
天神地下街マネジメントセンター 

天神地下街  過去最大規模 全20店舗リニューアル!!! 

40周年 ニュー＆リニューアルオープンのお知らせ  

平成28年8月2日 
※8月3日修正版 

天神地下街はお陰様で9月10日(土)をもって「40周年」を迎えます。 
そこで、9月1日(木)から「40周年誕生祭」を開催することに合わせ、過去最大規模となる新店舗10店舗を含む

全20店舗のニュー＆リニューアルオープンを予定しております。 9月1日(木)には12店舗が同時にニュー＆

リニューアルオープン！その他、9月末までに3店舗、10月・11月に5店舗がニュー＆リニューアルオープンします
ので、ぜひご注目ください。今回のリリースでは9月末までにオープン予定の【第1弾】（15店舗）の情報について
ご案内させていただきます。ご紹介いただける機会がありましたらお願いいたします。 

 
 
           
                                           

 
 
 
 

 

9月 店舗オープン【第1弾】 
15店舗がニュー＆リニューアルオープン 

10月・11月 店舗オープン【第2弾】 
5店舗がニュー＆リニューアルオープン 

≪Press Release≫ 

店舗オープン【第1弾】9月に15店舗がニュー＆リニューアルオープン!!! 

【ドクターシーラボ】西１番街 【アルビオン ドレッサー】西８番街 

9/20(金） 
9/1(木） 

NEW OPEN 

9/1(木） 
NEW OPEN 

【チュンスイタン】西６番街 

9/16(金)は、なんと台湾で国民的な人気を誇るタピオカドリンク発祥の 
お茶専門カフェ「春水堂」が待望の西日本初出店！9/8(木)には人気 
の雑貨店「ナチュラルキッチン アンド」が九州初上陸、9/10(土)には 
「アンタイトル」がリニューアルオープンします。 

9/20(金） 

9/1(木) 
12 店舗 
同時OPEN! 

9/1(木)は直営店が西日本初となる「ドクター
シーラボ」や人気のコスメブランド「アルビオ
ン」が独自にセレクトした雑貨も扱うショップ
「アルビオン  ドレッサー」が九州初上陸。 
 
その他、資生堂のオンリーショップ「ボタンヤ 
キャメリア」などの新店舗5店舗に加えて、7店
舗がリニューアル。9/1(木)に全12店舗が同時
オープンします。 

それ以外にも 
注目の店舗が 
続々オープン! 

※詳細はリリース2枚目参照 ⇒ 

※詳細はリリース3枚目参照 ⇒ 
（各店のMAPは、リリース4枚目にございます。） 

CHECK １ 

CHECK 2 

9月 「40周年 誕生祭」  
抽選会や街内にてアートのイベントなどを開催。 

※「40周年 誕生祭」のリリースは8月下旬、「店舗オープン【第2弾】」 
  のリリースは9月の発信を予定しています。 
 

オープン 

イベント 



9/1(木) 

9/6(金） 

 ⑥【ミスターミニット】西2番街 

⑧【ロディスポット】西4番街 

            ５店舗がニューオープン!!! コスメが更に充実！  

「皮膚の専門家である創業
者、城野親徳氏の「一人で
も多くの方の肌悩みを解決
したい・・・」という想いから 
開発されたドクターシーラボ
のメディカルコスメを提案 
します。 

9/6(金） ①【ドクターシーラボ】西１番街 
②【アルビオン ドレッサー】西８番街 

アルビオン、エレガンス、イグニス、
インフィオレ、エレガンスクルーズ
といった人気のスキンケアブランド
の商品に加えて、ライフスタイルを
豊かに演出するセレクトした雑貨
をラインナップしたショップ。コスメ
を自由にお試し頂ける他、奥の
テーブル席にてカウンセリングに
よるアドバイスも実施します。 
 

〜上品でありながら
も、ほどよく肩の力
のぬけたおしゃれを
楽しみたい〜 
 
そんな想いを持つ
女性に向けた大人
きれい目スタイルを
提案します。 

④【ミューズ リファインドクローズ】    
  東５番街 

9/1(木） 
NEW OPEN 

⑤【レ・トワ―ル・デュ・ソレイユ】東5番街 

1860年にフランス最南
端カタロニア地方にて 
誕生した、フランスでは
重要文化財に認定され
ているテキスタイル 
ブランドです。 
 
カラフルなストライプが
特徴で、バッグからエプ
ロンまで様々な商品が
揃います。 

③【ボタンヤ キャメリア】西4番街 

 

