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■フロア構成

■ストアコンセプト
楽しいから来た。親切だから買った。

博多阪急は、暮らしの学校

博多阪急は、お客様それぞれの関心事を一つひとつ売場化した『ワールド』の集合です。このワールドでは、専門性
のある品揃えにとどまらず、いつでも新しいモノ・コトを『発見』、『体験』、『実感』できる楽しい仕掛けを通して、自分らしい
暮らし方、ライフスタイルのヒントをご提案します。博多阪急は、『暮らしの学校』です。

■お客様像

『若々しい感性を持つ女性』と『そのご家族』

フロア

８ Ｆ

『チャーミングプラザ』

７ Ｆ

リビング用品（食器・タオルバス用品・寝具）
文具／ギフトカウンター／商品券
ベビー・こども服／玩具／絵本
イベントホール『ミューズ』

母・娘で楽しむ
リビング用品
売場

6 Ｆ

紳士服／紳士洋品雑貨
紳士靴／紳士バッグ
時計／ゴルフ用品／トラベル用品／カフェ

“すてきなご主人メイキング”
をテーマにした紳士服売場

5 Ｆ

婦人服／大きいサイズの婦人服
ブラックフォーマル／婦人肌着／レストラン

『ハナコおしゃれワールド』

４ Ｆ

婦人服／婦人靴／婦人バッグ／カフェ

『ＯＬ御用達ワールド』

３ Ｆ

婦人服／婦人靴／アクセサリー／化粧品
メディアステージ 3

Ｍ３Ｆ

婦人服飾雑貨／化粧品／カフェ

２ Ｆ

婦人服／アクセサリー

１ Ｆ

ウェルカムホール
アクセサリー／化粧品／服飾雑貨／メガネ
インターナショナルブティック／メディアステージ 1

Ｂ１Ｆ

食料品

【メインターゲット】

ハナコ５０

旬のおしゃれを
楽しむ

●旬のおしゃれを楽しむ

ＯＬ２５

いつまでも若々しい

『ワールド』の展開

催場／『イングススポーツ』／フードコート
婦人服／婦人靴／婦人服飾雑貨
リサイクルショップ／生活支援・介護用品

情報に敏感で、フレッシュな感覚で毎日を楽しむ『若々しい感性を持つ女性』と『そのご家族』を博多阪急のお客様像と
捉え、メインターゲットを、『いつまでも若々しい ハナコ５０※１』と『旬のおしゃれを楽しむ ＯＬ２５』に設定しました。

●いつまでも若々しい

おもな取り扱いアイテム／施設

『こどもの百貨店』

ハナコ５０

ＯＬ２５

元気でアクティブな

トレンドに敏感な

育児を楽しむ

ヤング

ママとパパ

シニア

たいせつな「家族」
※１ ハナコ５０…１９８８年、マガジンハウス社が創刊した雑誌『Ｈａｎａｋｏ（ハナコ）』に影響を受けた、消費に積極的な５０歳前後の女性

■店舗概要
店舗名称
所在地
営業フロア
営業面積
初年度売上高
総投資額
店長

1

博多阪急
福岡市博多区博多駅中央街 1 番 1 号
地下 1 階 地上 8 階
42,000 ㎡
370 億円
200 億円
取締役専務執行役員 柳澤 興平（やなぎさわ こうへい）

『ＨＡＫＡＴＡ ＳＩＳＴＥＲＳ』

『ＵＭＡＣＨＩＫＡ！（うまちか）』

■博多阪急の見どころトピックス
モ

ノ

博多阪急は、世界で初めてのターミナル型百貨店、阪急うめだ本店で
培ったノウハウ、「おしゃれで楽しい百貨店」という阪急らしさを、ここ JR 博
多駅でも最大限に活かしてまいります。

●世界初！ 日本初！ 九州初！ の初物づくし
福岡、そして九州に“今までなかっ
た”品揃えで、新風を吹き込みます。
例えば、ワールドワイドなファッション
誌『エル』とコラボした『エル・カフェ』は、
世界で初の試み（→P.06）。ファッション
では、ユナイテッドアローズが新たに展
開するウィメンズのストアブランド『ア
ーキペラゴ ユナイテッドアローズ』が
博多阪急でデビュー（→P.05）するほ
か、日本初登場が約 10 ブランド、九
州初登場が約 70 ブランドと満載で
す。
さらに、『（株）モン シュシュ』のロールケーキや、『ガトーフェスタハラダ』
のラスクなど、今まで東京や大阪、あるいは通信販売でしか買えなかっ
た話題のスイーツショップ（→P.12）も、九州に初上陸します。

●でかい！ 圧倒的なスケール感
面積規模はもちろんのこと、話題性、先進
性も踏まえた商品ラインアップの拡充を図り、
名実とも No.１の売場をめざします。
トレンドに敏感なヤング女性をターゲットに
した 2・M3・3F『HAKATA SISTERS』では九州
初登場ブランドも含め、日本有数のスケール
で旬のブランドを展開します（→P.05）。また、
阪急うめだ本店でも定評のある化粧品（→
P.04）や、B1F 食料品『UMACHIKA！（うまち
か）』は、九州最大級の売場です（→P.12）。

●博多阪急オリジナルも満載
婦人服の自主編集売場『オンスタイルクローゼット』（→P.06）や、紳士服
のオリジナル企画の『スリープライス・ハカタ・スーツストア フーム』（→P.08）、
食料品では『やまや』との共同開発の明太ブランド『博多辛子明太子 “うま
か”』（→P.12）など、独自性の高い売場や商品もデビューします。

●髙島屋との共同取り組み

●阪急 meets 九州 ―ご当地とのコラボレーション―
阪急百貨店では、これまでも既存店で「九州物産大会」を開催するな
ど、九州の豊かな自然や人、技に着目してきました。
今回、九州への初出店にあたっては、お客様に改めて九州の魅力を
再発見していただく一助ともなればと、ご当地とのコラボレーションに積
極的に取り組みました。
7F のリビング用品売場ではご当地の雑貨の集積コーナーを設けたり
（→P.09）、B1F の『UMACHIKA！（うまちか）』では、地元の素材生産者と
の協業によるお惣菜を販売したりするほか、各フロアでは、地元のプロフ
ェッショナルを招聘したイベントも随時開催します。

（株）阪急阪神百貨店の
持株会社、エイチ・ツー・オ
ー リテイリング（株）は、
（株）髙島屋と業務提携を
行い、協力関係を築いて
おりますが、今回、博多阪
急にも、共同開発商品が
お目見えします。

博多阪急は、お客様の関心事を一つひとつ売場化した『ワールド』で
構成されています。同じ世界観のもとに、カテゴリーの垣根を超えた商品
が一堂に揃うのが特徴です。4F の『OL 御用達ワールド』では、OL の１週
間のコーディネートが、洋服から靴、バッグまで、すべてが揃います（→
P.06）。また、８F の『チャーミングプラザ』では、アクティブなシニアミセスの
“美”を、外面からも内面からもサポートします（→P.11）。

ト

博多阪急は、「モノ」の専門性に加え、“発見”、“体験”、“実感”といっ
た「コト」の楽しさがあふれる百貨店を目指します。

●暮らしのヒントに出会える 全館 20 ヵ所の『コトコトステージ』
『コトコトステージ』は、お客様の関心事とモノを
結びつける仕掛けとして、暮らしがより楽しく、より
豊かになるヒントをご提供し、お客様とのコミュニ
ケーションを図るスペースです。
『博多阪急うまか研究所』（→P.12）や、『子育て
コミュニティールーム』（→P.10）など、ファッション
やグルメ、子育て…ワールドごとにお客様の関心事に即したセミナーや
ワークショップといった『コトコトメニュー』を、毎日実施します。

●最旬の情報を毎週発信 17 ヵ所の催場・イベントスペース
8F 催場では、阪急・阪神の両本店の名物催事を交えながら、食からファ
ッションまでの多彩なメニューを週替わりで展開します。また、7F イベント
ホール『ミューズ』では、外光の入る上質な空間でおもてなしイベントやセ
ミナーを開催します。1・3F の『メディアステージ』では旬の情報を発信、そ
の他各フロアの『イベントステージ』では、ワールドごとのお客様、商品に
合わせた旬のイベントを連打します。

