
アミュプラザおおいた 

開業以来初のリニューアル！ 
～22店舗の新ショップ！シティ屋上ひろばに新しい遊具が登場！～ 

平 成 3 0 年 1 月 2 6 日 

平成30年3月、アミュプラザおおいたは開業以来初のリニューアルを実施します。「新しさ」「話題性」「日常感」
「親しみやすさ」「楽しさ」をキーワードに、これからも常に新しいモノ、コトの発信に取り組んでまいります。 

   平成３０年３月２日（金）グランドオープン ※一部オープン日が異なります。 

■リニューアル日程 

★ アミュプラザおおいたに新たに22店舗が出店 (※別紙①・④） 

  ・17店舗が大分県初出店（うち、西日本初出店1店舗） 
  ・全国で人気の、キャラクターショップ「スヌーピータウンショップ・リラックマストア」や焼きたてアップルパイ専門店 
   「RINGO」、デザートバイキング「スイーツパラダイス」が登場 
  ・スポーツアパレルやレディスLサイズファッションなど、アミュプラザおおいた初アイテムが登場 
 
 
 
 
 
 
 

★ シティ屋上ひろばに新たな遊具「ぶんぶんメガブロック」が登場 （※別紙②） 

    教育玩具業界最大手ボーネルンドの大型遊具が大分初登場。 
   「かたちを創ることで、夢見たものを現実にする力」を育てる全身を使って遊ぶ大型ブロックです。 

   
 

★ 情報発信のプラットフォーム「タイムズスクエア」がさらにパワーアップ （※別紙③） 

    これまで情報発信のプラットフォームとして、また憩いのスペースとして多くの人に 
    親しまれ、活用されてきたタイムズスクエア。内装デザインの一新とイベント設備の 
    追加により、さらに快適で機能的な空間に生まれ変わります。 
      
   ※タイムズスクエア（アミュプラザおおいた１Ｆ駅前広場大屋根下） 
 
  

 「こんなお店があったらいいな」の声を反映するとともに、お客さまに新しいライフスタイルを提案する店舗をライン
ナップしました。さらに、「シティ屋上ひろば」、「タイムズスクエア」もリニューアルを実施します。 

■リニューアル内容 

※イメージ図 

株式会社ＪＲ大分シティ 



別紙① 

Lee（リー） 

：メンズ･レディス･キッズファッション 

世界中で愛されるアメリカ・カンサス州発祥のデニムブラ
ンドLeeの直営店。 

全国最大の面積を誇る店舗では、メンズ、レディスから
キッズまで、幅広いアイテムを取り揃え、直営店限定の
復刻商品『ARCHIVES』も展開します。 

Leeの世界観を体感できるオフィシャルショップです。 

スヌーピータウンショップ／リラックマストア 

：キャラクター雑貨 

大人気キャラクターの専門ショップが大分に初登場！ 

スヌーピータウンショップ 
 人気のスヌーピーや仲間たちのかわいいグッズが揃う 
  「ピーナッツ」のオフィシャルショップです。 

リラックマストア 
 「Happy Life with Rilakkuma」（幸せな生活はリラックマ 
 とともに）をコンセプトにした、リラックマの専門ショップ 
 です。 

ABC-MART SPORTS 
(エービーシー・マート スポーツ) 

：シューズ･スポーツアパレル 

スニーカーはもちろん、スポーツアパレルを街着として、
カジュアルにアクティブに楽しむためのトータルファッショ
ンを提案します。 
メンズ、レディスに加えキッズアイテムも取り扱います。 

DANIEL WELLINGTON (ダニエル・ウェリントン)／ 

ICE-WATCH (アイス・ウォッチ)  

