5・6F飲食フロアⅡ期改装後飲食フロアの売上が好伸長し、シネマのヒット作公開

も重なり、上層階への集客及び館内の回遊が促され全館売上を牽引。また館内催事の充実や、アミュ
広場イベントのブラッシュアップにより来館増。また、JQ CARDの県内有効会員数（館内開拓）増加に
伴い、売上高に占めるJQ CARD利用率は過去最高の実績。さらにインバウンド対応も引き続き強化し、

免税等対応店舗数増加、外国語による案内ツール等を充実。加えて幅広い客層へ対応する営業企画
を実施

（問合先） 鹿児島ターミナルビル株式会社 営業部 販売促進課 満冨 TEL 099-254-0300

平成28年度営業概況の詳細については別紙をご参照ください。



（1）店舗改装
本館5Fレストランフロアにて新店4店舗含む6店舗のオープン及び共用部の全面改装を実施
また、その他ファッション、化粧品、食品店舗の改装を含めると合計2472.7㎡、24店舗の店舗改装を実施

平成28年度アミュプラザ鹿児島 取組み内容

◇営業取組み

（2）館内催事
シーズンモチベーションや、フロア特性に合わせて催事リーシングを行い年間約160回の館内催事を実施

別紙①

（5）アミュカゴと企画連動
アミュプラザ鹿児島のオンラインショップ“アミュカゴ”にて、広場イベントと連携した
特別チケットの発行、初売り時期のプレミアム福袋の販売など、オンラインと企画の
連携を実施

飲食フロア改装（4月） 化粧品店舗改装（2月）

母の日催事 彼岸催事 バレンタイン催事

山盛りごはんフェア

（3）新規企画
新規導入された“山の日”に合わせた「山盛りごはんフェア」や“プレミアムフライデー”支援のための店舗連携企画を実施

山盛りごはんメニュー一例 オリジナルプレミアムフライデーロゴマーク

（4）インバウンド需要への対応
館内免税取扱い店舗数を100店舗に拡大し免税売上は1.4億円（前年比165％）に伸長、銀聯カードは全店舗取扱い
可能に。また外国人お客様モニター制度を立ち上げ、それにより春節期等の繁忙期におけるインフォメーションカウンター
での中国人スタッフ起用や外国語版ホームページのリニューアル、中国語チラシの設置等、中国語圏のお客様対応を充実

中国人スタッフ配置 外国語対応看板 館内入口に外国語案内の設置

食品フロア改装（4月）



別紙②

平成28年度アミュプラザ鹿児島 取組み内容

Delight Park あげぱく（7月） あいぱく（9月）

（6）JQ CARDの開拓、利用促進
JQ CARDの県内有効会員数は93,978人（前年+8,682人）となり、館内のJQ CARD売上シェアは過去最高の17.6％となる

（7）アミュ広場イベントの充実
アミュ広場イベントを年間330回実施し来場者数は過去最高の84万名様となる。平成27年度より注力しているフード
系フェスを5回開催（前年度比+3回）や、鹿児島のハンドメイド作家、地域の生産者などが出店する各種マーケット、
地元メディア社とのタイアップイベントなど実施

（9）地域密着したクリエイティブ展開
鹿児島での暮らしをより豊かにする、アミュプラザ鹿児島のファッション、食、ライフスタイルの提案というコンセプト
が評価され、鹿児島広告協会賞では4部門5作品が最優秀賞または優秀賞に選出

（8）新規イルミネーションの実施
鹿児島の古き良き伝統と西洋のイルミネーションが融合した巨大な“光の塔”や“天井装飾”などが展開された新しい
イルミネーション「KAGOSHIMA CENTRAL ARC」を実施。展開エリアも鹿児島中央駅前にまで連動展開拡大

◇営業取組み

点灯時の様子

（10）鹿児島市景観まちづくり賞受賞
鹿児島の黒をイメージした黒みかげ石と、桜島の桜や切子をイメージした赤のレンガ調タイルが外観の「プレミアム館」
が、第4回鹿児島市景観まちづくり賞建築部門を受賞



別紙③

◇運営取組み

（1）防犯取組み
年2回、実例を基に万引き対策を学ぶ研修を実施し49人が参加。また地域安全週間や年末年始の繁忙期には社員及び
警備員が特別警戒腕章着用の上館内巡回するなど、社員全員で防犯取組みを実施

（2）防災訓練の実施
毎月2回新人入店者向けの消火器取扱い研修を実施。また本館・プレミアム館各館で館内スタッフによる地震を想定した
防災委員会及び防災訓練を計20回実施

