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2019 年 4 月 26 日（金）

大橋駅が新たに生まれ変わります！
～「RAIRIA Ohashi」グランドオープン、バス屋内待合所新設～
● 西日本鉄道㈱では、2019 年 4 月 26 日（金）に商業施設「RAIRIA Ohashi」をグランドオープンし、屋内バス
待合所を新設いたします。福岡市南部エリアの交通拠点である大橋駅において、価値向上へ向けた取り組み
を行ってまいりましたが、この度の整備をもって、取り組みが完了いたします。
● 大橋駅は、周辺に学校や行政機関、病院などが揃い、都心部へのアクセスにも優れており、西鉄天神大牟田
線の中でも、3 番目に乗降人員の多い主要駅です。お客さまの更なる利便性向上を図るため、これまでに商業
施設の第 1 期リニューアルオープンや駅施設の改修を行うほか、同駅への特急停車やバス・鉄道の乗り継ぎ
施策を行い、公共交通の利便性向上を推進してまいりました。
● 今回グランドオープンする商業施設「RAIRIA Ohashi」では、自家製生麺パスタと 20 種類以上のパフェを楽
しめるレストラン「ベツ・バラーレ」や、小倉発祥の行列のできる人気のパン屋「シロヤ」などの飲食・食物販店
舗や、レディスアパレル「ペイトブルームガーデン」、豊富な種類のフレームを揃える眼鏡屋「オンデーズ」など
のファッションや雑貨店なども充実し、新規出店の 23 店舗と既存 6 店舗が移転・改装オープンいたします。
● また、グランドオープンにあわせ、「RAIRIA Ohashi」では、「ohashi お散歩 MAP 第二弾」を配布いたします。
当 MAP は、南区在住の主婦や学生で構成された「OHASHI サポーターズ」がおすすめする穴場のランチ
スポットなどを住民目線で紹介するもので、大橋の魅力が詰まったものとなっています。
● 当社では、今後も大橋駅施設を安心・安全・快適にご利用いただけるよう、努めてまいります。
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■大橋駅施設の価値向上へ向けた取り組みの概要について
RAIRIA Ohashi の概要について
【オ ー プ ン 日】

2019 年 4 月 26 日（金）

【概

「ベツ・バラーレ」や「シロヤ」など新規出店の 23 店舗のほか、既存 6 店舗が移転・改装オープン
いたします。

要】

＜新規出店＞
店名
AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック） 南区初出店

業種

概要

服飾

大人女性の毎日を軽やかで豊かにするブランド。カジュアルなのにオ
シャレ、コーディネートも楽。ONにもOFFにも等身大で楽しむオトナの日
常着をテーマに、スタイリッシュかつ自然体を楽しめるカジュアルスタイ
ルを提案します。

眼鏡

豊富な品揃えを誇るOWNDAYSでは、どんな度数でも薄型レンズ追加料
金0円。充実した保障。アフターサービスでお求めも安心。メガネに関し
て気になることがあれば、お気軽にご来店下さい。

ヘアカット

ヘアカットのみに特化したサービスを提供するヘアカット専門店です。
カット料金は一律1200円(税込）。お子様からご年配の方まで男女問わ
ずお気軽にご利用頂けます。

バッグ・服飾雑貨

軽量で機能性に優れたデイリー使いのバッグをご提案。ギフトにおすす
めのハンカチや服飾雑貨も取り揃えています。

服飾

自分らしい日常を大切にする女性に向けて、普段着を楽しく豊かにする
ワードローブを揃えたお店です。トレンドに流されず、長く愛されるカジュ
アルファッションを提案します。

生活雑貨

ナチュラルなふだん着と生活雑貨のお店「ママイクコ」。
「家族がいちばん。自分もいちばん。」をブランドフレーズに、家族想いの
女性の目で、着る、食べる、くつろぐ、贈る生活を集めています。

靴

靴から始めるオシャレを提案。毎日のオシャレが楽しくなるような人気ブ
ランドCLIMBのシューズ・博多靴・スニーカーをセレクトしたエレガンスとカ
ジュアルを楽しんで頂けるショップです。