：時計 

ダニエル・ウェリントン 

北欧スウェーデン発のファッションウォッチブランド。シンプル
で薄いケースを採用し、洗練された雰囲気とクラシックでミニ
マルな仕上がりが特徴です。 

アイス・ウォッチ 
「CHANGE．YOU CAN」をコンセプトに、気分やスタイルによっ

て着替える時計を提案するベルギー生まれのファッション
ウォッチブランドです。 
 

（イメージ） 

大分県初出店！ 

大分県初出店！ 

大分県初出店！ 

大分県初出店！ 



全国で月間約30万個を販売する焼きたてカスタード

アップルパイ専門店。サクサク食感のパイ生地とたっ
ぷり入ったカスタードクリームが特徴です。 

原材料にもこだわり、フィリングには青森県産の「葉と
らずりんご」などを使用し、カスタードクリームには北海
道産の牛乳、パイ生地はサクサク食感を出すために
144層に重ねられ、北海道産フレッシュバターを練り込
んでいます。 

工房一体型の店舗で毎日焼き上げ、子供から大人ま
で愛される味わいのスイーツを提供いたします。 

大分県初出店！ 

スイーツパラダイス ：デザートバイキング 

ハニー珈琲 ：コーヒー専門店 

福岡で直営店9店舗を展開するスペシャ
ルティコーヒー専門店。 

豆にこだわり自ら買い付けた特別なコー
ヒーをぜひお試しください。 

RINGO（リンゴ） ：アップルパイ 

（イメージ） 

八天堂SATELLA 

：クリームパン・洋菓子 

期間限定ショップとして大人気を
博したとろける「くりーむパン」の
八天堂SATELLAが常設店として
オープンします。 

おさつ家  ：芋菓子 

東京深川で大人気、今話題の芋
菓子専門店「おさつ家」。 

外は、カリッと、中はホクホクの食
感を楽しめる大学芋は、絶品で
す。 

大分県初出店！ 

大分県初出店！ 

大分県初出店！ 

大分県初出店！ 

大分県初出店！ 

常時30種類以上のスイーツをはじめ、自分でカスタマイズ 
できる生パスタや、野菜ソムリエが厳選したサラダバー、 
自家製のフレーバーウォーターやシロップなど、 
スイパラ自慢のメニューを 
バイキング形式で 
提供しています。 

別紙①-２ 



新遊具「ぶんぶんメガブロック」詳細 

■ぶんぶんメガブロックの4つの特長 

【概要】 
オープン日：平成３０年３月２日（金）予定 
時間：１１：００～１７：００（※雨天中止） 
場所：シティ屋上ひろば 
料金：５００円 
対象：５歳から１２歳 

「かたちを創ることで、夢見たものを現実にする力」を育てる全身を使って遊ぶ大型ブロック。その場にあるもの 
を使い、即興的になんでも創りあげてしまう。時代は変わっても、この歓びを子どもに感じてほしいという思いが込
められています。 

安全かつ遊びやすい「素材感」 
ブロックの素材は、高密度のポリエチレン・フォーム。適度
な弾力があり安全なのに、耐久性も抜群。水や砂とも混ぜ
て遊べ、さらにガチャガチャと音も鳴らないので、崩れてし
まっても静かです。 

バラバラのパーツから生まれる「即興性」 
遊ぶたびに、新しい何かが生まれる楽しみ。それは、バラ
バラのパーツを見て生まれる、子どもの想像力が毎回生
まれ変わるから。新しいお話を作りながら、自由な世界を
創造できる力を育てます。 

自分で考えてつくる「自立性」 
子どもたちは、「自分の自由にしてもよい」と知ったときに、
最も創造的になります。このブロックは、まわりの環境や景
色を変える「原材料」になることで、子どもに変化を起こす
自信を与えてくれます。 

大人の関わりでさらに深まる「協働性」 
異年齢の子どもが集まったとき、そして大人があそびに加
わったときに、さらに違う世界が広がります。安全性を確保
しながら、「こんなことやってみたら？」の一言が、新しい挑
戦に火をつけるのです。 