「なりたい肌を手に入れる」をテーマに
資生堂の最新コスメを揃える、これま
でにない資生堂のオンリーショップ。
店内には超音波とイオン導入を取り入
れた最新エステコーナーも併設します。 

天神地下街 
限定商品も販売！ 
 

9/20(金） 

9/1(木) 
12 店舗 
同時OPEN! 

７店舗がリニューアルオープン!!! 

すべてのシーン、 
すべての物に、女の子 
の特権「かわいい」の 
エッセンスを散りばめた 
アイテムを展開します。 
 
 

スペイン・バルセロナ発祥の九州で 
ここだけのアートキャンディ専門店。 
40 周年限定ロリポップも販売します。 
 

20周年を迎える人気の 
レディスブランド「ビス」。 
「Bloomin’ Everyday. 
つなぐ、咲かせる、私の毎日。」 
をテーマにオンもオフも活躍 
するアイテムを提案します。 
 

⑦【サンリオビビティックス】西2番街 ⑨【銀座セキネ】西4番街 ⑪【ヴィドフランス】東1番街 

 
焼きたてパンやサイフォンコーヒー 
を店内でお召し上がりいただけ 
ます。天神地下街限定の「天神 
地下街あんぱん」も新発売します。 
 
 

 
 
ベルギーの石畳の街から日本に 
上陸して約40年。リフレッシュした 
店内で、大切な靴やバッグを長く 
使うお手伝いをいたします。 
 

 
 
 

ミセスを中心に天神地下街創業時 
から愛されている同店では女性の 
「若々しさ」と「美しさ」を引き出す 
コーディネイトを提案します。 

  ティーン～大人女子に向けたキャラクター・ 
 シーズン・ギフトが揃うショップ。 
 九州では唯一のsanrio vivitix店舗です。 

⑫【パパブブレ】東6番街 ⑩【ビス】西10番街 



9/20(金） 

9/16(金） 
NEW OPEN 

⑮【チュンスイタン】西６番街 

1983年創業。 
台湾で国民的な人気を誇るお茶専門カフェ 
「春水堂（チュンスイタン）」が待望の西日本初出店です！ 
 
タピオカミルクティーの発祥の店として人気の台湾カフェで、 
こだわりの茶葉の本格タピオカミルクティーをはじめ無添加で 
手づくりにこだわった30種類以上のお茶やドリンクが自慢。 
『牛肉麺』や『豆花（トウファ）』などの本場の台湾フードも 
楽しめます。30席以上ご用意した落ち着いた雰囲気の店内で、
台湾本場の味をお楽しみください。全品テイクアウトも可能です。 
（営業時間10：00～22：0０） 

今注目の台湾スイーツ 
 
台湾の伝統的な豆乳スイーツ『豆花（トウファ）』。 
つるっとした独特なのどごしで 甘すぎず、ヘル
シーに楽しめます。 春水堂では、様々なトッピン
グと共に味わえます。ランチや食後のデザートに、
タピオカドリンクと一緒にカフェタイムに。 
 

        タピオカミルクティー 発祥の店 
 
「お茶マイスター認定制度」に合格した認定者 
のみがドリンクを作ることができる「春水堂」。 
無添加の茶葉など香料を使わない材料で 
作るドリンクは、女性のお客様に大人気。 
 
もちもちのタピオカの食感と香り高い紅茶を 
ブレンドした『タピオカミルクティー』をはじめ、 
オリジナルドリンクも豊富。季節限定メニュー 
や新商品もぜひお試しください。 

⑬【ナチュラルキッチン アンド】1番街 

「あなたをお家好きにするお店」を 
テーマにナチュラルでぬくもりの 
ある雑貨を100～2,000円（税別）で 
取りそろえる雑貨店。毎月150アイテム 
以上の新商品を入荷！多数の 
オリジナルアイテムをご用意します。 

9/20(金） 

9/8(木） 
NEW OPEN 

9/10(土） 
RENEWAL 

OPEN 

⑭【アンタイトル】西5番街 

                    3店舗がニュー＆リニューアルオープン!!! 

