
過去最高入館者数と
6年連続最高売上高を更新！

ＪＲ博多シティの2017年度の営業概況を報告いたします。

JR博多シティ News Release

報道関係各位

2018年4月5日

１．売上高

ＪＲ博多シティ 売上高：1130億円（前年比 106.5％）

＜施設内訳＞

①アミュプラザ博多 売上高：410億円（前年比 105.5％）

【概況】
顧客向け施策や博多阪急と連携した営業施策、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奏功、

インバウンド売上の伸長(免税売上前年比 132.0%)、そして7周年広告の話題創出などにより、初の400億円を突破し
過去最高売上高を更新（月別では、2016年10月より18か月連続前年実績クリア）。
売上好調を高く評価され、繊研新聞社主催の第20回ディベロッパー大賞にて、敢闘賞の6年連続受賞と、さらに優

秀なショッピングセンターに贈られる『準大賞』を初めて受賞。
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2017年度/2011年度対比 ※開業対比 128.3％（ +249億円 ）

開業7年間（2011年度～2017年度）の売上推移

継続的な大型集客イベントの実施や広告展開による話題性の創出、既存テナント、新規テナントともに売上好
調により、6年連続で売上高の更新と、過去最高売上高を記録しました。

※7施設（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・JRJP博多ビル）合計

JR博多シティ 2017年度概況報告



＜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・博多デイトス（前年対比110.2%）・は、2017年春リニューアルにより、化粧品、雑貨、飲食店舗が博多駅

周辺のオフィスワーカーや国内外観光客の支持を集めることに成功し、過去最高売上を更新。
デイトスアネックス（前年対比102.2%）・コンコース（前年対比104.2%）は、福岡市内各種イベント開催による国内外の

観光客需要やビジネス客需要により好調。

③JRJP博多ビル 売上高：25億円（前年比 105.6％ ）

④博多阪急 売上高：約474億円（前年比 約107％）

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、昨年度からさらに約200
万人増加し、2年連続で過去最高の数値となりました。

入館者数計：7241万人（前年比 102.6%）

＜施設内訳＞ ※デイトスアネックス・コンコース・JRJP博多ビルを除く

・アミュプラザ博多・博多阪急 5223万人（前年比 101.5%）
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 2018万人（前年比 105.8%）
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】
「ゆず」を点灯式のゲストに迎えた冬季イルミネーションや、九州初の人気漫画『銀魂』の展示イベントなど、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大型集客イベントの継続実施と話題性ある広告展開が奏功し集客
に大きく寄与。

売上高：221億円（前年比 108.2％）

「亀梨和也」さんの起用
冬季イルミネーション

「光の街・博多」
「大銀魂展」の開催

JR博多シティ・博多阪急
合同初売り

JR博多シティ News Release

2018年4月5日



①ファーマーズマーケット ②KOKURA♡LOVE クリスマスマーケット 

 

③Good Coffee ＆ Bread Festival 

2018年 4月 5日 

小倉ターミナルビル株式会社 

（アミュプラザ小倉） 

アミュプラザ小倉 

2017年度営業概況について 
 

 

１．2017年度営業概況 

（1）全館売上高・入館お客さま数 

    

 

 

 

 

  【主な要因】 

    ○2017年 4月から 7月にかけて全面改装を実施した地下 1階・1階が好調に推移 

    ○2017年 3月から開始した公式 LINE＠お友達登録者数が 1万人を超え、SNSによる情報発信を強化 

    ○地域、行政と連携した小倉駅周辺イベントへの積極的な取り組み 

    

【好調テナント】 

   ○衣料・雑貨：アズノゥアズピンキー、ベイブルックセレクション、アーバンリサーチドアーズ、 

ルクールブラン エ ペルルペッシュ、エテ、ラッシュ、ジンズ 

   ○飲食・食品：廻転寿司平四郎、天神ホルモン、八天堂 SATELLA、ﾄﾞﾙﾁｪ・ﾃﾞｨ・ﾛｯｶ ｶﾘｰﾉ 

 