●各フロアの“今”をお届けする メディアビジョン

ハナコ世代が気軽にコーディネート
を楽しめる高品質なリラクシングファッ
ションとして、3 つの婦人服ブランド『ア
ルファエー』『ツールフェイス』『ドゥ トゥ
シェ ケティ』（→P.07）を、食品では、
生地とフィリングの異なる味わいと口
当たりを楽しむサンドスイーツの『ＰＵＲ
Ｅ ＦＯＲＥＳＴ（ピュアフォレスト）』（→
P.12）を展開します。

●ほしいスタイルがすぐに揃う ワンフロアショッピング

コ

●駅チカならではのデパ地下
JR 博多駅という立地の特性上、地元の通勤・通学の方々から、九州内
外からの観光客まで、来店されるお客様はさまざまです。たとえば、洋菓
子売場では「九州ではここでしか買えない」ブランドの味、また、惣菜売
場では、デイリーなおかずから行楽のお弁当までを幅広く取り揃え、あら
ゆるお客様のご期待にお応えするよう取り組みます（→P.12）。

1F エントランス横の『ビッグビジョン』と、ウ
エルカムホール正面の 500 インチ相当の
『ウェルカムビジョン』では、ファッションや
イベントなどの旬のエンターテインメント映
像を、各フロアのエスカレーター、エレベ
ーターホールのビジョンでは、お客様からご応募いただいた映像や店の
イベント情報、ファッション情報を発信します。

●from 博多 to 世界 ―百貨店初のＵstream Studio―
M3F の『HAKATA SISTERS cafe』のイベントステージには、百貨店では
初の試みとして、動画のリアルタイム配信が可能な Ustream Studio を併
設します。地元の学生やクリエーターのパフォーマンスを「博多発・世界
へ」届けます（→P.05）。
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■博多阪急の見どころトピックス
サービス・おもてなし
博多阪急は、当社グループの企業理念『地域住民への生活モデルの
提供を通して、地域社会になくてはならない存在であり続けること』の精
神で、お客様のお買い物をより楽しく、便利にするためのサービスを取り
揃え、お客様をおもてなしする百貨店をめざします。

●売場にはスペシャリストがスタンバイ
売場では、お客様により快適にお買い物をしていただけるよう、専門
知識を取得した有資格者を配しています。
[スペシャリストの一例]
□コーディネートアドバイザー □フォーマルアドバイザー □シューアドバイ
ザー □ファッションジュエリーアドバイザー □出産準備アドバイザー
□眠りアドバイザー □介護用品アドバイザー □日本酒アドバイザー

【プロフィール】
松永 真 Shin Matsunaga グラフィックデザイナー
1940 年東京生まれ。東京藝術大学美術学部卒業。資生堂宣伝部を経て、1971
年松永真デザイン事務所設立。おもな仕事に、「ベネッセ」、「ISSEY MIYAKE」、
「国立西洋美術館」「カルビー」「バンダイ」などの CI 計画、「スコッティ」、「カンチ
ューハイ」「ウーノ」、国際コンペ優勝のフランスたばこ「ジタン」のパッケージデザ
イン、ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ金賞・名誉賞他を受賞した
「PEACE’86」をはじめとする一連の平和ポスターなどがある。福岡県では「西日
本新聞」「田川市美術館｣のシンボルマーク、天神交差点歩道広場のモニュメント
「平和の門」などがある。国内外の大規模な個展も多く、ニューヨーク近代美術館、
クーパー・ヒューイット美術館、ヴィクトリア＆アルバート美術館他、世界各国 80 ヵ
所の美術館などに多くの作品が永久保存。毎日デザイン賞、芸術選奨文部大臣
新人賞、日本宣伝賞・山名賞、紫綬褒章、亀倉雄策賞、東京 ADC 会員賞など受
賞多数。AGI（国際グラフィックデザイン連盟）会員、東京 ADC（東京アートディレ
クターズクラブ）委員、JAGDA（日本グラフィックデザイナー協会）理事、日本デザ
インコミッティー理事他。

全カードの共通特典

もれなくご招待 プレオープン・スペシャル内覧会
開業日前日の 3 月 2 日（水）に開催、１日限りの特別提供品やノベルテ
ィーがひと足お先に手に入る、お楽しみ満載の内覧会です。

●ピンクリボンキャンペーン に協賛しています
“女性にいつまでも健康で美しくあってほしい”…博多阪
急のそんな願いをカードに託し、オープン日までのカー
ドご入会者数に応じて、乳がん撲滅に向けた啓発活動に
寄付をします。
ピンクリボン シンボルマーク

【3 種類のポイントカード】
●エンターテイナー 兼 売場スタッフ
B1F のジュースバー『「りんごの下」 by
フルーツ J』に併設されたステージでは、
売場のスタッフ『博多キッチンバンド』が、
鍋やフライパンなどのキッチンツールを用
いた音楽パフォーマンスを披露します。

カード

◎博多阪急ポイントカード

お客様の幅広いニーズに対応するために、合計３種類のポイントカー
ドをご用意しました。

●事前入会・登録の方を、抽選で豪華イベントにご招待
オープンへの期待感が高まるさまざまな特典もご準備し、すでに多く
のお客様にご好評いただいています。

●お客様が美しく見える照明
博多阪急ポイントカード
商品やサービスを引き立たせるのはもちろんのこと、女性の肌が美しく
見える照明でおもてなしを試みます。小じわや毛穴の凹凸などの肌の欠
点を目立ちにくくする赤みを多くし、肌の色をくすませる緑の成分を抑え
た光を採用します。

●福岡県内や九州全域・山口県への配送もお手軽に
お買い上げの商品、ギフトなどの配送は、福岡県内へ送料 315 円（税
込み）、福岡県を除く九州全エリアと山口県へ、送料 350 円（税込み）で
お届けします。（※クール便など、一部を除きます。）

〇博多阪急プレゼンツ 『プレミアム パーティー』
・会 期
・会 場
・ゲスト

1 月 27 日（木） 第 1 回 13 時～、第 2 回 18 時～
WITH THE STYLE（福岡市博多区博多駅南）
沢村一樹さん、冨田リカさん、平原綾香さん、
亀恭子さん、 YOU さん
抽選で、500 組 1,000 名様をご招待。博
多阪急のファッション、コスメ、スイーツなど
をひと足早くお試しいただけるトライアルブ
ースやエステ体験、宿泊プレゼントなどを
ご用意するほか、ファッションショーやスペ
シャルライブを開催。
WITH THE STYLE イメージ

ショッピングツール
『博多阪急ポイントカード』『博多阪急エメ
ラルドカード』のモチーフをはじめ、博多阪
急のショッピングバッグ、包装紙などのデザ
インは、日本を代表する国際的グラフィック
デザイナーの松永 真（まつなが しん）さん
の手によるものです。
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博多阪急ポイントカード FOR HAKATA SISTERS

〇『ＨＡＫＡＴＡ ＳＩＳＴＥＲＳ』 ファッションパーティー
・会 期
1 月 30 日（日） 開場 16 時半、開演 17 時半～
・会 場
福岡国際センター（福岡市博多区築港本町）
・ゲスト
藤井リナさん、BENI さん、土屋アンナさんほか
抽選で 1,000 組 2,000 名様をご招待。『HAKATA SISTERS』の登場ブ
ランドが一堂にお目見えするファッションショーやスペシャルライブ、プレ
ゼントなどを企画しています。

・入会金・年会費 無料
・お買い上げ１００円（税抜き）で１ポイント
・ご利用は１ポイント＝１円
・当日次のお買い物からご利用可能

◎博多阪急ポイントカード
FOR HAKATA SISTERS
博多が大好き、おしゃれが大好きな女の子た
ち「HAKATA SISTERS」に向けて、オープン前限
定の 3 種類のカードデザインをご用意していま
す。カードデザインには、上から順に、ファッショ
ンモデルの藤井リナさん、マルチ・クリエーターの
リリー・フランキーさん、シンガーのＢＥＮＩさんの話
題の３人が参加。オープン後のデザインは、リリ
ー・フランキーさんを審査員にお迎えしての公募
を実施し、グランプリ作品のデザインを 1 年間採
用します。