別紙② 



～デザインコンセプト～ 

「都市の中のリビング」をコンセプトに、大分の街に開かれた外部でもなく、内部でもない空間は、家で言えば家族が常に集まるよう
なリビングをイメージし、新しいギャザリングが起きることを想定しました。またコワーキングスペースからセミナー、ワークショップや
様々なイベントを行えるスペースとしてデザインしています。駅ビルのデザインとトーンを合わせ、親しみの持てる空間デザインを目
指しました。 

快適で機能的な空間に生まれ変わるタイムズスクエア 
 

オープン日：平成３０年３月２日（金）予定 

① 内装のデザイン一新 
  ・入口部へのネームサイン設置、照明の増設、床天 
    井の張替えによる存在感の向上 
  ・椅子、テーブルのリニューアルと植栽の設置による 
    快適性の向上  

② ロールスクリーンの新設等による機能性の向上 
 

デザインイメージ 

別紙③ 

デザインイメージ デザインイメージ 

「タイムズスクエア」詳細 



平成30年春　オープン店舗リスト

新規出店（22店舗）

出店状況

西
日
本
初

大
分
県
初

新
業
態

1F
PAL’LAS PALACE
(パラスパレス)

ファッション
(レディス)

2月23日 ★

日本の美を大切にするパラスパレスの想い。
人の手がつくりだす繊細で柔らかな味わいを大切に、心と体をやさしくつつむもの
づくりを目指しています。時間も手間も惜しまない、作り手としての原点に立ち
戻ったスタイルで、どこかあたたかみのある商品を提案します。

eur3
(エウルキューブ)

ファッション
(レディス・大きいサイズ)

2月10日 ★

「心地よくきれい」自分らしいスタイルを持ち、オシャレを楽しみたい女性へ
きれいでいて心からリラックスできる着心地と上質感を大切にしたアイテムで、普
段の生活からお出かけシーンまで、トータルな着こなしを提案するＬサイズブラン
ドです。

A・R　Azalea Rose
(エーアール アザレアローズ)

ファッション
(レディス)

2月9日 ★

シルエットの重要性を追求したシンプルなスタイルをベースに、女心をくすぐるフェ
ミニン感をプラス。
いつまでも大人の可愛らしさを自分らしく楽しむことができる女性に向けたブラン
ドです。

ABCマートスポーツ
(エービーシー・マート
スポーツ)

シューズ・スポーツアパレル
(メンズ・レディス・キッズ)

3月2日 ★
スニーカーはもちろん、スポーツアパレルを街着として、カジュアルにアクティブに
楽しむためのトータルファッションを提案します。

GooTee
(グーティー)

ファッション
(メンズ・レディス)

3月2日 ★

2005年にインポートショップやユーズドショップのディレクターやバイヤーによって
作り出されたＴシャツブランドです。
Tシャツは赤ちゃんの高級肌着に使われる肌にやさしい上質なコットン100％の糸
を編んで作り上げた当社オリジナル『BABY COTTON』を使用しています。

Cepo!
(セポ)

ファッション
(レディス)

3月1日 ★
デニムなど、少しメンズライクなスタンダードアイテムを中心に、今どきの女の子
の遊び心と等身大のスタイルをMIX UPさせたレディスファッションブランドです。

Lee
(リー)

ファッション
(メンズ・レディス・キッズ)

3月2日 ★
Leeの幅広い世界観を体感できるオフィシャルショップです。
全国で最も広い直営店であるアミュプラザおおいた店では、メンズ、レディス、キッ
ズを取り揃え、限定の復刻商品『ARCHIVES』も展開します。

ikka
(イッカ)

ファッション
(メンズ・レディス・キッズ)

3月2日

「スマートに着る。スマートに生きる」をコンセプトに40代のカップルをメインにター
ゲットとしたカジュアルファッションブランド。ファッションも生き方も。常にスマート
であるための大人のライフスタイルを提案します。
メンズアパレル・レディスアパレル・キッズアパレル・服飾雑貨を中心とした品揃え
です。

きもの やまと
(キモノ ヤマト)