【主なイベント】（小倉駅イベント広場での開催） 

   ① ファーマーズマーケット 

        期間：2017年 6月から 9月まで毎月末 

     内容：北九州市、JA北九州市と共催で地元野菜の販売や食物販などを開催 

   ② KOKURA♡LOVEクリスマスマーケット 2017 

     期間：2017年 12月 21 日（木）～24日（日） 

     内容：地元まちづくり団体との共催で実施し、クリスマスシーズンの賑わいづくりに寄与 

   ③ Good Coffee ＆ Bread Festival 

         期間：2018年 3月 23 日（金）～25日（日） 

     内容：北九州市との共催で全国のコーヒースタンドを紹介する Good Coffee監修のもと、全国 

のコーヒーと地元の人気パンが楽しめるイベントを開催 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

全 館 売 上 高：121 億円（前年比 101.0％） 

入館お客さま数：1,390 万人（前年比 102.4％） 



２．2018年度 開業 20周年関連 

 

 

 

○記念ビジュアル 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラストレーター/ イリヤ・クブシノブ 

【プロフィール】 

ロシア出身、日本在住のイラストレーター。 

モスクワの美術学院でデッサンなどを学ぶ。ゲーム会社でデジタルイラスト、モーションコミックの監督 

として働き、2014年からフリーランスで活動開始。第 8回国際漫画賞で銅賞を受賞。 

2016年に出版した画集『MOMENTARY』が国内外でヒット。 

作品は「女性が憧れる女性」をモチーフに描くことが多く、Instagramのフォロワーは 130万人を超える 

など注目を集め、今、もっとも注目されているイラストレーター。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジュアルを人気イラストレーター 

『イリヤ・クブシノブ』氏が描き下ろし！！ 

ビジュアルがＳＮＳで話題に！！ 



2018年4月11日
鹿児島ターミナルビル株式会社

アミュプラザ鹿児島 2017年度営業実績

売上高 ８期連続最高実績を更新しました
アミュプラザ鹿児島の2017年度営業実績ならびに営業概況をご報告いたします。

アミュプラザ鹿児島 2017年度営業実績
（2017年4月1日～2018年3月31日）

全館売上高 ２６４．９億円
（前年売上高 約264.1億円、対前年100.3％）

入館者数 １，７５８万人
（前年入館者数 1,764万人、対前年99.7％）

2017年度は入館者数は前年並みのなか、飲食Ⅲ期改装効果による飲食の好伸長、複合衣料の売上伸長により
売上高は8期連続の最高売上実績となりました。また、インバウンド対応や広場イベント等での地域と連携した
取り組みを積極的に実施したほか、ハウスカード会員優待企画やスタッフの接客力向上への取り組み、お客様
が過ごしやすい環境作りにも注力しました。

2017年度の取組について詳しくは別紙をご参照ください。

（万人） 265



2018年4月11日
鹿児島ターミナルビル株式会社

別紙-1

■営業取組

①飲食Ⅲ期改装及び店舗改装の実施
・本館5・6Fにてレストラン、アミューズメント及び共用部の飲食Ⅲ期改装を実施し新店5店舗を含む8店舗オープン
・その他ファッション、雑貨、カフェなど店舗入替えを含め、合計１８店舗（約3,540㎡）の改装を実施
・これまで立入不可であった観覧車周辺約600㎡を整備、開放し、新しい憩いの場AMU Terraceをオープン

③インバウンド対応のさらなる充実
・92店舗が免税対応し、免税売上（250百万円、前年比178%）と過去最高実績
・店長会や研修での訪日外国人動向の情報共有や簡単な接客表現を学習、春節・国慶節時期の多言語案内板の設置、外国人
スタッフの配置による外国人旅行客との円滑なコミュニケーション環境を整備
・周辺ホテルと連携し外国語版フロアガイドを設置