◎博多阪急エメラルドカード
（クレジット機能付きポイントカード）
・年会費 本会員：1,050 円
（ご入会時に入会ポイント 1,000 ポイント進呈）
家族会員：420 円（いずれも税込み）
・基本 3％のポイント
1 年間のお買い上げ金額に応じて、翌年から最大 10％のポイント
・博多阪急をはじめ、（株）阪急阪神百貨店の全店舗で
1 ポイント＝1 円で次のお買い物から利用可能
・「アミュプラザ博多」でのお買い上げで 2％のポイント
※200 円（税込み）で 4 ポイント
・その他国内の VISA 加盟店のご利用で 1％のポイント
※ポイント付与、ご利用については一部除外品あり

ANA マイレージクラブ（AMC）会員向け百貨店ポイントサービス
ANA SKY WEB（www.ana.co.jp）にてカード情報を登録してエントリ
ーすれば、ANA マイレージクラブカード（AMC カード）をそのまま博
多阪急のポイントカードとして利用することができます。
※2011 年 2 月中旬よりエントリー受付開始予定
※条件は博多阪急ポイントカードと同様
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アクセサリー/化粧品/服飾雑貨/メガネ/インターナショナルブティック/メディアステージ 1

約 1,000 ㎡の圧倒的スケールで展開する九州最大級の化粧品売場をはじめ、ラグジュアリーブランドのブティックから、こだわりブランドのアクセサリー、
お手ごろ価格のコーディネートパーツまで、毎日でも通いたいエキサイティングなフロアです。

メガネ
●毎日着替えるおしゃれメガネ
『OPTIOPT（オプティオプト）』

化粧品 『HANKYU BEAUTY WORLD』
コスメのラインアップには定評のある阪急百貨店。ここ博多で
も、「なりたいキレイに出会う、知る、体験する」場をコンセプトに、
ブランド数（38 ブランド）、面積ともに九州最大級の品揃えで、
“美の殿堂”を実現します。フェイシャルトリートメントが体験できる
キャビンや、メイクのテクニックを教わるサロンなども完備。

H2O リテイリンググループの（株）阪急アイウェアがプロデュ
ースのメガネショップ。お客様のライフスタイルや生活シーン、
その日の気分やファッションに合わせた“着替え”をご提案しま
す。常時 250 本を揃える『フォーナインズ』をはじめ、人気のア
イウェアブランドからスーパーブランドまで約 30 ブランドの豊富
なラインアップ。

●自然派コスメが充実の 10 ブランド

●こどもメガネ専門店 『ハッピーフェース』

『サボン』『テラクオーレ』『パンピューリ』が九州初お目見えする
など、今注目を集める植物由来のコスメが充実します。

同じく（株）阪急アイウェアによる、関西初のこどもメガネ専門
店『ハッピーフェース』の 2 号店が九州に初登場。安心、安全、
機能性はもちろんのこと、ファッション性を兼ね備えたこどもメガ
ネを常時 200 本以上取り揃えます。お子様がお気に入りのメガ
ネを見つけることができ、笑顔で過ごせるアイウェアライフをサ
ポートします。

●選ぶ楽しさいっぱい 『メイクアップソリューション』
旬のメイクブランドから、スキンケアや、医師が開発に携わっ
たドクターズコスメ、バスグッズまで、約 70 ブランドを集めまし
た。商品を店頭で自由に手にとって選べるセルフスタイル、雑
貨店感覚のバラエティコスメショップです。

服飾雑貨・スイーツ
●類をみないスケールの帽子売場

●テクニックを体感できるメイクブランド
良質なミネラルを配合し、あらゆる肌質の女性から評価の高
い『ベアエッセンシャル』が九州初登場。メイクアップアーティスト
のテクニックを体感できるほか、ヘアメイクとメイクのサロン『メイ
クアップライフ』、まつげエクステが人気の『ケサランパサラン ア
イラッシュデザイニング』など８つのブランドが揃います。

ヘッドドレスや帽子は、『ミサハラダ』『CA4LA（カシラ）』『ヘレ
ンカミンスキー』といったクリエーターブランドを中心に、約 30
坪という広さで展開します。

●お気に入りの帽子を大切に…
帽子工房 ハットステーション

●ネット×リアル店舗のハイブリッド

帽子デザイナーによるセミオーダーをはじめ、サイズお直し
や、傷んだパーツの交換など、お気に入りの帽子をお手入れ
します。

『きれいきれいステーション with @cosme』
化粧品・美容の人気クチコミサイト『@cosme（アットコスメ）』と
コラボレートした、話題のコスメの情報発信基地です。「今、人
気なのは？」「自分に合うものが知りたい」といった声にお応え
するクチコミ情報をお知らせします。売場の端末から、気になる
情報を携帯にダウンロードし店頭へ行くと、サンプルが手に入
ることも！ コスメ通にはたまらないスペースです。

●人気のスイーツが初上陸♪
パリのエスプリが薫る『ラデュレ』は、九州では初登場のショッ
プ。フランスから直輸入するカラフルなマカロンが人気です。

ラグジュアリーブランド
『エルメス』では、九州最大規模のゆったりとした空間で、エ
ルメスの世界観をご堪能いただけます。
『ルイ・ヴィトン』『ティファニー』もラインアップ。

アクセサリー
●ブライダルからクリエーター系まで 41 ブランド

●大切なアクセサリーのケアならおまかせ 『アクセサリーステーション』

結婚後も記念日ごとの思い出としてパーツを足していく阪急限定商品や、手書
きのメッセージや二人のお写真をリングの内側に刻印できる『マイメッセージ』、九
州初登場の『俄（にわか）』など、バリエーション豊かなブランドで近年多様化するブ
ライダルニーズに対応します。『アーカー』『ジャスティン デイビス』『ローリー・ロドキ
ン』など、クリエーターブランドも充実します。

「リングのサイズが合わない」「チェーンが切れた」といったお手持ちのアクセサリ
ーの修理やリフォームを承る工房です。メンテナンスグッズや、なくしがちなピアス
のキャッチなども販売します。

●コトコトステージ
「小顔に見せるテク」「美脚のヒケツ」「ヘアアレンジレッスン」な
ど、見逃せないイベントを毎日開催します。
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『ＨＡＫＡＴＡ ＳＩＳＴＥＲＳ』

“パーティー”を思わせる空間には、最も“旬”のブランドを一堂にラインナップします。
学校や会社からの帰り道、友だち同士でわいわいと騒ぐ…まるで放課後の“溜まり場”のように、
おしゃれが大好きな女の子が毎日をとびきり楽しく過ごせる空間。まさに女の子のための百貨店、それが『HAKATA SISTERS』です。

2F 婦人服
●「モテ×カワ（もてたい×かわいい）」がキーワード

M3F 服飾雑貨
●“プチ・プラ（プチ・プライス）”で買いやすく

キャンパスの図書館をイメージした売場環境に、女性らしいエレガンスをベ
ースにした『バーバリー・ブルーレーベル』『アプワイザー・リッシェ』『スウィング
ル』『ウィルセレクション』『エフデ』の５つのブランドが集合します。

西海岸セレブ御用達で話題の『パンパードガールズ』や、ちょっとしたギフト
にぴったりな『マザーガーデン』などかわいい雑貨がそろう『ＭＧコレット』がオー
プン。

●九州初 『ノジェス』のトータルショップ

●素肌が喜ぶフードコスメ 『スキンフード』

女の子らしい繊細なデザインが人気の『ノジェス』。服飾品がトータルで揃
うショップとしては、九州初お目見えです。春夏は、かわいいモチーフ使いの
アクセサリーとヴィンテージの生地をアレンジしたストール、パッチワーク使
いのバッグなど、洋服とのコーディネートに欠かせないアイテムが揃います。

体にいい食べ物を素肌から取り入れる、韓国発のコスメブランド。カボチャ
やトマト、パセリなどの野菜や、イチゴなどのフルーツから、キャビアまで、さ
まざまの食品を原料にしています。