呉服 3月2日

今年で創業101年のきもの専門店です。ゆかたや洗える着物といった普段にお召
しいただけるきものから、晴れの日にお召いただけるフォーマルのきものまで、幅
広い品揃えで、「きものを着たい！」をお手伝いさせていただきます。
やまとはきものを通して「笑顔」と「安心」をお届けいたします。

Daniel Wellington/
ICE-WATCH
(ダニエル・ウェリントン/
アイス・ウォッチ)

時計 4月20日 ★

ダニエル・ウェリントンは、北欧スウェーデン発のファッションウォッチブランド。シ
ンプルで薄いケースを採用し、洗練された雰囲気とクラシックでミニマルな仕上が
りが特徴です。
アイス・ウォッチは、「CHANGE．YOU CAN」をコンセプトに、気分やスタイルによっ
て着替える時計を提案するベルギー生まれのファッションウォッチブランドです

LEAVES
(リーブス)

バッグ・革小物 3月2日 ★
革本来の持ち味を生かし、シンプルで使い勝手の良いデザインワークで仕立てた
レザーアイテムです。
使い込むほどに愛着が深まる製品を取り揃えています。

2F ACCESSORIES BLOSSOM
(アクセサリーズ ブラッサム)

アクセサリー 3月2日 ★

“HAPPY BLOSSOM”ここはHAPPYなつぼみが集まる場所。
期待感が自然と高まり、ふっと足を運びたくなる。
トレンド感たっぷりなアクセサリー・ヘア小物を300円・500円・900円の3プライスで
提供します。

雑
貨

3F
スヌーピータウンショップ

リラックマストア
キャラクター雑貨 3月2日 ★

人気のスヌーピーや仲間たちのかわいいグッズが揃う「ピーナッツ」のオフィシャ
ルショップと、「Happy Life with Rilakkuma」（幸せな生活はリラックマとともに）をコ
ンセプトにしたリラックマの専門ショップの併設店です。

As-meエステール株式会社

株式会社キデイランド

会社名
（出店者名）

株式会社カイタックインターナショナル
パームスカンパニ

イトキン株式会社

株式会社エー・アール

株式会社エービーシー・マート

前田 光彦

株式会社ブルーメイト

株式会社エドウイン直営店

株式会社コックス

株式会社やまと

株式会社ビヨンクール

身
回
り

1F

業
種

オープン日カテゴリー

衣
料

2F

3F

株式会社リーブス

店舗説明
店舗名

（フリガナ）

フ
ロ
ア

別紙④



平成30年春　オープン店舗リスト

出店状況

西
日
本
初

大
分
県
初

新
業
態

1F
ハニー珈琲
(ハニーコーヒー)

コーヒー 3月2日 ★

福岡で直営店9店舗を展開するスペシャルティコーヒー専門店。
生産者との信頼関係があるからこそご紹介できる12～15種類の香り豊かなコー
ヒーを是非お試しください。

おさつ家
（オサツヤ）

芋菓子 3月2日 ★
東京深川で大人気、今話題の芋菓子専門店「おさつ家」。
季節折々に最も美味しい芋で創る大学芋とスイートポテトの専門店です。
外は、カリッと、中はホクホクの食感を楽しめる大学芋は、絶品です。

かば田
(カバタ)

明太子・珍味 3月2日
かば田の看板商品である昆布漬辛子めんたいをはじめ、各種海産物を取り揃え
ております。店頭での手作りにこだわった、当社自慢のめんたいを使用した辛子
めんたいおにぎりをはじめ、厳選した素材を使用したおにぎりも提供いたします。

八天堂SATELLA
(ハッテンドウサテラ)

クリームパン・洋菓子 3月2日 ★

月日を費やし、数えきれないくらい試行錯誤の末、生まれてくれたのが八天堂の
「くりーむパン」です。
何度食べても飽きが来ない、そして一度に2個目も食べられるあっさりとしたお品
に仕上がりました。究極の「くりーむパン」をお楽しみください。