④JQ CARDの開拓、利用促進
・県内有効会員数は12.2万人（前年+1.1万人）となり、館内のJQ CARD売上シェアは約20%と過去最高

⑥SNSを活用した情報発信
・季刊誌READを廃止し、インスタグラム“AMU_ZINE”を立ち上げタイムリーなファッション情報発信開始
・その他SNSアカウントでもプレゼントキャンペーンやインスタグラマー活用するなど
情報発信を強化しSNS公式アカウント計3.9万人（前年+9千人）のフォロワーを獲得
・インスタグラムAMU_ZINEのPR広告は第43回鹿児島広告協会賞印刷A部門優秀広告賞受賞

2017.7 飲食Ⅲ期改装 2017.12 AMU Terrace オープン2017.8～2018.3 店舗入替改装

インスタグラムAMU_ZINEPR広告

⑤アミュ広場イベントの充実
・年間稼働日数355日、301回イベントを開催、来場者数は84.7万名様と過去最高を記録
・地域のハンドメイド作家や飲食店などが出店するイベント、メディアタイアップイベントを多数開催
・“世界の食の祭典おりんぱく”や、大河ドラマ西郷どん放映に合わせた“西郷祭”、“第2回中央駅ｴﾘｱ西郷丼No.1決定戦”等を初開催
・各大型フードイベントは半数以上の店舗入替えや新アイテムの導入により、前年比“あげぱく”109%、“あいぱく”106%、“ちょこぱく”122%

冬季ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝとｸﾘｽﾏｽﾏｰｹｯﾄ 2018.3 第2回中央駅ｴﾘｱ西郷丼No.1決定戦2017.9 ｱｲｽｸﾘｰﾑ万博あいぱく（3回目）

②シーズンモチベーションやトレンドに合わせた催し
・新規企画“雨の日キャンペーン”やSNSを使ったプレゼント企画などを実施
・館内共用部催事スペースにて季節商品や話題の商品を展開する催事を年約１７０回実施

多言語での観覧車営業案内 多言語企画案内板の設置 免税店一覧の多言語表記ポスターの設置



2018年4月11日
鹿児島ターミナルビル株式会社

別紙-2

■地域を元気にする取組
①AMU WAGON
・4tトラックに内外装を施したラッピングカー。車内は店舗になっており洋服や雑貨の陳列が可能。試着室も設置
・様々な地域に出向き「AMUと変わる？」のテーマのもと、最新ファッションやライフスタイルを提案、実際に“変わる体験”が可能な
リアル体験型プロモーションを展開
・AMU WAGON企画は第43回鹿児島広告協会賞SP部門最優秀広告賞を受賞

②地域連携イベントの開催
・地域の生産者や飲食店が出店するイベントやメディアタイアップなど地域連携イベント
・地域連携221日（年間稼働日355日のうち） / 集客約49万人（年間集客84万人のうち）

2017年度実績（2017.10稼働開始）

②2018.2Shibushiぽっぽマルシェ（志布志市）
志布志市観光特産品協会 主催

イベント参加者約700人

③2018.3いずみ駅感謝祭（出水市）
JR九州出水駅・肥薩おれんじ鉄道 主催

イベント参加者数約3,500人

①2017.10鹿児島純心女子大学大学祭（薩摩川内市)
イベント参加者数約3,000人

・物産展など 実績：回数24回、日数42日間、集客数合計11..3万人
商工会による“商工会まるごと特産品フェア”をはじめ各地の物産展や、農業と福祉に注目した農福マルシェなどを開催

2017年度実績

学生、一般参加者など50名によるﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ、会場限定ﾌﾞｰｽ出店
協力：株式会社アダストリア

志布志鉄道記念公園の地域ﾏﾙｼｪにてｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ及び販売実施
参加：ｸﾘｽﾋﾟｰｸﾘｰﾑﾄﾞｰﾅﾂ、ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

初開催のｲﾍﾞﾝﾄにて地域の出店者と共に販売等実施
参加：ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ、ﾕﾆｸﾛ、ﾗﾝﾄﾞﾘｰ、JQｾｿﾞﾝ