●新世代の自動販売機コーナー
3F 化粧品
●セレクトメイクコーナー 『メイクパレット』

ニキビケア化粧品の『プロアクティブ』をはじめ、ユニークな自販機が登場。

ヤングに絶大な人気のコスメブランド『Ｍ・Ａ・Ｃ』『ポール＆ジョー』『ジルス
チュアート』ショップのほか、セルフコーナーでは、『ブルーム』や『トゥフェイ
ス』などを特集。「トレンドは絶対チェックしたいけど、お小遣いには限りが…」
がという女の子のための『メイクバー』では、店内の数多くのブランドのテスタ
ー（試供品）が勢ぞろい。ブランドの垣根を超えて納得いくまで比較し、試し
た上で、お買い求めいただけます。また、アイメイクに必須のアイラッシュ（つ
けまつげ）が約 100 種類も揃う『アイラッシュバー』も。

●M3F ワンコインで楽しめる 『HAKATA SISTERS cafe』

●3F メディアステージ 3
トークショー、ファッションデザイナー来店など、女の子たちのおしゃれ心を
刺激するイベントを開催します。

5

ヘルシーで体に優しい約１８種類のジェラードとパニーニなどの軽食＆ドリン
クが気軽に楽しめ、待ち合わせにも最適です。

●M3F イベントステージ ～Ustream Studio 併設～
『HAKATA SISTERS cafe』のイベントステージには、百貨店初のＵｓｔｒｅａｍ
Ｓｔｕｄｉｏを併設。地元の学生やクリエーターのパフォーマンスを「博多発・世界
へ」ライブ配信します。

3F 婦人服
●「カッコ×カワ（かっこよく×かわいい）」派も
「ナチュ×カワ（ナチュラル×かわいい）」派も
女の子御用達、７つのお洋服ブランドと３つの服飾雑貨ブランドが、独自の
世界観を “女の子の大好きなお部屋仕立て”に表現。最旬のファッション選び
が楽しくなる編集売場です。

●日本初のストア 『アーキペラゴ ユナイテッドアローズ』
ユナイテッドアローズとともに話し合いを重ね、誕生しました。さまざまなテ
イストを楽しみたい女性に向けて、複数ブランドによる時代にマッチした新し
いスタイルを提案します。

●『ハウス オブ ジルスチュアート』が九州初登場
コレクションライン、デイリーライン、キッズラインまで、『JILL STUART（ジル
スチュアート）』のすべてが揃います。

●M3F ギャラリースペース

●初顔ブランドがぞくぞく

フロア中央のギャラリースペースでは、地元の専門学校のクリエーターたちの
作品を発表。ヤングのための情報発信拠点となります。

九州初登場の『ドロシーズ』をはじめ、ヤングに絶大な人気のセレクトショップ
『シェルター』『ラグナムーン』『ダズリン モア』『デビー バイ フリーズショップ』
『ビーラディエンス』など、博多阪急オンリーブランドが登場します。
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『ＯＬ御用達ワールド』

ＯＬをお迎えするフロアは、ニューヨークの街並みを思わせるモダンでスタイリッシュな空間です。
婦人服はオンとオフ、そしてセレモニーと、すべてのシーンに対応します。
その他、肌着、靴、バッグ、服飾雑貨からカフェまでが１フロアで揃うお買い物がしやすい環境で、
“今 どきＯＬ”の１週 間 をまるごと応 援 します。

婦人靴
オケージョン、テイスト、グレードを切り口として、５つのゾーン
で展開。同じテイストで買い回りしやすいよう、バッグ売場とのゾ
ーニングも工夫しました。

婦人服
●阪急自主編集売場 『オンスタイルクローゼット』
OL のオンスタイルを、スーツスタイル、ジャケットスタイル、ジ
ャケットレススタイルの３つのスタイルを軸にしながら、ドレスアッ
プの品揃えも加えて自主販売で展開します。
売場の中心となる、阪急オリジナルブランド『スティル アッシュ
スーツ』は、バイヤーがメーカーと企画段階から共同で取り組
み、生地、縫製、デザインと、あらゆる面でこだわりを持ちつつ、
スーツで 19,000 円と手の届きやすい価格帯を実現しました。

●ＯＬ世代のための「コンテンポラリーエレガンス」
●ＯＬならはずせない厳選のブランドラインアップ

通勤＆お仕事靴、おしゃれしてお出かけする日のためのデ
ザインシューズ、結婚式などでドレスアップしたい日のドレスアッ
プシューズなど、OL の毎日をおしゃれに楽しめるシューズを、
シーンごとに集めました。自分の足に合わせてワイズ（靴の幅）
を選べる『リズバリエーション』が九州初登場です。

OL 御用達のエレガンスブランドが充実。関西エレガンスの
代表ブランド『Ｍ-プルミエ』や『ビアッジョブルー』をはじめ厳
選されたブランドがラインアップ。さらに神戸発『プロフィール』
の九州初出店も。

●ハナコ世代のための「エターナル」
婦人バッグ

「足に負担がかかる靴は履きたくないが、おしゃれには妥協し
たくない」という声にお応えした売場です。阪急オリジナルブラン
ド『アトリエアッシュ』は、素材や製法にこだわり、手の届きやすい
価格を実現。また、イタリア・フィレンツェの『サブリナゴラッチ』と
のコラボレーションで生まれたバレーシューズは、イタリア製で
12,800 円と阪急直輸入ならではの価格に。

ＯＬ、ハナコのオン・オフに対応し、４つの売場で構成します。

●ＯＬ世代のためのワーキングドレスアップ
通勤＆ドレスアップシーンに、『サマンサタバサ』『フルラ』など人
気ブランドを集めました。

●リラックスできておしゃれな「カジュアルシューズ」

●スタイリッシュ＆ハイクオリティ

大人気の『ＵＧＧ』をはじめ、『カンペール』『ビルケンシュトッ
ク』『コース』『ミネトンカ』など、おしゃれでリラックス感あふれるカ
ジュアルシューズを集積します。

OL、ハナコのオン・オフともに、上質で高感度なバッグへのニ
ーズに対応。『アッシュ・ペー・フランス エクスクルーシブ』は九
州初出店。人気の『フェリージ』『オロビアンコ』も品揃え。婦人
靴のスタイリッシュ売場と隣接させたこだわりの売場です。

●スタイリッシュな「インポートシューズ」
●ハナコ世代の街へのちょっとしたお出かけに

『ファビオルスコーニ』『サルトル』『トリッカーズ』『ブッテロ』『カ
スタニエール』『ＴＯ＆ＣＯ』のこだわりインポートブランドの売場
です。

携帯電話や化粧ポーチを入れる、感度・品質の高いミニバ
ッグを集めたタウンカジュアルの売場です。『アンテプリマ ミス
ト』は九州初出店。

●上質にこだわった売場、ハイクオリティ
●アクティブ派ハナコのおしゃれカジュアル

『コールハーン』『ヒロフ』『銀座ヨシノヤ』『フタバヤ』の 4 つのブ
ランドショップからなる売場。1897 年創業のデザインと履き心地
にこだわった銀座『フタバヤ』は九州初出店。

●こだわりの修理工房『シューズ＆バッグアトリエ』
｢大切な靴やバッグを長く愛用したい｣とのお声にお応えし、
シューズとバッグの｢リメイク｣メニューを導入。特殊洗浄剤での
クリーニング、補色補正、専用のクリーム仕上げで、本来の美
しさをそこなわない仕上がりに。お持ちのシューズやバッグが
本来の風合いを取り戻します。

●『エル・カフェ』
雑誌「ＥＬＬＥ（エル）」とのコラボレーションで、カフェ、物販を融合
した世界初のファッションカルチャースポット『エル・カフェ』がお目
見え。
内面まで美しくなりたいと願う女性のために、オーガニックやマクロビオティックの要素
を取り入れるなど、女性の美や健康を意識したメニューを提案します。雑誌の誌面で紹
介されるレシピやフードコーディネーターとのコラボ企画も予定しています。また、グロッ
サリーコーナーにはギフトにも最適な世界各国からのおしゃれな食材が揃います。

