
今春、鹿児島中央駅西口に開業予定の、新たな商業ゾーン【AMU WE】の開業日が決定いたしましたのでご案内いたします。

さらに、AMU WEに出店する16店舗をご紹介！地域の皆様方はもちろん、近隣のオフィスワーカーの方々にとっても、日常的に

ご利用いただける店舗の顔ぶれとなっております。 ぜひ、皆様のご来館をお待ちしております。

2023年４月14日（金）

2023年3月16日
株式会社JR鹿児島シティ

AMU WE 開業日とテナント詳細のお知らせ！

※開業日の異なる店舗が、一部ございます。
AMU WE2F・3Ｆ店舗（一部）・・・5/1（月）・5/10（水）
高架下店舗1F・2F（一部）・・・4/5（水）・12（水）・6月中旬

【建物名称】 JR鹿児島中央ビル

【商業ゾーン名称】 AMU WE（アミュウィー）
（JR鹿児島中央ビル1F～3F・ビックカメラ・ぐるめ横丁・高架下店舗の総称）

○開業日

鹿児島中央駅直結！西口にもアミュプラザ！！



○出店テナントの紹介

【JR鹿児島中央ビル/AMU WE1F】

山形屋ストア 【スーパーマーケット】

山形屋ストアは魚屋寿司や、地元鹿児島県産の黒毛和牛を使用したお弁当
など鮮度や素材にこだわった品揃えをいたします。また、時代に合わせ”健康”を
意識した商品やバリエーション豊富なデザートなど、お客様が求めていらっしゃる
良質な品をタイムリーにご提供し、お客様の楽しい暮らしのお手伝いをさせてい
ただきます。

キャンドゥ 【100円均一ショップ】

『まいにちに発見を。』をスローガンに、今までにない感動を発信し、
お客さまと発見を共有するライフスタイル提案型100円ショップです。
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4/14 OPEN!

4/14  OPEN!

JR鹿児島中央ビルの商業ゾーン【AMU WE】に新たに出店する、16店舗をご紹介！

地域の皆様の日常に寄り添い、日々ご利用いただける店舗やクリニックが登場。

アミュプラザ鹿児島と一体となって鹿児島の賑わいを創出します。

【高架下店舗1F】

コメダ珈琲店 【カフェ】3
6月 OPEN!

コメダ珈琲店は、お客さまにとってコメダのお店がまるでご自宅のリビングルーム
の延長線上のように元気や英気を養い誰もがくつろげる「街のリビングルーム」
でありたいと願っています。体を休めるだけでなく、心まで安らげる、そんな “くつ
ろぐ、いちばんいいところ” であり続けるために、コメダではおいしさ、おもてなし、
居心地に、徹底的にこだわっています

③②

①



【JR鹿児島中央ビル/AMU WE2F】

身近なクリニックでありながら、専門外来を設置し、本院（宮田眼科病院）
並びに関係機関と連携し、患者様一人一人に最適な医療の提供に
取り組みます。視力の問題は、生活のQOLを大きく左右します。
少しでも気になる症状がある、又、眼の健康チェックをしたい時に
是非お気軽にご来院下さい。

宮田眼科 鹿児島 【クリニック】

そうごう薬局 【調剤薬局】

わたしたちは、すべての健康への願いをささえます。
お薬のことはもちろん、健康についてのさまざまな取り組みをとおして、
あなたのため、ご家族のため、地域のための薬局をめざします。
そうごう薬局は「みんなの健康ステーション」です。

光学堂 【眼鏡・補聴器】

1952年創業、鹿児島県・宮崎県に16店舗を展開している
メガネ・補聴器専門店です。「お客様に確かなメガネと補聴器を提供する」
という理念をもとに、体に一部となる『メガネ』と『補聴器』を通じて皆様に
快適な視生活と聞こえを提供することが使命です。
創業71年を迎え眼鏡と補聴器に関する専門技術のさらなる向上と
お客様の立場にたった接客を行っております。
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5/10  OPEN!

5/10  OPEN!

