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2015 年 4 月 13 日
東神開発株式会社
株式会社髙島屋

～施設名称変更
施設名称変更のお
のお知
のお知らせ～
らせ～
2015 年 6 月 12 日（金）
、
『博多リバレイン
博多リバレイン イニミニマニモ
イニミニマニモ』
』は『博多リバレインモール
博多リバレインモール
リバレインモール』
』へ。
髙島屋がプロデュースする
髙島屋がプロデュースする「
がプロデュースする「タカシマヤキッズパティオ」
タカシマヤキッズパティオ」も同日オープン
同日オープン
オープン。
。
髙島屋の
髙島屋のグループ
グループ会社で商業デ
会社で商業デベロッパーの
ベロッパーの東神開発株式会社
東神開発株式会社（本社：東京都世田谷区／代表
（本社：東京都世田谷区／代表
取締役社長：松本靖彦、以下 東神開発）は
東神開発 は、同社が管理・運営する
同社が管理・運営する商業施設『博多リバレイン
同社が管理・運営する
『博多リバレイン
イニミニマニモ』（福岡市博多区下川端町）の
（福岡市博多区下川端町）の施設名称を
名称を、2015 年 6 月 12 日（金）より『博多
リバレインモール by TAKASHIMAYA』に変更いたします。
TAKASHIMAYA』に変更いたします。
また同日、髙
また同日、髙島屋がプロデュースする「タカシマヤキッズパティオ」が
島屋がプロデュースする「タカシマヤキッズパティオ」が 2 階にオープンいたし
ます。
ます。2014 年「福岡アンパンマンこどもミュージアム in モール」の開業以来、親子 3 世代によ
る入館数も増加しており、段階的に進めて参りました同商業施設の再生をさらに推し進めて参る
入館数も増加しており、段階的に進めて参りました同商業施設の再生をさらに推し進めて参る
所存です。

【１】
【１】施設名称変更について
施設名称変更について
●新名称
名称

＜
＜新ロゴ＞

＜和文名称＞
＜略

称＞

博多リバレインモール

紫、青、赤、黄、紺の古式染色による博多織、五色献上をモチーフとして
紫、青、赤、黄、紺の古式染色による博多織、五色献上をモチーフとして 5 色を採用。日本古来
の地域文化に根ざしたロゴとし、「商都博多を代表する
「商都博多を代表する施設へ」の意味を込めました。また、ロ
商都博多を代表する
」の意味を込めました。また、ロ
ゴの「
ゴの「A」に円を入れることで親しみやすさと、商業ならではの躍動感を表現しています。
」に円を入れることで親しみやすさと、商業ならではの躍動感を表現しています。

●変更
変更予定日

2015 年 6 月 12 日（金）

●変更にあたってのポイント
変更にあたってのポイント
１）
１）馴染みある全体名称
ある全体名称を継承し
を継承しつつ、中核
つつ、中核を担う商業
を担う商業ビルとしてのわかりやすさを
としてのわかりやすさを
２）
２）運営主体をわかりやすく、明らかに（髙島屋グループの運営）
運営主体をわかりやすく、明らかに（髙島屋グループの運営）
３）
３）地域に根ざ
地域に根ざした、親しみやすさと
した、親しみやすさと
した、親しみやすさと賑わいあるイメージ
賑わいあるイメージへ
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［博多川沿い＿サイン変更イメージ］

《参考
参考》
▼当該施設の
当該施設の開業から現在までの
開業から現在までの経緯
開業から現在までの
大型複合商業施設・博多リバレインは、
福岡市主導による再開発（下川端地区再開発事業・下
福岡市主導による再開発（下川端地区再開発事業・下川端東地区再開発事業）によって
川端東地区再開発事業）によって 1999 年
3 月に
月に開業。商業ビルとして中核
。商業ビルとして中核を担うリバレインセンタービルは「スーパーブランドシティ」と
。商業ビルとして中核
リバレインセンタービルは「スーパーブランドシティ」と
して同年
同年 3 月 6 日に開業しました。
日に
しました。2003 年 9 月 13 日に「イニミニマニモ」として
としてリニューアル
リニューアル。
東神開発は、
東神開発は、2007
2007 年に博多リバレイン イニミニマニモの信託受益権の 50％を日本リテールフ
％を日本リテールフ
ァンド投資法人（本社：東京都千代田区）より取得し
ァンド投資法人（本社：東京都千代田区）より取得し、同商業施設の共同事業に参画。
、同商業施設の共同事業に参画。
、同商業施設の共同事業に参画。201
2012 年に
は信託受益権を 100％取得し、
100％取得し、“敷居が高い
敷居が高い”と言われた施設イメージからの脱却と福岡都市圏にお
と言われた施設イメージからの脱却と福岡都市圏にお
ける他商業施設にはない魅力
ける他商業施設にはない魅力づくりを目標に
づくりを目標に
づくりを目標に、再生事業を本格的に進めてまいりました。
事業を本格的に進めてまいりました。
▼東神開発による管理・運営の流れ
東神開発による管理・運営の流れ
2007 年 8 月