『アニエスベーボヤージュ』『ラシット』『リサスティックリー』『ヴ
ァネッサブリューノ』など、ハナコのレジャー、ジムなどのアクテ
ィブなシーンに合わせ、おしゃれで機能的なバッグの売場で
す。リュックなどの品揃えも豊富です。

●コトコトステージ
デザイナーによるトークショー、メイク講座、アロマミストづくりな
どで、OL の好奇心をくすぐります。
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『ハナコおしゃれワールド』

「自分の好きなテイストがない」「若々しく見られたい」「お値段がねぇ」「サイズがない」…
そんなおしゃれの悩みを一気に解決する、５F『ハナコおしゃれワールド』。
さらに、カラフルな生活雑貨と上質なライフスタイルを提案する７F リビング用品売場や、複数のブランドを自由に試せる１F 化粧品売場など
全館に若々しくおしゃれなアラフィフ・ハナコミセスの御用達売場が満載です。

ハナコ世代にはおなじみのブランドが展開する新コンセプト
ショップが、博多阪急でデビューします。

婦人服
おしゃれも自分磨きもあきらめない。明確なファッションの好
みがあり、かつ豊かなライフシーンを持つ―そんなおしゃれに
敏感な大人の女性たち、次世代マダムのためのフロアと位置付
け、コンサバエレガンス、コンテンポラリーカジュアル、コンテン
ポラリーエレガンスの３つのテイストを軸に構成しています。

〇『Ｂ・Ｂ・クローゼット』
阪急百貨店が（株）ビギと共同開発した、大人に向けたラ
イフスタイル型のセレクトショップ。自分に似合うものを知っ
ている洗練された大人のために、『レキップ ヨシエイナバ』
『モガ』『プレインピープル』の洋服から雑貨まで、トータルコ
ーディネートを提案します。

●阪急自主編集売場 『スタイリングデイズ』
いつまでも魅力的に輝いていたい…。そんな大人の女性に
向けた 100 坪の大規模ショップ。力の抜けたカジュアル感、ほ
どよいトレンド感、つい買い物したくなるプライス。博多阪急で
デビューする『ドゥ トゥシェ ケティ』『アルファエー』『ツールフェイ
ス』『フレアクラス』の４ブランドと、『アシエンタ』を中心に構成さ
れ、すべて、阪急がメーカーと共同開発したブランドです。

〇日本初登場 『コムサステージ』
『コムサデモード』『ギャバジンＫ．Ｔ』『バジーレ 28』で構
成される、新コンセプトショップ。
〇日本初登場 『‘Ｓ（エス）』
『エポカ』『トゥービーシック』が揃うコンセプトショップ。

●髙島屋との共同開発ブランド

〇日本初登場 『自由区』
ウェアとコーディネートしたい雑貨も取り揃えました。

「ファッションに敏感で、フレッシュで若々しい感性を持つ女
性」をターゲットに、（株）阪急阪神百貨店と（株）髙島屋が、各
お取引先と共同で開発した、気軽にコーディネートを楽しめる
高品質なリラクシングファッションを 3 ブランド展開します。

〇日本初登場 『シビラ』
『シビラ』『シビラブラック』で構成。かわいらしいお皿など
のアイテムもご紹介します。

〇『アルファエー』
「“今”を感じる大人の女性が日常を自由
に楽しめるラグジュアリー感のあるセパレート
＆コンポーネント」がブランドコンセプト。素
材にはシルクやリネンなどナチュラルな素材
を使用した商品を主軸に展開します。

〇九州初登場 『オートヒッピー』
上品かつ洗練されていて、ちょっぴりセクシー。アメリカの
セレブも御用達、ニューヨークでブレイク中のブランドです。
〇九州初登場 『２４イッセイミヤケ』
『プリーツプリーズ』『me』『バオバオ』などで構成される、イ
ッセイミヤケが提案するコンセプトショップです。

〇『ツールフェイス』
「上質で高感度なエレガンステイストを基
調にしながら、気軽にコーディネートを楽し
めるシンプルなカジュアルウエア」を提案。
ジャケットとパンツを軸にした「コンテンポラリ
ーカジュアル」です。
〇『ドゥ トゥシェ ケティ』
「フェミニン」、「上品」、「着心地の良さ」
をキーワードに、ほどよいセクシー感やモー
ド感を取り入れたパンツスタイルを軸とした
日常着ブランドです。
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婦人服
●大好きブランドの新コンセプトショップがいっぱい

●大きいサイズの婦人服『プリュス』
ヤングからミセスまで、１８ブランドが大集合。うち、『ギャバ
ジンＫ.Ｔ』『セラヴィ』『ナラカミーチェ ピュウ』『フランシュリッ
ペ』など、6 ブランドが九州初登場です。
ディンタイフォン

●女性に大人気の飲茶ダイニング『 鼎 泰 豊 』
米紙ニューヨーク・タイムズに「世界１０大レストラン」の１つとして
掲載された台北の点心料理専門店の『鼎泰豊』が博多にオープ
ン。本場の味をゆったりとした空間で楽しんでいただけるレストラン
です。

●コトコトステージ
洋服以外のジャンルも含めて、おしゃれでアクティブなハナコ
たちの間で話題のブランドの期間限定ショップや、ファッションシ
ョー、ガーデニング講座、美をテーマにした講座など多彩なイベ
ントを開催します。

Ｂ１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

Ｍ3Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

紳士服・服飾雑貨

洗練されたベーシックなおしゃれから、若々しい今どきのおしゃれまで、男性ご本人はもとより、女性パートナーがお見立てしやすい
商品構成と売場づくりを重視しました。
「ご夫婦やカップルで楽しむ」をテーマにしたトラベル用品の売場も、福岡最大級の規模で展開します。

紳士洋品雑貨
値ごろ感とほどよい流行をミックスした“博多阪急オリジナルス
ーツ売場”が誕生します。

ネクタイ、ワイシャツ、紳士靴など、手頃な価格で良質な阪急オ
リジナルの洋品雑貨が充実。アイテムごとに色柄、デザインの
バリエーションが一目で分かる“新”洋品雑貨売場に挑戦。

●プライス×クオリティ×トレンドのグッドバランス

●『シューズ＆バッグ リペア工房』

『スリープライス・ハカタ・スーツストア フーム』

靴はもちろん、バッグや革小物まであらゆるレザーアイテムを
修理する工房です。特に大阪・梅田の阪急メンズ館で好評な、
インポートシューズのリペアは、靴本来の美しさを損なわないよ
う、イギリスやイタリアから取り寄せたパーツを採用。ご購入商品
以外でも承ります。

スーツ

限界にチャレンジしてモノづくりに取り組み、19,000 円、
29,000 円、39,000 円の 3 プライスが実現した阪急オリジナル
企画のスーツです。
イタリアを中心に海外の一流テキスタイルから厳選して買い
付けた生地、毛芯使用にこだわった本格縫製、さらには、タイト
なシルエットのスリムフィット、ジャストフィットで着こなすレギュラ
ーフィット、ゆったりとしたスタイルのリラクシングフィットと、フィッ
ト感で選べる３つのモデルを開発しました。

紳士服
ヤングマインドの雑貨とウェアを中心に、“鮮度ある”おしゃれ
を提供します。

●４つのコンセプトショップ
『エディションワークス メンズビギ』『プログレス』『アナザーサイド
スクエア』『アバハウスラストワード』と、人気ブランドのウェアと雑
貨をミックスした、４つのコンセプトショップが誕生します。

ゴルフ用品
『ダンスウィズドラゴン』など九州初登場ブランドも含め１１ブラ
ンドが揃ったゴルフウェアコーナーを中心にした売場です。
女性ゴルファーのための情報サイト「キュルキュル」で紹介さ
れた商品が手に入るゴルフ雑貨コーナーもあり、カップルでショ
ッピングをお楽しみいただけます。

トラベル
ユニセックスで使えるカジュアルバッグを強化した福岡地区最
大級のトラベルコーナー。様々な旅スタイルにあわせ、“着るよう
に身に付ける”バッグにこだわりました。機能性とファッション性
を兼ね備え、ユニセックスで使えるバッグを集積。