ヘアカラー

日本初、プロが染めるヘアカラー専門店「最高品質のカラー剤で美容師
が染める」。“毛染めだけ”手軽に安く早くキレイにできたらと皆様のお声
から誕生しました。

OWNDAYS（オンデーズ） 南区初出店

only cut boxxx（オンリーカット ボックス） 南区初出店

プレイヤーズ自由が丘 南区初出店

patebloom*garden（ペイトブルームガーデン） 南区初出店

ママイクコ 南区初出店

Ms.SALITA（ミス.サリータ） 南区初出店

ヘアカラー専門店 クイックカラーQ 南区初出店
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吉から 南区初出店
食物販

新業態。創業60年のおこわ、鶏めしといった定番商品に加え、こだわり
の鶏を使った唐揚げを中心とした鶏惣菜を販売します。

ベーカリー

ほっこり、しあわせ、ほっぺがおちる シロヤのパン。大人気の「サニーパ
ン」や「オムレット」もご用意しています。

和菓子

京都 祇園に本店を構える菓匠 清閑院。京都の地に根付く伝統を重んじ
ながら、愛らしさ、遊び心を忘れず昇華した新しい和菓子をお届けしま
す。

飲食

“医食同源 温故知新”海軍さんの街呉市で創業90年近い老舗茶屋がプ
ロデュースした本格的日本茶カフェ。本物のお茶や日本文化を身近に味
わって頂きたい、一服のお茶で五感全てで癒されて頂きたいという思い
から生まれました。お抹茶は全て茶筅で点てており、スウィーツは1つ1
つ丁寧に手作りしています。添加物を一切使用しない身体にやさしいス
ウィーツをお楽しみ下さい。

和菓子

おいしさひとすじ、健康に良いお菓子。素材にこだわった筑紫もち、季節
の大福と自社工場で練り上げたあんこの太鼓焼と和スイーツを提供しま
す。

食物販

伝説・伝統・語り継がれる味と想い出を一皿に込めるカレー店です。

シロヤ 南区初出店

菓匠 清閑院 南区初出店

田頭茶舗 南区初出店

筑紫菓匠 如水庵 南区初出店

ナイル 南区初出店

名代 藤庵 南区初出店

飲食

驚くほど極太の和蕎麦と、コシの強いもちもち平打ち麺の二種類が楽し
める盛り蕎麦専門店。牛肉を上にのせた牛肉盛りそばが名物。また、蕎
麦屋のだし汁を使った丼物「かつ丼」「牛肉卵とじ丼」も取り揃えていま
す。夜は一杯飲み屋として、日替わりの一品を肴に「ちょいと蕎麦屋で
一杯！」が楽しめます。

飲食

地元博多の本格的な味をセルフ方式で召し上がって頂きます。おにぎり
や天ぷら等もお好みでお選び頂きます。夜は「もつ鍋（自家製オリジナ
ルスープ）」もご用意。お仕事帰りの「ちょい飲み」需要にも対応します。

飲食

「笑顔の生パスタ」をテーマに、本場イタリア製パスタマシンで作る自家
製生麺パスタと20種類以上のパフェを提供します。

食物販

お客様の健康を考えて、ボリアンに来れば3食の食事が全て解決するよ
うにメインの料理、スープ、ごはんをバラエティ豊かに揃えるお店づくりを
コンセプトとしています。

能古うどん製造所 南区初出店

ベツ・バラーレ 南区初出店

麦庵チキン＆デリカ 南区初出店
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満果惣 南区初出店
米菓

古都 鎌倉に本店を構える満果惣。「美味」「素材」「魅力」を追求し、国産
米100％にこだわった米菓や海の恵がふんだんに詰った海鮮せんべい
をお届けいたします。

Meat up!! 南区初出店
食物販

お肉を健康的に食べる！！をコンセプトに、“正しい知識と食”を提案す
るミートデリカのお店です。

飲食

炭火で焼く焼鳥はもちろんのこと、福岡・九州の食材に拘りを持ち、商品
を提供致します。１名のカウンターから32名までの駅ナカ宴会も可能。ご
家庭でも味わえる物販コーナーも併設します。

