＜平成 30 年 3 月 23 日発表＞

商業施設「大橋西鉄名店街」
第 1 期リニューアルオープン！

● 西日本鉄道㈱では、開業から 40 年を迎える商業施設「大橋西鉄名店街」で初の全面改装を行ってお
り、平成 30 年 5 月 11 日（金）に第 1 期オープンいたします。
● 第 1 期では「にしてつストア」を「レガネット」へブランドチェンジし、より高品質なこだわりの商品をご提供
いたします。また、リラックスした時間をお過ごしいただけるカフェ「スターバックス コーヒー」や日々の立
ち寄りが楽しくなる輸入食品店「カルディコーヒーファーム」など新規出店の 5 店舗、「レガネット」を含む
既存 7 店舗が移転・改装オープンいたします。
● そのほか、大橋商店連合会のご協力のもと、「Ōhashi お散歩キャンペーン」を実施いたします。大橋
西鉄名店街を含む大橋エリアの店舗の紹介とお得な情報を掲載する街歩きマップ「Ōhashi map」を
配布し、一部店舗では当マップをご持参いただくと割引などの特典が受けられます。大橋エリアを知っ
ていただき、足をお運びいただくことで、更なる活性化を目指します。
● なお、第 2 期オープンは平成 31 年春を予定しており、これをもって全面改装が完了いたします。詳細は
決まり次第、お知らせいたします。
■ 大橋西鉄名店街 第 1 期リニューアルオープンについて
【オ ー プ ン 日】

平成 30 年 5 月 1１日（金）

【概

１．施設環境の改修
天井や壁面に温かみのある木目調のデザインを施すほか、緑を多用し、休憩スペ
ースを設けるなど「オアシス」を感じられる空間に生まれ変わります。

要】

２．店舗の拡充
「スターバックス コーヒー」や「カルディコーヒーファーム」、「青山フラワーマーケッ
ト」など新規出店の 5 店舗のほか、既存 7 店舗が移転・改装オープンします。
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■新規出店テナント
店舗名

業種

概要

スペシャルティ
コーヒーストア

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒー
ストア。高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出し
たエスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリン
クやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけま
す。また、ご家庭でもお楽しみいただけるようコー
ヒー豆やコーヒー抽出器具、マグカップなどのオリ
ジナル商品も多数ご用意しております。

コーヒー豆
・輸入食品

こだわりのオリジナルコーヒー豆 30 種をはじめ、見
ているだけで楽しくなるような世界各国の珍しい食
材やお菓子、ワイン、チーズ、スパイスなどが所狭
しと並んでいます。店頭でサービスしているオリジ
ナルブレンドのコーヒーを飲みながら世界の食材
巡りの旅をお楽しみください。

生花

Living With Flowers Every Day をコンセプトに、花
や緑に囲まれた心ゆたかな暮らしを提案するフラ
ワーショップです。

雑貨

「地元の素敵なお店」いつでも気軽に立ち寄れて
季節ごとに居心地の良さを感じさせるようなナチ
ュラルな生活雑貨を中心に取り揃えております。
毎日が楽しくなるようなお手伝いをするお店です。

洋菓子

いつもできたて、作りたてだから、シュー生地の表
面はサックリ、中はしっとりもちもちとした食感！注
文を頂いてから、お客様の目の前で 1 点 1 点クリ
ームをお詰めする実演販売スタイルです。

業種

概要

スーパー
マーケット

「生鮮の専門性、健康、こだわり」をキーワードに
安全・安心を求められる従来のお客様により満足
していただくとともに、「簡便、即食、時短、洋風、
健康、美容」のキーワードを中心に 20 代～40
代、また子育て世代へ積極的にアプローチしま
す。
明るく、開放的で活気あるコミュニケーションストア
をめざします。

ベーカリー
＆カフェ

“焼きたて、つくりたてのおいしさをいつでもお客様
に”ファッショナブルなベーカリー＆カフェです。上
品かつナチュラルな色素でまとめられたちょっと
お洒落で気軽に立ち寄れるお店です。

スターバックス コーヒー 西鉄大橋駅店

カルディコーヒーファーム

青山フラワーマーケット

ブルーブルーエ

ビアードパパ プラス

■移転・改装店舗
店舗名
レガネット大橋

ヴィドフランス
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福岡金文堂 大橋駅店
書籍

地域密着を一番に「買いやすい、選びやすい」品
揃えで、お客様にとって居心地の良い書店を目
指します。

オンセレクト大橋文具館
文具

多くの商品の中より選別した商品をお客様へお届
けします。

ココカラファイン 大橋ステーション店
ドラッグストア

医薬品や化粧品などのヘルスケア＆ビューティ
ー関連商品を中心に多彩な商品を取り揃えてい
ます。お客様の健康や美容のニーズに対応でき
るよう、いつでも気軽に相談できる、身近で頼れる
店づくりに取り組んでいきます。

100 円ショップ

「まいにちに発見を。」をスローガンに 100 円の価
値を追求する事ですべてのお客様の暮らしに発
見と感動をお届け致します。

サービス

患者様の立場に立った充実した治療をご提供致
します。
「骨折・脱臼・打撲・捻挫・筋肉の痛み」
「首や肩がこる・座り仕事が多くつらい・足が重だ
るい・よくつまづく」
こんな症状にお悩みの方、私達におまかせ下さ
い。

キャンドゥ

げんき堂整骨院 大橋店

【投

資

額】

約 32 億円（第 1 期、第 2 期合計）

■ 「Ōhashi お散歩キャンペーン」について
【概

要】

○大橋西鉄名店街を含む大橋エリアの店舗の紹介とお得な情報を掲載する街歩きマ
ップ「Ōhashi map」を配布いたします。
○一部店舗では当マップをご持参いただくと割引などの特典が受けられます。