・メディアタイアップイベント 実績：回数7回、日数12日間、集客数合計11.8万人
地元メディア4社によるステージイベント、芸能人によるトークショーやライブイベントを開催

・フード系イベント 実績：回数6回、日数52日間、集客数合計28.9万人
人気フードシリーズ（あげぱく等）では地元店舗の出店を誘致するなど、地域と一緒に開催するイベントへ進化
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鹿児島ターミナルビル株式会社

別紙-3

・その他イベント 実績：回数23回、日数117日、集客数合計28万人
大河ドラマ西郷どん放映に合わせ初開催の“西郷祭”や“みんなで巨大「西郷どん」を創ろう！かごしま西郷ランド”などを実施

③その他

2017.5ﾅﾎﾟﾘ祭(AMU広場会場提供)

2017.7地域祭事“おぎおんさぁ”への参加（山形屋との合同神輿） 2017.12市街地イルミネーション案内マップ作成2017.10、2018.1 山形屋、マルヤガーデンズ三館合同企画

■ES及びCSを向上させる取組
・受講希望の多いカテゴリ研修及び短時間研修の新規導入
・年間16講座20回、約1,700人が受講しお客様のおもてなしの体制を強化
・店長懇親会、全スタッフ対象の交流会を年4回開催し総勢998人が参加

■安心安全な館づくりに向けた防犯、防災取組

・警察署や警備スタッフと常に情報連携した館内巡回や、店舗のトラブル相談に対応、また万引き対策研修を実施
・消防署と連携した本館及びプレミアム館での防災委員会、防災訓練を計19回行い店舗スタッフの防災意識を高める取組を実施

2017.5ﾅﾎﾟﾘ祭(鹿児島TB直営店出店)



 

 

                        ２０１８年４月１３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 ２０１７年度営業実績 

  

５年連続最高売上高を記録！ 

（８年連続で前年売上高も更新） 

 

１． 全体営業概況 

 

売 上 高  ： ２０,９２０百万円（対前年１００．３％、＋６５百万円） 

 

入 館 者 数    ： １１,４９３千人 （対前年９８．３％、▲１９５千人） 

                  

  

 

 

 

開業１７年目を迎えた２０１７年度の売上高は、８年連続前年達成､５年連続で過去 

最高売上を更新し、開業以来初の２０９億円となりました。 

 



 

【主な要因】 

① 前年６月３０日に１階食品・サービス、５階レストランゾーンのリニューアル効果に

よる売上伸長（長崎県警本部・長崎県庁舎移転に合わせたリニューアル） 

※改装実施区画売上前年比１０５％  ※オープン～３月末累計 

② 東急ハンズ、無印良品を中心とした大型店舗好調 

③ かもめ広場等を活用した集客・催事イベントやハウスカード（ＪＱカード）利用のお

客さまに向けた企画の奏功 

  

２．宣伝、イベント等概況 

ストアコンセプト「そこに、愛を。」をテーマに、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、食イベント｢アイスクリーム万博 あいぱく（５月）｣「まちねた

博（９月）」｢チョコレート博覧会 ちょこぱく（２月）｣の充実に加えて、クリスマス時

期には「長崎らしさ」を演出したクリスマスイルミネーション「ナガサキ☆テラス」を展

開し、多くのお客さまにご来館頂きました。 

 

 

 

 

  

アイスクリーム万博 あいぱく 

5階レストランフロア リニューアル 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 長崎まちねた博 

mailto:ishida@amu-n.co.jp
mailto:itoh@amu-n.co.jp
8752055
長方形



                               

                                              

 

 

売上高は過去最高 
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2 0 1 8 年 4 月 1 2 日 

株式会社ＪＲ大分シティ 

 

アミュプラザおおいた 2017 年度概況 

 

アミュプラザおおいたの 2017 年度（2017 年 4 月～2018 年 3 月）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  

 

売 上 高    233 億円（前年比 104.4％） 

入館者数   2,266 万人（前年比 102.1％） 

 

 