（2）ＥＳ取組み
館内約2,600人の店舗スタッフが楽しく元気に働くことができるよう、バーゲン時のドリンク、軽食配布や、年越しそばの配布、
レクリエーション等を実施。全スタッフを対象に年2回開催する交流会では過去最多の500名が参加

（3）各店店長とのコミュニケーション強化
弊社社長及び営業担当者と各店店長によるディナーミーティングを7回実施し、意見交換を行う。

◇出店テナントとの連携取組み

（1）教育研修
「おもてなし感の拡大強化とショップスタッフのサービスレベル向上」をテーマに19種32講座開催し1,168人が参加。
コンテンツも店舗が抱える課題に対応した内容の他、補助犬について知る研修や、英会話研修など初実施、お客様
に心地よくお過ごしいただくためのスキルを学ぶ

◇地域連携取組み

（1）地域事業者による販売イベント
アミュ広場にて地域の特産品等の販売イベントを25回開催。鹿児島の生産者による対面販売形式で、幅広い年代の
お客様がご来場。

平成28年度アミュプラザ鹿児島 取組み内容

消防署との連携 スタッフによる怪我人搬送訓練

補助犬について知る研修 英会話研修 表現力アップ研修

交流会会場の様子 交流会 店舗スタッフによる余興

商工会連合会まるごと特産品フェア 農福マルシェ Delight Park ~Life with Flowers~

バーゲン時ドリンク配布

防災訓練



別紙④

（2）地元飲食店タイアップイベント
アミュ広場にて鹿児島中央駅周辺の飲食店とタイアップし、クリスマスマーケットやハンバーガー選手権、最高゛丼No.1
決定戦などを実施

（3）地元メディアタイアップイベント
アミュ広場にて11回開催。またハロウィンなどではコンテンツ強化し、館内との連動企画を実施するなどしてお客様の
回遊性を高めるイベントへブラッシュアップ

（4）三館合同企画
鹿児島市街地を盛り上げるべく、天文館地区の山形屋、マルヤガーデンズと、アミュプラザ鹿児島の三館合同で、
夏のセールでの三館合同販促や、お正月の三館合同グルメ満載福袋の販売を実施

（5）ナポリ祭出店
地域のイタリア料理店などが集まり、“ナポリ通り”で開催された「日伊国交150周年記念かごしまの風と光とナポリ祭」に
アミュプラザ鹿児島が初出店。約49,000人のご来場のお客様へスイーツやアイス等を販売

（6）地域祭事への参加
社員と館内スタッフが一体となり、地元百貨店や地域の商工会の皆様とともに、鹿児島市伝統の祭り「おぎおんさぁ」に
参加（参加は5回目）。

（7）その他
アミュ広場にて「かごしま中央駅祭り」「町内会まつり」など地域のイベントを開催したほか、地域一斉清掃では地域の
皆様とともに清掃活動を実施、また毎月末には鹿児島中央駅前にて自社の清掃活動を実施

◇地域連携取組み

平成28年度アミュプラザ鹿児島 取組み内容

クリスマスマーケット ハンバーガー選手権 最高゛丼No.1決定戦

三館合同福袋記者会見の様子

アミュプラザ鹿児島出店ブース ナポリのお菓子等を販売 弊社社員で直接お客様へ販売

宵祭は地元企業の皆様と合同参加 本祭は地元百貨店山形屋と合同参加



 

 

                        平成２９年４月１２日 

長崎ターミナルビル株式会社 

(アミュプラザ長崎) 

 

アミュプラザ長崎 平成２８年度営業実績 

  

おかげさまで ７年連続で売上高増 

 

１． 全体営業概況 

 

売 上 高  ： ２０,８５５百万円（対前年１０４．１％、＋８２５百万円） 

 

入 館 者 数    ： １１,６８８千人 （対前年１０２．５％、＋２８７千人） 

                 ※共に開業以来過去最高 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業１６年目を迎えた平成２８年度の売上高は、７年連続前年達成､４年連続で過去 

最高売上を更新し、開業以来初の２０８億円を突破いたしました。 

 

 



 

【主な要因】 

①昨年４月２１日４Ｆにオープンした大型雑貨店開業による売上およびレジ客数の大幅 

伸長（同区画売上前年比１７２％、〃 客数前年比１６９％ ※オープン～１０月末） 

②大型スーパーのデイリーニーズ拡大による売上伸長（売上前年比１０５％） 

③体感型映画上映システム≪４ＤＸ≫の導入（７月末）、「君の名は」などヒット作に恵ま 

れたシネマの売上増（売上前年比１１３％） 

 