4/14  OPEN!
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5/1 OPEN!
L’ex 24 for women 【セルフエステ＆フィットネス】

こころ整体院/
ココロカラダメディカルPiPiPERSONAL GYM 【整体・フィットネス】

CENTRAL CLUB HOUSE 【シュミレーションゴルフ・カフェバー】

セイカが提案する、女性専用24時間セルフエステ＆トレーニングジムです。
九州初の3色コラーゲンマシンや話題のHIFU、痩身マシンを導入しており、
美容・健康・精神面のバランスを整え、理想の美しさと健康な心身へ。
ジムエリアは、専門スタッフがいるので、初めてトレーニングする方も安心。
定額制で好きな時にいつでも通える、
上質な空間で理想の自分へ『L‘ex』で感動的な体験をご提供します。

肩こり・腰痛などお体の悩みを改善します。AI姿勢分析により引き起こす原因を
分析し、骨盤矯正をはじめとする骨格矯正でお体を改善へと導きます。
痩身や筋トレにも詳しく、速トレと呼ばれる方法で大量の成長ホルモンを分泌さ
せ、効率よいボディメイクを実現。痛くないからだから動ける体、魅せる体をご提
案します。

最新ゴルフシミュレーションが３台完備され、初めての方からベテランゴルファーまで
腕前に合わせて気軽に、優雅に楽しめます。仕事帰り、ゴルフデビュー、ストレス発
散におすすめ。お酒を交わしながらゴルフとお食事が楽しめるワンランク上の大人の
遊び場です。ゴルフ好きのクラブハウス的存在へ。
また併設しているスポーツカフェでは、7台のモニターで、お食事をしながらゴルフを
中心としたスポーツ観戦が楽しめます。
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4/14  OPEN!

4/14  OPEN!
9

【高架下店舗2F】

addCoffee＆Bar 【カフェバー】10
4/12  OPEN!addCoffeeはコーヒーもスイーツも、もっとちゃんと。

本当の“美味しい”にこだわるあなたに、コーヒーはスペシャルティコーヒー100％で
す。蜜蝋と銅型で丁寧に焼き上げたカヌレやエスプレッソが贅沢なカクテル。
上質なコーヒーの香りに包まれる幸せ、甘いスイーツに満たされる幸せ、
彩り豊かな本格カクテルに酔う幸せ。
カウンターでゆっくり、テイクアウトして列車でのんびりと。
日常に小さな幸せをプラスいたします。

ヘッドスパ ミント 【リラクゼーション】11

全国展開 九州初上陸のドライヘッドスパミント。休憩時間や隙間時間に
20分からのご案内ができます。日々のストレスや目、首肩、リフトアップに効果的！
すべて女性スタッフのオールハンドでの施術です！

4/14  OPEN!

いっぱい聞けて、いっぱい話せる駅前留学NOVA。
入会金は全コースいつでも0円、安心の月謝制で、月1万円からご用意しています。
レベル別のカリキュラムで、英会話が初めての方でも安心してスタートいただけます。
3才からのこども英会話 NOVAバイリンガルKIDSでは、バイリンガルを育てるメソッ
ドで、実際に「話せる」英語を身につけていただけます。
無料体験レッスンも実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。

NOVA鹿児島中央校 【英会話教室】12
4/5  OPEN!

新業態

初

新業態

新業態

九州初



13 湘南美容外科クリニック 【クリニック】

湘南美容クリニックは、美容医療サービスで皆様のお悩みの解消や、より充実した
生活を送るお手伝いをしております。手軽に試しやすい価格の施術も取り揃えてお
り、二重・医療脱毛・瘦身・シミ/しわ/たるみ治療・美容皮膚科などの様々なご相
談が可能です。カウンセリング無料ですので、お気軽にご相談ください。

4/14  OPEN!

14 鹿児島中央駅耳鼻日帰り手術クリニック 【クリニック】

耳鼻咽喉頭頸部外科臨床教授として研修医指導医として、人材育成に尽力しつ
つ日帰り手術の実績を積んできました。開業して26年、地域医療に貢献してきまし
たが、日帰り手術を耳・鼻でお困りの方々に広く発信すべく、駅という交通要所での
開業に至りました。専門医であり、アレルギーの医学博士でもある院長と共に、「治る
耳鼻科」を目指して日帰り手術という稀な技術で広域に渡る皆様に貢献したいと考
えております。

5/10  OPEN!

【JR鹿児島中央ビル/AMU WE3F】

鹿児島中央駅歯科・矯正歯科（仮） 【クリニック】

4/14  OPEN!
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当院は『胃がん・大腸がんで奪われる命を内視鏡で守る』『地域の皆様や
日々忙しく働く人達に寄り添う医療を提供し、健康寿命を延ばすお手伝いを
する』の2つの使命を掲げ、幅広い内科診療を行います。また、健診による『病
気の早期発見』にも力を入れています。内視鏡専門医による鎮静剤を使用し
た眠っている間に終わる内視鏡検査と患者さんに寄り添ったな医療を提供致
します。是非一度ご相談下さい。

鹿児島中央駅西口消化器内科・胃大腸内視鏡クリニック 【クリニック】

5/10  OPEN!