9/10(土） 
RENEWAL 

OPEN 9/20(金） 

9/8(木）
NEW OPEN 

上質な素材をベースに、ジャケットを 
中心とした通勤シーンから、お出かけ、
デイリーなどの様々なシーンに向けた 
スタイルを取り揃え、シンプルかつ 
ベーシックで、その時々のトレンドを程 
よく取り入れ、汎用性の高いコーディ
ネートをご提案します。 
 

【オープンフェア】  
・3,000円（税別）以上お買上げでオリジナルトートバッグプレゼント 
・クーポンご提示の上、100円（税別）以上お買い上げでファブリック 
 テーププレゼント ・特別商品4アイテムの販売 ※いずれも数量限定 

それ以外にも 
注目の店舗が 
続々オープン! 

【オープンフェア】 
9/10（土）～21,600円(税込)以上お買い上げで 
オリジナルトートバックをプレゼント （なくなり次第終了） 



  オープン日   場所 ジャンル 店舗名 

① 

9月1日(木） 

ニューオープン 

西1番街  コスメ  ドクターシーラボ   【西日本初直営店】 

② 西8番街  コスメ・生活雑貨  アルビオン ドレッサー     【九州初】 

③ 西4番街  コスメ  ボタンヤ キャメリア       【新業態】 

④ 東5番街  レディス  ミューズ リファインドクローズ 

⑤ 東5番街  バッグ・布製品  レ・トワール・デュ・ソレイユ 

⑥ 

リニューアルオープン 
 

西2番街  靴修理・合鍵他   ミスターミニット 

⑦ 西2番街  キャラクター  サンリオ ビビティックス 

⑧ 西4番街  レディス  ロディスポット 

⑨ 西4番街  レディス  銀座セキネ 

⑩ 西10番街  レディス  ビス 

⑪ 東1番街  ベーカリーカフェ  ヴィ・ド・フランス 

⑫ 東6番街  アートキャンディ  パパブブレ 

⑬ 9月8日(木） ニューオープン 1番街  生活雑貨  ナチュラルキッチン アンド  【九州初】 

⑭ 9月10日(土） リニューアルオープン 西5番街  レディス  アンタイトル 

⑮ 9月16日(金） ニューオープン 西6番街  台湾フード  春水堂 （チュンスイタン）  【西日本初】 

 
12店舗が 
同時 

オープン!!! 
 

① ② ③ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ 
⑬ ⑭ ⑮ 

【お問い合わせ先】 
天神地下街マネジメントセンター 広報 森（不在の際は古賀・池田） 

電話 092-711-1903/FAX 092-762-2116 
 

天神地下街40周年 ニュー＆リニューアルオープン【第1弾】 
9月のオープンショップリストとMAP 

 
※内容は都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。 
※掲載・取材いただける際はお手数ですが右記までご連絡をお願いいたします。 

 【予告】 9月には「40周年誕生祭」を開催します！ 
 

★平成28年9月1日(木)～25日(日) 40周年 誕生祭 
   
  ・9月1日(木)～11日(日) 40周年抽選会 
     ５,０００円(税別）お買上げごとに1回抽選！各店からのプレゼントなどが当たります！ 
  ・9月1日(木)～30日(金) 各店にて「40周年記念企画」を実施 
     約100店舗にて天神地下街限定品や特別メニュー、お得な企画をご用意いたします！ 
           ※40周年記念企画は店舗によって期間・内容は異なります。 

  ・9月11 日(日)～25日(日) 天神地下街街内にてたくさんの「アートイベント」を実施 
     巨大トリック３Dアート、パフォーマーによる街内パフォーマンス等を予定しています。 
  ・9月10日(土)てんちかコンサート 
     天神地下街の創業日である9月10日(土)に40周年を記念し、「九州交響楽団」による 
           ミニコンサートを実施いたします♪ 
 
 上記に加えて、お得なイベントや注目の企画を多数予定している他、9月1日(木)には「てんちか 
 クレジットカード」をリニューアルいたします。詳細は別途リリースさせていただきます。 

 ⑤④ 