２．宣伝、イベント等概況 

昨年４月よりストアコンセプトを「そこに、愛を。」に変更し、お客さまへの愛・アミ

ュへの愛・長崎への愛をテーマとした性別や年齢を問わない上質なライフスタイル提案を

行いました。また、かもめ広場では１６周年祭での「りゅうちぇる」トークショー（９．

５千人）や食イベント｢アイスクリーム万博 あいぱく（５月、１００千人）｣｢チョコレ

ート博覧会 ちょこぱく（２月、９５千人）｣などを初めて開催し、話題となるような新

しいイベントを行い、かもめ広場の賑わい作りに寄与いたしました。 

 

 

 

 

≪取材の依頼・お問合せ先≫ 

営業部販売促進課：丸山（maruyama@amu-n.co.jp） TEL：095-829-4471 

アイスクリーム万博 あいぱく 

開業以来最多の集客数となったりゅうちぇるトークショー 駅前イルミネーション ナガサキ☆テラス 

チョコレート博覧会 ちょこぱく 東急ハンズ オープン販促 

mailto:maruyama@amu-n.co.jp


                               

                                              

 

 

 
平 成 2 9 年 4 月 1 3 日 

株式会社ＪＲ大分シティ 

 

 

アミュプラザおおいた 平成 28 年度概況 

 

 

開業 2 年目にあたる、平成 28 年度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  ※平成 28 年度（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月） 

      売上高は前年度並みに好調に推移 

売 上 高    223 億円（前年比 99.9％） 

入館者数   2,221 万人（前年比 91.6％） 

  

 

〇コメント 

   開業効果の反動や熊本地震の影響等により入館者は前年度を下回りましたが、 

売上は前年度並みに好調に推移しました。 

多くのお客さまが「ＪＲおおいたシティ」や「まちなか」へお越しいただ 

いたことに心より感謝申し上げます。 

今年度も、安全・安心を基本に、楽しさ、新しさ、話題性を提案し、多くのお 

客さまに楽しんでいただける施設づくりやイベントなどを実施いたします。 

これからも地域の皆様や行政との連携を深め、中心市街地の賑わいづくり、 

地域情報の発信に努めて参ります。 

今後とも、ご愛顧並びにまちなかの賑わいづくりに対するご支援の程、宜し 

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       

  

 
 

２．概 況 

 〇売上高は前年度並みに好調に推移 

   開業効果の反動及び熊本地震の影響を受けたなか、入館者は前年度を下回ったものの、売 

上は前年度並みに好調に推移しました。 

 

【好調な要因】 

  生活雑貨・服飾雑貨、複合衣料、シネマなどが好調 

幅広い年代のお客さまにご利用いただいた店舗、知名度が高く話題性のある店舗、顧客 

化を進めた店舗が特に好調に推移しました。 

  アミュでおトクな「ＪＱカード」の会員数拡大・おトクなカード施策の実施 

   ＪＱカードの会員数は順調に拡大しております。会員施策「ＪＱカード５％ＯＦＦ」、「Ｊ 

Ｑカード１０％ＯＦＦ」、「無金利キャンペーン」なども好評でした。 

  話題性のあるショップを積極的に誘致 

   大分初出店など、お客さまの注目を集める店舗を積極的に誘致しました。 

  年間を通してイベントを開催し、賑わいを創出 

   駅前広場や屋上ひろばで話題となるイベントを開催し、賑わいを創出しました。 

 

〇地域との様々な連携施策を実施し、地域の魅力や情報を発信 

まちなか連携 

 商店街及び大分市との連携を深め、話題づくりや集客・回遊施策に参画しました。 

 実施例）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（10 月、2 月）など 

広域連携 

  復興イベントを行い、大分の元気を発信しました。また、地域イベントやスポーツイベン 

ト、行政関係施設などと幅広く連携し、魅力や情報を発信しました。 

 実施例）【復興イベント】 

おおいた地酒呑みくらべ（4・5 月）、大分市主催イベント（6 月）、別府フェア 

（6 月）、由布院フェア（7 月）、阿蘇フェア（7 月） 

        【連携イベント】 

ラグビーパブリックビューイング（6 月）、アミュサマーランドと大分市美術館 

との連携（8 月）、竹あかりイベント（10 月）、ＯＰＡＭ企画展との連携（12 

月）、関崎海星館との宇宙ワールド展（3 月）など 
【お問い合わせ先】 

㈱ＪＲ大分シティ 

吉田・山崎 

℡（097）513-1174 
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