 

 

○ 開業３年間の売上推移 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ コメント  

アミュプラザおおいたは 4 月 16 日に開業 3 周年を迎えます。これまで約 6,900 万人のお客

さまにお越しいただき、心より感謝申し上げます。 

2017 年度は九州北部豪雨や台風などの影響があったものの、新店効果、ＪＱカード会員施

策、イベント開催などにより、売上高は過去最高となりました。これは、館（アミュプラザお

おいた）の魅力や、「まち」・「地域」の魅力が多くのお客さまにご支持いただいたものだと考

えております。 

これからも安全安心を基本に、常に新しいモノやコトをご提案し、より魅力的な「アミュプ

ラザおおいた」へと進化していきます。また、地域の皆様や行政との連携を深め、「まち」の

賑わいづくりと「地域」の情報発信に努めてまいります。 

今後ともご愛顧並びに「まち」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。 

 

 

※（）内は前年比 



 

 

                       

  

 
 

２．概況 

2017 年度は九州北部豪雨（7/5・6）や台風（9/17）などの影響はあったものの、これまで

の新店効果や 3 月のリニューアル、ＪＱカードによる顧客の伸張により、売上高は過去最高

となりました。 

○ 「アミュ」の魅力づくり 

   リニューアルによる話題性のある新店舗の誘致や季節感のある催事の開催 

お客さまのニーズに応え、開業以来新店を誘致して参りましたが、3 月に「新しさ」「話題

性」「日常感」「親しみやすさ」「楽しさ」をキーワードにグランドリニューアルを実施し、22

店舗が新規出店しました。また、衣料や身の回り品といったファッション関連アイテム、大

型店をはじめとする生活雑貨が特に好調に推移しました。 

クリスマスやバレンタインなどの季節のニーズに対応した催事や話題の店舗出店などを

期間限定で開催し、ご来館動機や話題づくりにつなげました。 

 

おトクな「ＪＱカード」の会員増とさらなる魅力の向上 

ＪＱカードの会員は順調に拡大しており、9 月には 10 万人（申込ベース）を突破しまし

た。会員施策（ＪＱカード 5％OFF、ＪＱカード 10％OFF など）もご好評をいただいており、

2 月～3 月にはお買い上げ 15 万円以上の会員さまへの優待施策やＪＱカードとＳＵＧＯＣＡ

のポイントおまとめ施策により、さらなるＪＱカードの魅力づくりを行いました。 

 

年間を通じて多くのイベントやワークショップを開催 

大分駅前広場や屋上ひろばなどでイベントやワークショップを年間 430 回開催し、集客や賑

わいを創出しました。 

＜主なイベント＞ 

 大分駅祭り、府内戦紙、まちなか文化祭、ジブリスタンプラリー、おおいたマルシェ など 

＜主なワークショップ＞ 

 鉄道神社茅の輪づくり、そば打ち体験、お茶会、芸術家によるものづくり など 

 

○ 「まち」の魅力づくりと「地域」の情報発信 

まちなかの皆さま、行政、地域の皆さまとの連携深度化や広域化に取り組み、まちの魅力

や賑わいづくり、地域の情報発信に努めました。 

 

まちなか連携 

 商店街や大型商業施設及び行政と連携し、話題づくりや集客・回遊施策を実施しました。

9 月には「オシャレ」をキーワードに経済団体とも協力して、中心市街地の回遊性と働き方

改革を目指した「まちなか OSHARE 月間」を初開催しました。 

 ＜主な連携施策＞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（4 月、10 月、2 月）など 

 

   情報発信プラットフォーム化を推進 

昨年 11 月には県内 4 市の竹灯籠が勢ぞろいする「竹あかり」イベントを開催し、地域の

皆さまと共同で各市の魅力を発信しました。大分駅前広場の大型ビジョンを活用した、県や

各市のＰＲも実施しております。また、7 市 1 町が進める大分都市広域圏と連携し、地域の

魅力や情報を駅で発信する協定を締結しました。 
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