焼とり もつ鍋 竹乃屋 南区初出店

ユーハイム 南区初出店

スイーツ

1919年に日本で初めてバウムクーヘンを焼きあげたカール・ユーハイ
ム。ここから日本のバウムクーヘンの歴史ははじまりました。

スイーツ

おいしい笑顔に美しさと健やかさを。そして、毎日をもっとポジティブで
ハッピーに。高品質な原材料で作る低脂肪・低カロリーの『ヨゴリーノ』と
多彩なフレーバーを楽しめる『ジェラート』などをお届けするイタリアで人
気No.1のジェラート・ブランドです。

ヨゴリーノ 南区初出店

＜移転・改装オープン＞
店名
Labrado Bou Jeloud（ラブラド ブージュルード）

業種

概要

服飾

現代の女性は非常にパワフル。「ラブラド」では“巡り”をテーマにカテゴ
ライズされない自由でリアルなスタイルを提案。エイジフリーな大人の女
性へ向けたアイテムを展開します。見る角度によってまったく違う輝きを
放つラブラドライトの光のように、なりたい「自分」を「自分」が決める。

リフォーム

靴、バッグ修理の専門店。「もう使えない」とは言わせません。あなたの
大切な靴やバッグがよみがえります。

クリーニング

昭和39年創業、地場企業として「品質」「技術」「ブランド」と共に展開し
てきました。業界のリーディングカンパニーとして、お客様のファッション
ニーズにお応えすべく走り続けて行きます。

飲食

お客様にとって「お気に入りの食事の場とスタイル」になることを目指し
ています。注文を頂いてから作りはじめるのでいつでもできたてのおいし
さをスピーディーに届けます。

食物販

できたてのおかずやお弁当をご提供する「クック・チャム」です。私達は
「まちのおかず屋さん」としてお忙しいお母さんのかわりに家庭の味を再
現した多彩なメニューをご用意しております。

和洋菓子

焼き立てをご提供する千鳥饅頭は、南蛮菓子のカステラから発案した伝
統的なお菓子。独自の製法で生まれたチロリアンは皆様に愛され続け
ています。

リフォームショップオータニ

クリーニングのきょくとう

マクドナルド

クック・チャム

千鳥屋本家
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屋内バス待合所の新設
【内
【開

設

容】

屋内バス待合所を新設し、内部には、8 名のお客さまが座れるベンチを設置しました。
バスをご利用いただくお客さまに天候に関わらず快適にお待ちいただくことができます。

日】

2019 年 4 月 26 日（金）

【設 置 場 所】

駅東口

【イ メ ー ジ】

＜外装イメージ＞

＜内装イメージ＞

■RAIRIA Ohashi「OHASHI サポーターズ」の概要について
【メ ン バ ー】 ○桑名しのぶ氏
イベント MC、ナレーター
○山川多恵氏
ヨガ、フィットネスインストラクター
○内野由紀氏
PTA 活動や自治活動など積極的に参加
○松崎 和音氏
福岡女学院大学二年生。LOVE FM「CAMPUS BEATS」担当 DJ
他2名
【活 動 内 容】 1．Ohashi お散歩 MAP 制作プランニング
年 2 回発行予定の RAIRIA Ohashi を含む大橋エリアの店舗紹介とお得な情報を
掲載するお散歩 MAP の制作。2019 年 4 月 26 日（金）～5 月 31 日（金）までの間、
館内のチラシラックに設置いたします。
2．Facebook・RAIRIA Ohashi HP 特集「OHASHI STYLE」の記事更新
Facebook の更新や、RAIRIA Ohashi HP で月 1 回更新している特集ページ
「OHASHI STYLE」の制作にご協力いただきます。
3.ミーティング
今後の活動についてのミーティングや、イベント・販促計画のアイデア出しを行います。
4．情報発信
ママ友、趣味仲間や家族など、個々のネットワークを活用して情報発信いたします。
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（参考） 大橋駅施設の概要
【所

在

地】

【一日平均乗降人員】

福岡県福岡市南区大橋 1-5-1
36,635 人

(2017 年度)

◆RAIRIA Ohashi 概要
【開 業 日】
1978 年 3 月 3 日
【店 舗 数】
41 店舗
【営 業 時 間】
10:00～21:00※店舗により異なる
【売 上 高】
約 46 億円（2016 年度実績）

本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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