
 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3丁目 25番 21号 

 
平成２６年７月３１日 

  

 
 

 
  

鹿児島中央駅の魅力増進を図り、鹿児島中央駅から鹿児島の街全体の賑わい創出を目指し進めてまいりました

アミュプラザ鹿児島「プレミアム館」の開業日ならびにご出店者さまが決定いたしましたのでお知らせいたします。 

また、アミュプラザ鹿児島 10 周年を期に開業する「プレミアム館」とともに本館も約４分の１の店舗をリニューアル

し、「SHIBUYA109 KAGOSHIMA」も同日にオープンすることとなりました。新しい鹿児島中央駅・アミュプラザ鹿児島

にどうぞご期待ください。 

 
 

１ 開業日 

平成 26年 9月 26日（金） 
    ※「SHIBUYA109 KAGOSHIMA」（本館）も同日開業予定 
 

２ コンセプト 

「最新を、あなたに」 
アミュプラザ鹿児島のメインターゲットである 20代後半～30代の 

女性はもちろん、幅広い年齢層の方々にこれまで鹿児島には 

無かった「新しいモノ・コト」をお届けし、ひとりひとりのライフスタ 

イルに 「豊かさ」と「満足」を提供いたします。 
 

３ フロア構成 
 

フロア フロアテーマ アイテム 

７F カルチャー・ライフ 雑貨・カフェ・クリニック 

６F ライフスタイルグッズ 雑貨 

５F ライフスタイルグッズ 雑貨 

４F ライフスタイルグッズ 雑貨 

３F セレクトファッション（ナチュラル・ライフスタイル） 衣料・雑貨 

２F セレクトファッション（カジュアル） 衣料・雑貨 

１F セレクトファッション（ベーシック・エレガンス） 衣料・雑貨・カフェ・食品 

 

４ 店舗数  

19店舗 
核テナントとしての「東急ハンズ」のほか、高感度セレクトショップなど 

九州初出店 1店舗、鹿児島初出店 9店舗を含む、全 19店舗が 

オープンいたします。 ※店舗一覧は別紙 

 

○ リニューアル店舗数 

51店舗 （九州初 6店舗、鹿児島初 19店舗、 

         アミュプラザ鹿児島初 6店舗、改装 20店舗） 
            ※オープン日、店舗一覧は別紙 

 