カジュアルウェア
お手ごろ価格でありながら、良質でベーシックなアイテムと博
多随一のカジュアルパンツの品揃えが特徴です。アイテムごと
に色柄、デザインのバリエーションが一目でわかる“新”カジュア
ル集積売場づくりに挑戦します。

●メンズコーディネートサービス
専任スタッフが洋服選びのお手伝いやコーディネートをサポ
ート。自然光照明を備えたフィッティングのある専用ルームを
設置し、ゆったりとした空間でお買い物いただけます。

●地元発のファクトリーブランド 『マルア帆布』
ヘルメットバッグなど用途に合わせたユニークなバッグづくりで
ファンの多い、福岡市東区のブランドです。

●『ローゼンタール』
車輪が収納でき、ハンドバッグサイズに折りたためるショッピ
ングカートなどが人気の、ドイツのブランドです。

●コトコトステージ
旬や話題性のある情報を発信します。お客様の学びの場とし
て、洋服やレザーアイテムのお手入れ術、着こなし講座などの
イベントを開催します。
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母・娘で楽しむリビング用品

ＯＬからアラフィフ・ハナコミセスまで、幅広い世代のホームライフの関心事をクローズアップした品揃えを、都会的な洗練された空間で展開します。

リビング用品
●季節感あふれる紙製品売場
季節の挨拶や、ちょっとした贈り物に添えるメッセージカード
などはセンスの見せどころ。そんなおつきあい上手なハナコ世
代に向けて、ステーショナリー売場では、グリーティングカード
や便箋、封筒などの紙製品を充実させました。銀座のレターシ
ョップ『ジーシープレス』の百貨店初登場となるショップ展開など
九州最大級のスケールの品揃えです。

●九州最大級の枕売場
OL に人気の北欧テイストの寝装品売場と、九州最大級の枕
売場を柱とした、心と身体に心地いい、リラクゼーションの世界
です。枕と敷ふとんの売場では、快眠のためのコンサルティン
グも。

リビング用品

●ダイニング＆キッチン

25 才～35 才の OL とハナコ世代をターゲットにした、家庭用
品売場です。最近は、「おうちバー」や「おうちカフェ」といった言
葉が生まれるほど、家での過ごし方が豊かになっています。そ
んな毎日の暮らしを、もっとおしゃれに、もっと便利に楽しめる
商品を取り揃えました。さらに、歳時記やモチベーションにあわ
せた期間限定ショップや、ミニレッスン、ミニレクチャーなど多彩
なメニューで展開するイベントスペースも注目です。

機能とデザインを兼ね備えた、こだわりの食卓・カフェタイム
を楽しむための道具や食器が揃うダイニングキッチンワールド。
自分スタイルの料理に取り組む OL から、豊富な経験を持つベ
テラン主婦まで、幅広いお客様におすすめするキッチン用品を
展開します。

ストゥンド

●北欧スタイルの編集ショップ『ＳＴＵＮＤ』デビュー
デザイン性に優れた北欧の生活雑貨を集めた、北欧スタイ
ルのコンセプトショップが博多阪急オープンと同時に百貨店初
出店。独自の視点でセレクトしたこだわりのテーブルウェア、フ
ァブリック、インテリア雑貨がズラリ。北欧の暮らしぶりを感じるセ
レクトショップです。
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●ステーショナリー
機能的で、カラフルで、キュート。思わずコレクションしたくなる
ようなデザインの文具を中心に品揃えいたしました。
ステーショナリーのエッセンスとも言えるペンは、スワロフスキー
を散りばめたおしゃれなものなど、国内外から約 400 種類。きっ
とお気に入りの一本が見つかります。

●アロマ＆ハーブ・バス雑貨

●コトコトステージ

がんばる女性の癒しアイテムが充実。
植物由来のオーストラリア発ボディケア
ブランド『パーフェクトポーション』やカラ
フルでキュートなデザインが人気の、石
鹸ブランド『神戸トランスパラン』が九州
初登場するほか、地元九州の手づくり
石鹸工房『暇楽（からく）』や、ギフトにぴ
ったりのスイーツモチーフで人気の
『コスメパティシエ』など、“見て、使って
楽しい”アイテムが揃います。

歳時記に合わせた期間限定ショップ、アロマ手づくり教室、
美と健康の講習会、料理研究家トークショー、絵付けオリジナル
お箸づくりのミニレッスンなどのイベントが盛りだくさんです。

Ｂ１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

Ｍ3Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

『こどもの百貨店』

「こどもたちの笑顔と未来のために」いい子に育ってほしいと願うママとパパのために､子育てライフが楽しくなる『こどもの百貨店』として提案します｡

●福岡では最大級 100 ㎡ ベビールーム
助産師が週 5 日常駐し、子育ての相談を受けるスペースや、離乳
食を食べさせてあげるためのスペース、家族がゆっくり待てるレスト
スペースを充実させます。オムツ替えのベッドや授乳室などの基本
施設も完備し、快適な空間の中で赤ちゃんのお世話をすることがで
きます。

こども服
●キッズファッションは、九州初出店が７ブランド
自分流のこだわりや、流行の最先端に触れてきたおしゃれ好
きのママたちのために、セレクトショップ系ブランド、高感度カジ
ュアルブランドを集めました。
『イペールシック・トーキョー』 『カムチャット&クローゼット』
『ブリーズ スクエア』 『エーキャンビー』 『ジェニィ』
『ズッパディズッカ』 『b-Room』

●『子育てコミュニティールーム』
「こどもたちの笑顔と未来のた
めに」をコンセプトに、コミュニケ
ーションのある暮らしを追求して
います。
さまざまな子育て情報を発信
するコミュニティーの場となる九州
百貨店初の取り組みです。

●こども靴
大人顔負けのファッションシューズ、こどもの生活シーンにあ
わせたシューズ、足の健康と成長をサポートするシューズなど
博多阪急が自信を持ってセレクトしたこども靴売場です。ショッ
プスタッフがお子様の足にあったシューズをご提案いたします。

●雑貨
服飾雑貨は、メンズ、レディースの大人用デザインの商品を
そのまま小さくしたような、カッコカワイイアイテムを取り揃えてい
ます。

●『こどものいえ』
おうちにみたてたスペースには､こどもたちが毎日ふれる生活雑
貨や知育玩具､絵本など､親子のおうち時間を充実させるすてきな
アイテムを､クオリティーにこだわって集めました。

●キッズフォトスタジオ『バンビーニスタジオ』

●『あそびの広場』
お子様が絵本を読んだり､遊具で遊べる広場｡
ママやパパと対面で一緒に遊べて､お子様が遊ぶ姿を見守りなが
らおくつろぎいただけます｡

ファッションのコーディネート､ヘアメイクと撮影は､すべてプロが
手がけます。お宮参りや七五三、入園・入学などの“ハレの日”だ
けではなく、日々の成長も記録したい、大人のファッション誌顔負
けの素敵な写真がとれるスタジオです｡

月曜日
…ママの集う日
おもちゃづくりやスクラップ本など「手作り教室」、音楽鑑賞や
ママトークなどママ友との出会いの場を提供。
☆講師：「子ども文化コミュニティ」
火曜日
…こどもの体と心の日
こどもの食事や栄養バランス、授乳期のママの食事など「栄養
の取り方教室」や薬の知識などを学んでいただく。
☆講師：ＮＰＯ法人こどもとくすり（代表：中村守男氏）
水曜日
…ベビーマッサージの日
夜泣き、便秘、咳などぐずる赤ちゃんにマッサージ。わらべ歌
やリトミックなどママとベビーの楽しい時間の過ごし方を学ぶ。
☆講師：オレンジまま（代表：大江田由美さん）
木曜日
…体操の日
親子で楽しくカラダを使っての「親子体操」。子どもと一緒にで
きる「ママ体操」など健康な子育ての技を学ぶ。
☆講師：ＭＩＫＩファニット （代表：太刀山美樹さん）
金曜日
…絵本の日
絵本の読み聞かせの教室。本読みだけでなく、手遊びやわら
べ歌も交え､歳時記の行事も学ぶ。
☆講師：語りの森 （代表：富原美智子さん）
土曜日
…パパの子育ての日
「パパの読み聞かせ」「パパのベビーマッサージ」「父子体操」
などパパと子どもの触れ合いを楽しむ教室。
☆講師：ファザーリングジャパンＱ-ｓｈｕなど
日曜日
…3 世代が集う日
「写真撮影会」「和紙漉き教室」などを祖父母とママ＆パパ、こ
どもの３世代の楽しめる思い出づくりの場。
☆講師：「リトルママ」「子づれＤＥ ＣＨＡＣＨＡＣＨＡ」
「西日本新聞社」