16

歯は治す時代から守る時代へ。歯を抜かない、削らない、神経を取らない治
療を心掛けています。矯正治療や噛み合わせの改善で、口腔内環境を整え
ましょう。診療室は全個室、話しづらい事や聞きづらい事なども専任のトリート
メントコーディネーターが個別のカウンセリングルームで対応いたします。患者さ
んの希望に寄り添った治療を心掛けておりますので、歯医者さんの治療が苦
手な方も安心してお越しください。

⑬

⑭
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さらに、ぐるめ横丁・ビックカメラ・高架下店舗もAMU WEに！！

中央駅 ふく福
【うどん・飲食】

ドラッグイレブン中央駅西口店
【ドラッグストア】

スーツセレクト DIFFERENCE
【スーツ専門店】

桜島灰干し家 せいせん
【桜島灰干し】

鹿児島黒豚とんかつ・しゃぶしゃぶ 大山
【和食・とんかつ】

鹿児島鶏料理専門店 みやま本舗
【鹿児島鶏料理】

ざぼんラーメン
【ラーメン】

そば処 重吉
【そば・うどん】

トラットリア葡萄の樹
【イタリア料理専門店】

廻る寿司 めっけもん
【寿司】

シアトルズベストコーヒー
【カフェ】

ビックカメラ鹿児島中央駅店
【家電量販店】

・・・【AMU WE高架下/1F】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・【AMU WE高架下/2F】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・【AMU WE高架下/1Ｆ・2F】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AMU WEに登場！

JR鹿児島中央ビル1F～3F+ぐるめ横丁+ビックカメラ+高架下店舗の

総勢29店舗が

鹿児島市鹿児島中央駅
市民サービスステーション市民プラザ

【公共施設】



○イベント計画
西口エリアの新たな憩いの場

風通しのよい参道空間を、イベントスペースとして活用し、お客様に少し”寄り道”をしていただく、

また、地域の皆様が会話を交わせるコミュニケーションの場として、今後イベントを検討してまいります。

AMU WE出店テナントを中心に、“マルシェ“などのイベント実施を検討。
お客様が立ち寄りやすい日常的な雰囲気で、新たな賑わいを創出していきます。

＜外構イベントイメージ＞

○トピックス

素敵なオープン企画をご用意！
AMU WE一部店舗にて、期間限定のお得なOFF企画やノベルティをご用意しております。

ぜひ、この機会にオープンと併せてお楽しみください。

AMU WE2F

CENTRAL CLUB HOUSE
先着100名様限定！

2,000円以上のお買い上げの方

オリジナルトートバック
プレゼント！

AMU WE2F

AMU WE1F キャンドゥ
4/13～4/16 各日200名様限定！
税込700円以上のお買い上げの方

除菌ウェットティッシュプレゼント

AMU WE2Fにオープンする、そうごう薬局の便利なアプリをご紹介！

お薬手帳機能など、総合メディカルが目指した新しい形のアプリ、【タヨリス】

そうごう薬局グループ各店で使うことができ、アプリひとつで健康管理が可能になりますので、

ぜひ、この機会にご利用ください。

✅ 処方箋を事前送信、来店予約で、お薬の受取が待ち時間なくスムーズに！
✅ オンラインで薬剤師からのお薬の説明受けられ、配送まで可能に！
✅ 薬局の待ち時間に、AWU WEでショッピング

光学堂
メガネクリーニングセット（3,300円～5,500円）

10％OFF～20％OFF

オープンオプションプレゼント

AMU WE2F こころ整体院鹿児島中央院
/ココロカラダメディカルパーソナルピピ

無料施術体験会

AMU WE2F L‘ex 24 for women

月会費1カ月無料
オプション割引あり

https://www.tayoris.jp/#function
詳しくはコチラ！

そのほか、高架下店舗やぐるめ横丁も
オープン企画をご用意！

□ 「JR鹿児島中央ビル」の情報はぜひ
公式ＨＰをご覧ください♪

https://www.jrkagoshimacity.com/special_c/?cd=000033