外観 

内装イメージ 

延床面積：約 8,700㎡ 

店舗面積：約 5,000㎡ 

階   層：地上 8階建 （8階：従業員施設等） 

平成 26年 9月 26日、 
アミュプラザ鹿児島「プレミアム館」開業！ 

本館も大規模リニューアル実施！ 

●プレミアム館 

●本館 



フロア 出店状況 店名 カテゴリー 会社名

1 鹿児島初 ジュエッテ
ジュエリー

アクセサリー
㈱ミルク

2 鹿児島初 プチシェリー お花・雑貨 ㈱ディマンシュ

3
アミュプラザ
鹿児島初

サブウェイ ファーストフード ＪＲ九州ファーストフード㈱

4 本館より移転 トゥモローランド
レディス
メンズ

㈱だるまや

5 ケンタッキーフライドチキン ファーストフード ＪＲ九州ファーストフード㈱

6 スターバックスコーヒー カフェ スターバックス コーヒージャパン㈱

7 ファミリーマート
コンビニエンス

ストア
ＪＲ九州リテール㈱

8 鹿児島初 アガットセレクション
ジュエリー

アクセサリー
㈱エーアンドエス

9 鹿児島初

アーバンリサーチ

レディス
メンズ

㈱アーバンリサーチ

10 鹿児島初

ジャーナルスタンダード

レディス
メンズ

㈱エスアールエス

11 鹿児島初 アーバンリサーチドアーズ
レディス
メンズ

㈱アーバンリサーチ

12 鹿児島初 タビオ 靴下 タビオ㈱

13 本館より移転 ビルケンシュトック 靴 ㈱ビルケンシュトック

14 本館より移転 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
レディス・メンズ・

キッズ
㈱ユナイテッドアローズ

4階
5階
6階

15 鹿児島初

東急ハンズ

雑貨 ㈱東急ハンズ

16 九州初

ハンズカフェ

カフェ ㈱東急ハンズ

17 鹿児島初 Ｐ２
ペット
雑貨

ピーツー・アンド・アソシエイツ㈱

18
アミュプラザ
鹿児島初

タワーレコード
CD

ＤＶＤ
タワーレコード㈱

19
アミュプラザ
鹿児島初

ローズ歯科医院 歯科 医療法人　健勝会

1階

２階

３階

７階

プレミアム館　（全19店舗）

「DESIGN YOUR LIFE STYLE」をテーマに、様々な都市を 

リサーチ(URBAN RESEARCH) し、カジュアルテイストを

ベースに世界中からデイリーウェアーやドレス、ライフスタ

イル雑貨までをセレクトしています。 

オリジナル商品と国内外から厳選して集められた商品に 

よる、ベーシックでスタンダードなアイテムと旬なブランドを 

ミックスした独自のセレクトを展開、カテゴリーに囚われな

いグローバルな商品と情報を常に提案しています。 

「ここは、ヒント・マーケット」をブランドスローガンに、「お客さま

ひとりひとりのライフスタイルの実現」をお手伝いし、より良い

暮らしをつくりだす様々な商品をご提案いたします。 

また、鹿児島限定『鹿児島屋』を展開し、鹿児島の素材で

作られた商品や鹿児島の魅力ある情報を発信します。 

ハンズにあふれるたくさんの材料やヒントを使い、イベントや 

ワークショップを通じて、隣の人とアイデアを共有し刺激し合う、 

カフェの新しいカタチを提供いたします。 

また、九州新幹線のホームを一望できるお席を設けるほか、 

鹿児島の食材を使ったオリジナルメニューもご提供します。 



フロア 出店状況 店名 カテゴリー 会社名 オープン日

1 九州初 アイコフレ×アトリエはるか ヘアメイク ㈱アトリエはるか 9月26日

2 鹿児島初 ケイト・スペードニューヨーク バッグ・雑貨 ㈱ケイト・スペード ジャパン 9月12日

3 鹿児島初 シップス レディス・メンズ ㈱シップス 9月12日

4 鹿児島初 アナトリエ レディス ㈱ワールド 9月19日

5 鹿児島初 ジョリコアン　グランスール 婦人靴 ボンフカヤ㈱ 9月19日

6 鹿児島初 スリーフォータイム レディス雑貨 ㈱ジオン商事 9月19日

7 鹿児島初 エメ レディス ㈱三松 9月26日

8 アクアガール レディス ㈱ワールド 9月19日

9 プロポーションボディドレッシング レディス ㈱サンエー・ビーディー 9月19日

10 ハウスオブローゼ 化粧品 ㈱ハウスオブローゼ 9月19日

11 ジューシィジュエル 香水 川辺㈱ 9月19日

12 ザ・ボディショップ 化粧品 ㈱イオンフォレスト 9月26日

13 アンサリーネイル ネイル ㈱エクステンド 9月26日

14 鹿児島初 ルージュ・ヴィフ ラクレ レディス ㈱アバハウスインターナショナル 9月12日

15 鹿児島初 クリスピークリームドーナツ ドーナツ＆コーヒー クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 9月26日

16 鹿児島初 フルーツギャザリング 化粧品 エフ・ジー・ジェイ㈱ 9月26日

17 アミュプラザ鹿児島初 マジェスティックレゴン レディス ㈱シティーヒル 9月12日

18 ジェラートピケ レディス ㈱マッシュスタイルラボ 9月12日

19 ジーナシス レディス ㈱ポイント 9月12日

20 ページボーイ レディス ㈱アリシア 9月12日

21 ラディエイト レディス ㈱ヤマダヤ 9月12日

22 ワールドワイドラブ レディス ㈱ワールドワイドラブ 9月12日

23 ウンナナクール インナーウェア ㈱ウンナナクール 9月12日

24 靴下屋 靴下 タビオ㈱ 9月12日

25 オルビス・ザ・ショップ 化粧品 オルビス㈱ 9月19日

26 キャトルメラージュ レディス フカヤ㈱ 9月26日

－ SHIBUYA109 KAGOSHIMA － ㈱東急モールズデベロップメント 9月26日

27 九州初 テチチ/ルノンキュール レディス ㈱キャン 9月26日

28 九州初 フレーバー.179/Wg レディス・メンズ ㈱ニコル 9月26日

29 アミュプラザ鹿児島初 ザ・ノース・フェイス レディス・メンズ ㈱ゴールドウイン 9月26日

30 アミュプラザ鹿児島初 ニコアンド レディス・メンズ・雑貨 ㈱トリニティアーツ 9月26日

31 ギャップ レディス・メンズ・キッズ ギャップジャパン㈱ 9月26日

32 アミュプラザ鹿児島初 保険の窓口 サービス ほけんの窓口㈱ 9月26日

33 パーツクラブ ビーズ＆パーツ・アクセサリー ㈱エンドレス 9月26日

フロア 出店状況 店名 カテゴリー 会社名 オープン日

34 九州初 ウーマニア コスメ・雑貨 ㈱ＳＢＹ 9月26日

35 九州初 ヘザービィー レディス ㈱ポイント 9月26日

36 九州初 ルアディバイリップサービス レディス ㈱オルケス 9月26日

37 鹿児島初 エルチャンス アクセサリー ㈱エムアンドエス 9月26日

38 鹿児島初 グレープフルーツムーン レディス トロンボーンズインク㈱ 9月26日

39 鹿児島初 サマンサベガ バッグ ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 9月26日

40 鹿児島初 スピーガ レディス ㈱ナオインターナショナル 9月26日

41 鹿児島初 セシルマクビー レディス ㈱ジャパンイマジネーション 9月26日

42 鹿児島初 ティアラカーラ 婦人靴 ㈱タケヤ 9月26日

43 鹿児島初 ティティー・アンド・コー レディス ARコーポレーション 9月26日

44 鹿児島初 ピーチ・ジョン・ザ・ストア インナーウェア ㈱ピーチ・ジョン 9月26日

45 鹿児島初 リズリサ レディス ㈱ヴェントインターナショナル 9月26日

46 鹿児島初 ロデオクラウンズワイドボウル レディス ㈱メローズ 9月26日

47 アミュプラザ鹿児島初 エモダ レディス ㈱メローズ 9月26日

48 アミュプラザ鹿児島初 ＡＢＣコスメストア コスメ・雑貨 ㈲ギブアンドギブ 9月26日

49 エスペランサ 婦人靴 神戸レザークロス㈱ 9月26日

50 イーハイフンワールドギャラリー レディス ㈱クロスカンパニー 9月26日

51 マウジー レディス ㈱バロックジャパンリミテッド 9月26日

4階

SHIBUYA109 KAGOSHIMA （全18店舗）

2階

本館　リニューアル　（全51店舗） ※SHIBUYA109 KAGOSHIMA全18店舗含む

1階

2階

3階
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