●『わくわく広場』
ワークショップや実験など､お子様が参加､体験することでわくわ
くしながら新しい何かと出会い､学べるメニューをご用意します｡
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『チャーミングプラザ』

催場/イングススポーツ/レストラン

いつまでもいきいきと輝いていたい、元気なアクティブシニア世代のワールド『チャーミングプラザ』。
おしゃれや、お出かけが楽しくなる、さまざまなモノとコトが 1 フロアで揃います。
さらに、健康な暮らしのためのスポーツをご提案する『イングススポーツ』、九州名物料理専門店５店舗が勢揃いしたフードコート『九州のれん茶屋』、
各地の物産展など多彩な催事を展開する『催場』など、幅広い層のお客様に楽しいひとときを過ごしていただけるフロアです。

『チャーミングプラザ』
アクティブシニアミセスの関心事を、カテゴリーにとらわれずに編
集した売場です。2,200 ㎡の売場面積で、お買い物の場というだ
けでなく、ライフスタイルのヒントが見つかります。

●婦人服
豊富なカラーや素材のバリエーションを切り口に、さまざまなア
イテムが勢揃い。ほしいものが見つかる楽しさ、簡単に選べる楽し
さがいっぱいです。

●婦人靴
コンフォートシューズに特化した婦人靴売場では、計測やカウ
ンセリングでぴったりの一足を選ぶことができます。中敷での調整
やオーダーメイド靴の承りなど、充実したサービスを提供。

スポーツ用品 『イングススポーツ』
水着、トレッキング、ラン＆フィットネス、シューズの４つのコーナ
ーで構成されます。
水着コーナーはレディースを中心にメンズ、ジュニアも展開し、
規模は福岡地区随一。トレッキングコーナーはレディース中心に
ビギナーから中級者まで安心の品揃え。シューズコーナーでは、
ウオーキングタイプを中心に、ランニング、フィットネス、トレッキン
グと豊富な商品展開を行います。
ラン＆フィットネスのコーナーでは、『CW-W』『スキンズ』『C3fit』
など、全てのスポーツの基礎となるコンプレッションアンダーウェ
ア（着圧設計の機能性肌着）の品揃えを充実させました。

●生活サポート用品
『ハートニングハウス』は、シニア世代の快適な暮らしをサポート
する売場。ステッキ、着脱がスムーズなウェア、老化予防として話
題の脳トレグッズなどを取り揃えています。

●婦人雑貨
帽子、傘、バッグ、財布、アクセサリー、タオルハンカチ、レース
小物、フォトフレームなどのルームアクセサリー、ハガキ、ぽち袋
など、女性の好きなアイテムが「雑貨屋さん」感覚で揃った売場。
気に入った商品を見つけながらお買い物できる楽しみがありま
す。

らく ほ どう

●『楽歩堂』
「足元からの健康」をコンセプトに、計測はもちろん、歩行の
癖や身体のバランスなどを分析し、自分の足にあった靴選びを
きめ細かくサポートしてくれると話題の群馬のショップ『楽歩堂』
が九州初出店。
靴の先進国ドイツのシューマイスターの技術が生きるインソー
ルは、アスリートはもちろん、外反母趾に悩む方からも人気です。

（株）阪急アイウェアがプロデュースするメガネ店『オプティオプ
ト』から、新たに老眼鏡のみを取り揃えた『オプティオプト for リーデ
ィング』が初登場。手元を快適に見ることができ、ファッションに合
わせてコーディネートができる、若々しくておしゃれなシニア向け
メガネが常時 300 本以上揃います。

フードコート『九州のれん茶屋』

●『蘇州林』

●『チャーミングステージ』

地元九州の専門 5 店舗からなるセルフスタイルのフードコート。気軽に食べられる料
理、スイーツメニューがいっぱいです。全 100 坪、140 席で展開し、お一人様席もご用
意。お買い物途中に気軽に立ち寄れるのはもちろん、遠方からのお客様には、ワンストッ
プで九州の味をお楽しみいただけます。

長崎ちゃんぽん、皿うどんの『蘇州林』が長崎新地中華街から初めて県外に出店。特
製ちゃんぽん麺にコクのあるスープを染み込ませ、職人が丁寧に仕上げます。野菜たっ
ぷりのちゃんぽんが女性に大人気。

お客様自身の趣味の発表や作品展示を通して、仲間づくりを
応援します。また、気軽に試せるワークショップやミニセミナーな
ど、学べるイベントも開催。これからの人生をいきいきと過ごせるヒ
ントがいっぱいです。

●『甘参道』
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●シニアメガネ

●『チャオペペジーオ』

福岡大宰府を代表する銘菓『梅ヶ枝餅』でおなじみの『かさの家』がプロデュースする
甘味処。焼きたての梅ヶ枝餅と抹茶のセット、わらび餅、クリームぜんざいと甘味が充実。
『梅枝餅（ばいしょうもち）』はここでしか味わえない新商品です。

福岡で人気のカジユアルイタリアンレストラン『ペペチーノ』の生パスタ専門店。自家製
麺のパスタは、デュラムセモリナ粉を 100％使用しており、モチモチした食感をお楽しみ
いただけます。地元料理のがめ煮やもつ鍋をアレンジしたメニューも今回、新たに登場
予定。

●『カレー倶楽部ルウ』

●『麺処 中世博多うどん』

昭和54年宮崎県都城市で創業。Twitterでも人気爆発のご当地カレーです。チキン南
蛮とスパイシーなカレーソースが絶妙な「チキン南蛮カレー」をお楽しみください。甘口の
キッズカレーもご用意しております

博多はうどんが中国から最初に伝わった土地と言われています。古くから博多に伝わ
る製麺法を生かした麺に、かつおだしをじっくりきかせた、うどん専門店です。

●コトコトステージ
『チャーミングプラザ』では、染めの体験会、博多織の実演、各
種セミナーなど、『イングススポーツ』では、骨強度測定会、ランニ
ングクリニック、ウオーキングクリニックなど、多彩なイベントを開催
します。

Ｂ１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

Ｍ3Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

ＵＭＡＣＨＩＫＡ！ （うまちか）

会話がはずむ話題のモノとコトが満載の九州最大規模のデパ地下ワールドです。
食の体感スペースやジュースバー、フードコートなどのくつろぎのスペースも充実させます。

フードブティック
もらった人も買った人もティータイムやデザートタイムに会話
がはずむ、話題のお菓子の売場です。

マルシェ
●人気メガ級ショップ６店が一堂に揃うのは
日本全国でも博多阪急だけ

キーワードは“地産地消”と“地元うまいもん”。毎日のお買い物と食卓
での会話がはずむ、モノとコトが満載の日常使い売場です。

『クラブハリエ』のバウムクーヘン、『㈱モン シュシュ』の堂島
ロール、『アンリ・シャルパンティエ』の生洋菓子、『ガトーフェスタ
ハラダ』のラスク、『黒船（QUOLOFUNE）』のカステラなど全国的
にも話題、手に入りにくい稀少ブランドが九州初登場。

●鮮魚
九州近海の丸物を、朝・昼・夜の時間帯別ニーズに合わせてご提案す
る“魚屋さん”。玄界灘でとれた逸品干物専門店『博多・大石』や、地元の
明太子屋さんとコラボで開発した阪急限定明太子ショップ『博多辛子明
太子 “うまか”』も登場します。

●地元で大人気のスイーツも集合

野菜、果物を、お客様の必要な量だけ、量り売りするスタイルの“八百
屋さん”。また、白菜のざく切り、カボチャの角切りなど、自宅ですぐ使える
野菜のオーダーカットもいたします。地元農家からの朝採り野菜も。