博多リバレイン イニミニマニモの信託受益権 50％取得
50

2012 年 2 月～

信託受益権 100％取得
100
「ブルックリンパーラー博多」「ACT
ACT JAPAN」
JAPAN 「ブ
ブリティッシュパブ
ティッシュパブ モーリスヒ
ッポ
ッポ」他、7
7 店舗順次 OPEN
OPEN。博多川沿いの飲食イメージ
。博多川沿いの飲食イメージを強化
。博多川沿いの飲食イメージ 強化。

2013 年 3 月～

「茅乃舎」
「ぶどうのたね」
「
「PG ガーゼ」他、14
ガーゼ」他、 店舗順次 OPEN
OPEN＆リニューアル。
リニューアル。
福岡の上質なこだわりある店舗
福岡の上質なこだわりある店舗が開店
が開店、文化発信
発信施設へ。

2014 年 3 月～

博多リバレイン開業 15 周年
B1F
B1F、B2F
を中心に
を
19 店舗順次 OPEN＆リニューアル
OPEN リニューアル、日常使い
日常使いのできる
できる食と
暮らしの店舗が充実。
暮らしの店舗

4月
2015 年 2 月～

「福岡アンパンマンこどもミュージアム in モール」OPEN。親近感を加速。
モール」
。親近感を加速。
「博欒通り（嵐山樓、海峯魯、海堂、ジャルダン・マルス）」（計 200 坪）、
「博欒通り（嵐山樓、海峯魯、海堂、ジャルダン・マルス）
「
「宗家
源 吉兆庵」OPEN
吉兆庵」OPEN。飲食・食物販
・食物販店舗を強化
強化。

※テナントのオープン情報は一部を抜粋しています
テナントのオープン情報は一部を抜粋しています
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【２】タカシマヤキッズパティオについて
「ボーネルンドあそびのせかい」「ミキハウス マム＆ベイビー」
「フォトスタジオデイズ」３つ
のキッズ向けの物販
キッズ向けの物販 サービスを組み合わせた、
キッズ向けの物販とサービスを組み合わせた、
サービスを組み合わせた、髙島屋
髙島屋がプロデュース
プロデュースする「タカシマヤキッズ
する「タカシマヤキッズ
パティオ」がオープン
パティオ」がオープンいたします
いたします。
子どもの発育環境や成長に関心の高いファミリー層が、
子どもの発育環境や成長に関心の
ファミリー層が、ここにしかないモノやサービスを求めて、
何度も足を運びたくなる
何度も足を運びたくなる店舗
店舗をつくります。
をつくります。博多リバレインモールの新たな顔として、
博多リバレインモールの新たな顔として、
博多リバレインモールの新たな顔として、SC
SC 全体
の活性化、他テナント様との相乗効果を図って参ります。
＜テナント名
テナント名＞ 「タカシマヤキッズパティオ」
＜オープン日
オープン日＞

2015 年 6 月 12 日（金）

＜面

約 350 坪｜
｜2 階

積＞

＜カテゴリー＞ 物販・サービス
●ボーネルンドあそびのせかい
親子一緒にあそびや運動を楽しめ
一緒にあそびや運動を楽しめ、子ども
一緒にあそびや運動を楽しめ、子どもの“こころ
こころ・頭・からだ
・からだ”のバ
ランスがとれ
ランスがとれた成長を応援する「ボーネルンドあそびのせかい」が福岡
成長を応援する「ボーネルンドあそびのせかい」が福岡
初登場！
初登場！6 ヶ月～12
12 歳までを対象とした有料の室内あそび場
「キドキド」
と、世界中から厳選したあそび道具を子どもの発達や興味に応じて提案
販売する「ボーネルンドショップ」から成ります。
販売する「ボーネルンドショップ」から成ります。35 年の実績から「あ
そび」を科学的に考え開発した、首都圏などで人気の併設の最新型が登
場します。日本初となるデンマークの大型遊具の導入も予定しています。

●ミキハウス マム＆ベイビー
ミキハウスが提案するベビーのためのセレクトショップが九州初登場！
ミキハウスのウエアやグッズはもちろん、上質なラインナップで、出産
ミキハウスのウエアやグッズはもちろん、 上質なラインナップで、出産
準備品や肌着、おもちゃ、寝具、ベビーカーなど、赤ちゃんのためのも
のがトータルに揃います。
のがトータルに揃います。日本初の
のブランドアイテムも
ブランドアイテムも登場
登場予定。出産
や育児に関するご質問も、スタッフの知識や経験
や育児に関するご質問も、スタッフの知識や経験、お客様から
、お客様からのご意見
をもとに親身にアドバイス
をもとに親身にアドバイスいたします
いたします。

●フォトスタジオ
フォトスタジオデイズ
デイズ
“Lifestyle
Lifestyle Photography
Photography”と呼ばれる人生の１シーンを切りとった、
呼ばれる人生の１シーンを切りとった、
呼ばれる人生の１シーンを切りとった、自
然でおしゃれなパーソナル写真が人気のフォトスタジオ。
然でおしゃれなパーソナル写真が人気の
スタジオ。マタニティや
マタニティや
赤ちゃんの撮影から七五三、入園入学、成人式などの
赤ちゃんの撮影から七五三、入園入学、成人式などの記念写真、家族や
記念写真、家族や
個人のポートレート写真まで、あらゆるシーンの撮影を行います。撮影
データの即日渡しなどサービスも充実。
≪早良区と東区に続く福岡市内 3 店舗目≫

以

上