RINGO
(リンゴ)

アップルパイ 3月2日 ★
全国で月間約30万個を販売する焼きたてカスタードアップルパイ専門店。サクサ
ク食感のパイ生地とたっぷりと入ったカスタードクリームが特徴です。
子供から大人まで愛される味わいのスイーツです。

2F
AKIZUKIEN
(アキヅキエン)

緑茶 3月2日 ★
長崎で創業した緑茶専門店。
緑茶を中心とした豊富な種類のお茶とともに、和菓子・洋菓子他、茶器などの雑
貨も数多く取り揃え、お茶と楽しむ新しい暮らしを提案します。

飲
食

2F
SWEETS PARADISE
(スイーツパラダイス)

デザートバイキング 3月9日 ★
常時30種類以上のスイーツをはじめ、自分でカスタマイズできる生パスタや、野
菜ソムリエが厳選したサラダバー、自家製のフレーバーウォーターやフレーバー
シロップなど、スイパラ自慢のメニューをバイキング形式で提供いたします。

2F
資格スクール 大栄
(シカクスクール ダイエイ)

スクール 3月3日

キャリアアップや就職、転職、独立開業を目指す方に向けて、資格講座を開講し
ています。講座は簿記・医療事務・国家資格などの資格対策や税理士などの各
種国家試験・公務員受験など様々です。授業は通いやすい予約制なので、学生
から社会人までご自身の都合に合わせて通学していただくことができます。

3F
J:COMスポット
(ジェイコムスポット)

サービス 3月2日 ★

ざっくぅのCMでおなじみ！980円からの格安スマホ！Wi-Fi無料の「光」インター
ネットにケーブルテレビ、電力など、J:COMの最新サービスを体感できる大分初の
オフィシャルスポットです！
現在お使いのスマホ、ネットの無料診断、当社サービスサポートも受付いたしま
す。

移転・改装（3店舗）

身
回
り

1F
festaria VOYAGE
(フェスタリア ボヤージュ)

ジュエリー 3月2日

festariaの名前の由来は、festa=特別な・aria=場所　の造語です。
Voyage=旅に出る時のワクワクした気持ちをジュエリーを通してご提案出来る特
別な場所でありたいとの願いを込めています。
このたび店舗面積を拡げて移転し、装い新たにお客さまをお迎えします。

雑
貨

3F
zakka eQ Marche
(ザッカイーキューマルシェ)

生活雑貨 2月1日
低単価のアクセサリー・時計・帽子・バッグ・おかし・フレグランスなど生活をもっと
楽しくするアイテムが揃う雑貨店です。

飲
食

3F フレッシュネスバーガー バーガーカフェ 2月下旬

フレッシュネスの手づくりハンバーガーだけでなく、クレープとジェラートもご提供
する新コンセプトの店舗。クレープは香ばしく焼き上げ、外はサクッと中はもっちり
とした食感でフルーツやジェラートとの相性も抜群な商品です。フレッシュネスこだ
わりのスイーツをぜひお楽しみ下さい。

株式会社リンクアカデミー

大分ケーブルテレコム株式会社

会社名
（出店者名）

種別

改装

移転

移転株式会社サダマツ

株式会社ファンライフ

株式会社フレッシュネス

会社名
（出店者名）

オープン日 店舗説明
業
種

フ
ロ
ア

店舗名
（フリガナ）

カテゴリー

業
種

フ
ロ
ア

店舗名
（フリガナ）

オープン日 店舗説明

食
品

　
 
　
　
　
　
　
　
豊
後
に
わ
さ
き
市
場

サ
ー

ビ
ス

カテゴリー

井崎珈琲有限会社

株式会社生産者直売のれん会

株式会社かば田食品

株式会社生産者直売のれん会

株式会社BAKE

有限会社お茶の秋月園

株式会社ぶんコーポレーション

別紙④‐２
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