博多で人気の『ルセット・マリナ』『アンジェココ』が出店。さらに、
ぷりんどらで有名な『菊屋』がつくるシュークリーム専門店『クリ
ーミィ』、佐賀の果物屋さんがつくるフルーツタルト『果実工房
新 sun』など九州の有名パティシエやショップとコラボした博多
阪急ならではの一品特化ショップも。

●精肉

●『ＰＵＲＥ ＦＯＲＥＳＴ（ピュアフォレスト）』

肉のオーダースライスから、オープンキッチンによる半加工品メニュー
までがある“肉屋さん”。佐賀和牛の専門店『いとう』、鶏肉の専門店『地鶏
諸鳥 鳥芳』も登場します。

生地とフィリングの異なる味わいと口当
たりを楽しむサンドスイーツ。髙島屋と
の共同開発商品です。

●青果

●日配
●充実した和菓子のラインアップ

熊本県の逸品豆腐専門店『たしろ屋』など、日常のこだわりを集めた
“お台所逸品”が充実しています。

『長岡京 小倉山荘』『叶匠壽庵』『とらや』など全国で有名な和菓
子ショップが登場。また、手みやげに最適な九州土産の名店と、
郷土の食文化を伝える全国銘菓・銘品が集まった九州一の集積
ショップ「銘菓・銘品『日本の味』」を展開いたします。

●グロッサリー
オリーブオイルの量り売りを行い、対面販売の充実を図るほか、製菓材
料コーナーの品揃えはプロ級です。

●惣菜～九州の味 九州のプライス～

●『阪急うまか食堂』

誰もが知っているデパ地下ブランドに加えて、宮崎県のトンカツ『みや
ちく』をはじめ、地元のお惣菜屋さんと一緒に取り組んだこだわりおかずメ
ニューが多彩に登場。また、マルシェの魚屋さん、八百屋さん、肉屋さん
の素材のプロたちがつくる焼魚・煮魚、サラダ、コロッケ・トンカツなど、お
かずメニューも豊富。

●イートデリ
「パターン化し飽きてきたランチメニューを充足させたい」というニーズ
にお応えし、地元で人気の餃子専門店『博多一口餃子 うま馬』やカレー
専門店『博多名店 ナイルカレー』、ステーキハウス『蜂』のハンバーグな
ど、６つの名店がイートインもできる博多阪急ならではの惣菜ショップとし
てデビューします。

パン
●阪急ベーカリーショップ
店内厨房で焼き上げた、惣菜パン、菓子パン、食事パン、全 70 種が
すべて１００円のパンショップ。

阪神梅田本店のベストセラー『いか焼き』をはじめ、佐賀『から
つバーガー』など、大阪、九州を中心にした有名ご当地グルメの
フードコートが約 100 席。列車に乗る前のお食事処として、ま
た、テイクアウトして列車内でもお楽しみいただけます。

●「りんごの下」
フレッシュジュースとジェラートの専門店もある、店内の待ち合
わせスポット。博多駅の玄関口としてフロアの中心に設置しま
す。洋菓子売場でお求めのケーキのお持ち込みも OK です。

●博多キッチンバンド
定時になるとフロアスタッフによるキッチンバンドが、鍋やフラ
イパンなどキッチンツールでパフォーマンスを行うステージも併
設。お買物の合間にお楽しみください。

●食の安全 『QUALITA（クオリタ）』
店頭で販売している商品の情報を公開しています。店頭に設
置しているパソコンから、原材料、アレルギー原材料や添加物の
有無、カロリーなどの情報を入手できます。

●『博多阪急うまか研究所』
実生活に役立つ料理教室や、食への好奇心にお応えするセミ
ナー、さらにはコミュニケーションの場としてお客様にご利用いた
だけるイベントスペースが登場します。
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Ｂ１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

Ｍ3Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

各フロアの飲食施設

フロアの特徴に合わせたカフェ、レストランを設置。ランチに、お買い物の合間のひとときに、待ち合わせにと、さまざまなニーズにお応えいたします。

１F

●ウェルカムホールで待ち合わせ『ウェルカムカフェ』

駅前広場から博多口側のメインエントランスを入ると、高さ約15ｍの吹き抜け空
間『ウェルカムホール』がお客様をお出迎えします。ホール内の『ウェルカムカフ
ェ』は、コーヒー、ソフトドリンクをはじめ、ワインなどの軽いアルコールを楽しみな
がら、お待ち合わせやご休憩に朝から晩までご利用いただけます。

８F フードコート『九州のれん茶屋』
地元九州の専門店 5 舗からなるセルフスタイルのフードコート。気軽に
食べられる料理、スイーツメニューがいっぱいです。全 100 坪、140 席で
展開し、お一人様席もご用意。お買い物途中に気軽に立ち寄れるのはも
ちろん、遠方からのお客様には、ワンストップで九州の味をお楽しみいた
だけます。

●『甘参道』
M3F

●ワンコインで楽しめる『HAKATA SISTERS cafe』

ヘルシーで体に優しい約 18 種類のジェラードとパニーニなどの軽食＆ドリンクが
気軽に楽しめるセルフスタイルのカフェです。カフェ内のイベントステージでは、
百貨店初のＵｓｔｒｅａｍ Studio を併設。地元の学生やクリエーターのパフォーマン
スが、世界へライブ発信されます。

４F

●雑誌『ＥＬＬＥ』とのコラボレーションカフェ『エル・カフェ』

雑誌「ＥＬＬＥ（エル）」とのコラボレーションで、カフェ、物販を融合した世界初の
ファッションカルチャースポット『エル・カフェ』がお目見え。 内面まで美しくなりた
いと願う女性のためにオーガニックやマクロビオティックの要素を取り入れるなど、
女性の美や健康を意識したメニューを提案します。雑誌の誌面で紹介されるレシ
ピやフードコーディネーターとのコラボ企画も予定しています。また、グロッサリー
コーナーにはギフトにも最適な世界各国からのおしゃれな食材が揃います。

福岡大宰府を代表する銘菓『梅ヶ枝餅』でおなじみの『かさの
家』がプロデュースする甘味処。焼きたての梅ヶ枝餅と抹茶のセッ
ト、わらび餅、クリームぜんざいと甘味が充実。『梅枝餅（ばいしょう
もち）』はここでしか味わえない新商品です。

●『カレー倶楽部ルウ』
昭和54年宮崎県都城市で創業。Twitterでも人気爆発のご当地
カレーです。チキン南蛮とスパイシーなカレーソースが絶妙な「チ
キン南蛮カレー」をお楽しみください。甘口のキッズカレーもご用
意しております。

●『蘇州林』
ディンタイフォン

５F

●『女性に大人気の飲茶ダイニング『 鼎 泰 豊 』

米紙ニューヨーク・タイムズに「世界１０大レストラン」の１つとして掲載された台北
の点心料理専門店の『鼎泰豊』が博多にオープン。台北本店と変わらぬ味の「小籠
包（ショーロンポー）」は、熟練した点心師のなせる技です。ご友人やご家族ととも
に、手作りの味をゆったりとした空間で楽しんでいただける本格レストランです。

６F

●『カフェ・レジャン 珈琲舎のだ』

地元福岡のコーヒー専門店『珈琲舎のだ』の新展開のカフェ。サイフォンで淹れ
たコーヒー、スイーツはもとより、ランチも落ち着いた雰囲気の中でお楽しみいただ
けます。

長崎ちゃんぽん、皿うどんの『蘇州林』が長崎新地中華街から初
めて県外に出店。特製ちゃんぽん麺にコクのあるスープを染み込
ませ、職人が丁寧に仕上げます。野菜たっぷりのちゃんぽんが女
性に大人気。

●『チャオペペジーオ』
福岡で人気のカジユアルイタリアンレストラン『ペペチーノ』の生
パスタ専門店。自家製麺のパスタは、デュラムセモリナ粉を100％
使用しており、モチモチした食感をお楽しみいただけます。地元
料理のがめ煮やもつ鍋をアレンジしたメニューも今回、新たに登
場予定。

●『麺処 中世博多うどん』
博多はうどんが中国から最初に伝わった土地と言われていま
す。古くから博多に伝わる製麺法を生かした麺に、かつおだしをじ
っくりきかせた、うどん専門店です。
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