【実 施 期 間】

平成 30 年 5 月 11 日（金）～5 月 31 日（木）
※なお、「Ōhashi map」は 4 月 27 日（金）～5 月 31 日（木）の期間、配布いたします。

【配 布 部 数】

10,000 部

【配 布 場 所】

大橋西鉄名店街の各店舗 ほか

【特 典 一 覧】

別紙参照
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（参考） 大橋西鉄名店街の概要
【所

在

地】

福岡市南区大橋一丁目 5 番 1 号

【開

業

日】

昭和 53 年 3 月 3 日

【店

舗

数】

12 店舗 ※ 第 1 期リニューアルオープン時

【営 業 時 間】

［物販］10:00～21:00、［カフェ］7:00～22:00、［レガネット］9:00～24:00

【売

約 46 億円（平成 28 年度実績）

上

高】

この件に関するお問い合わせは、西鉄お客さまセンター（℡0570-00-1010） まで
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別紙
店名

住所

㈱アドバンス

福岡市南区大橋1丁目25−7 武末ビル3F

よかと司法書士事務所

特典内容
保険の無料相談

福岡市南区大橋１丁目23-10 京和ビル大橋401号 MAP提示で遺言相談、生前贈与に関する法律相談2回目まで無料

香雲堂

福岡市南区大橋2丁目1-16

MAP提示で売価より1割引

リーベ・洋菓子店

福岡市南区大橋1丁目11-16 的野ビル１Ｆ

スーパー理容

福岡市南区大橋1丁目25-7 白水ビル2Ｆ

堺整骨院

福岡市南区大橋4-3-1

サウンドパーク大橋

福岡市南区大橋1丁目15-6 アルボーレ大橋2F

太陽開発㈱

福岡市南区大橋2丁目12-1

四季彩 氷花

福岡市南区大橋1丁目10-10

シティコンタクト大橋駅前店

福岡市南区大橋1丁目8-19 プロベニオ大橋5F

博多らぁめん 拈

福岡市南区大橋1丁目4-6

MAP提示でお一人さま替え玉1個サービス

ブックオフ大橋

福岡市南区大橋1丁目17-1

MAP提示で50円分サービス券プレゼント

餃子のロッキー

福岡市南区大橋1丁目4-6 第15吉川ビル1F

スポーツクラブ ルネサンス

福岡市南区大橋1丁目6-1

スマートポッシュ

福岡市南区大橋１丁目8−19 プロベニオ大橋3Ｆ

①フェイシャル トライアル料金割引／②まつ毛メニュー割引

ミュウコーポレーション

福岡市南区大橋1丁目8-21 大橋西口ビル１F

ご成約のお客さまは仲介手数料50％OFF

井上輪業

福岡市南区大橋1丁目27-20

バイクお買上げの方盗難防止U字ロックサービス
※無くなり次第終了

とりのや

福岡市南区大橋2丁目14-11

薩摩どりおにぎり1個120円→100円

きくやドラッグ 西鉄大橋駅前店

福岡市南区大橋1丁目15-1

1000円以上お買上げの方に便利なキッチングッズをプレゼント
※お一人様1つ限り、無くなり次第終了

きくやドラッグ
マックバリュー大橋店

福岡市南区大橋1丁目27-8

1000円以上お買上げの方に便利なキッチングッズをプレゼント
※お一人様1つ限り、無くなり次第終了
10,000円以上お買上げで500円の金券プレゼント

三九郎うどん

福岡市南区大橋1丁目5-1

14時～18時までの特別サービス
①一口生ビール②手打ちざるうどん20％割引③小鉢食べ放題

T-ストレッチ

福岡市南区大橋1-4-15 岩井ビル1F

ぢどり屋

福岡市南区大橋2-13-13 ＯＩビル１Ｆ

Factotum一ツ星紅茶堂

福岡市南区大橋1丁目23-14 山田ビル203号

お持ち帰りシフォンケーキ2割引(11：00～18：00のみ)

郷土料理 つしま亭

福岡市南区大橋2-15-5 つしま亭ビル２Ｆ・３Ｆ

会計より8％OFF(夜のみ)

銘菓＆フルーツ いのうえ

福岡市南区大橋4丁目13-38

リオネットセンター

福岡市南区大橋1丁目16-5 浜元ビル1F

居酒屋千じゅ

福岡市南区大橋1-15-6 アルボーレ大橋 B1F

タルトヘアー

福岡市南区大橋2丁目14−3

期間中500円以上の商品をお買上げの方に焼き菓子をプレゼント
※無くなり次第終了
初来店のお客さまはシャンプーブラシプレゼント
※無くなり次第終了
親子来店の方には100円引き
無料施術体験（要予約）
ルーム料金20％OFF(グループ全員対象)
賃貸物件成約の方全員にカーテン(100センチ×178センチ2枚1
組)をプレゼント ※無くなり次第終了
10％割引
MAP提示でコンタクトレンズ購入の方にケア用品キットプレゼント。
1dayの方には装着薬プレゼント
※無くなり次第終了

焼酎5合瓶キープ 1500円→1000円
入会金 3,240円(税込)→0円

初回ご利用の方に限り10％割引
※お試しコースなど他特典の使用不可
お会計より10％OFF

ポイントカード5倍 ※たばこ類は除く、フルーツ・菓子類のみ
電池35％OFF
オープン1周年記念イベント 焼酎ボトル990円
新規のお客さまに限りヘッドスパorトリートメントサービス
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