
～熊本都市計画 桜町地区第一種市街地再開発事業 商業施設「SAKURA MACHI Kumamoto」～ 

商業施設 全149テナント、B1F～5Fフロア概要を公開 
熊本初出店47件／飲食系は全体の約半数 

さまざまなニーズに対応、「衣･食･住･遊･知･健」の幅広いトータルライフスタイルを提案     

（計5枚） 

 九州産交ランドマーク株式会社（本社：熊本県熊本市中央区花畑町／ 代表取締役社長 矢田 素史）は、
2019年9月14日にグランドオープンを迎える「SAKURA MACHI Kumamoto（サクラマチ クマモト）」の 
入居予定149テナント、およびB1F～5Fのフロア概要を発表いたします。 
  

NEWS RELEASE 
2019年7月30日 

九州産交ランドマーク株式会社 

 商業施設「SAKURA MACHI Kumamoto（サクラマチ クマモト）」入居テナントのうち、熊本初出店（九州初出店
を含む）は計47件で、当施設の前身（熊本交通センタープラザ・県民百貨店）からの継続出店は17件になります。 
 全体構成としては、飲食系が約半数、その他、アパレル、各種雑貨、エンターテインメントなど幅広い業種がラインアップ。
さまざまな年代、目的・志向に応え得るテナントが、それぞれの魅力・個性が際立つフロアに展開します。 
 

 他方、九州産交グループの事業会社が運営する店舗は全体の約1割。今年創業77年を迎える当グループでは、 
「SAKURA MACHI Kumamoto」、および桜町再開発事業の完成を契機に、これまで以上に多くの熊本在住の方、
熊本を往来される方に寄り添ったサービスを提供し、グループの総力を挙げて地域社会の発展に尽力をしていきます。 
 

テナント一覧は別紙①、B1F～4Fのフロア概要は別紙②-1,2をご覧ください。 

【サクラマチスクエア／2F】 
熊本発着のバス、観光等のインフォメーションカウンターや、 
くまモンに“出逢える”物販・カフェ・ステージ併設の『くまモン
ビレッジ』などを展開する、熊本情報の集積センター。 

【旬彩館 さくら／B1F】 
熊本県内では初登場の全国ブランドの土産菓子を取り扱う 
一方、九州・熊本の銘品も豊富に揃える総合土産売店。 
全国各地の銘菓を揃える「にっぽん味めぐり」コーナーも併設。 

＊当資料掲載の画像はすべてイメージです。 

図：南側から見た再開発街区断面 



 別紙①＿テナント一覧 

継続店 SAKURA MACHI Kumamoto前身（熊本交通センタープラザ・県民百貨店）からの継続出店テナント 

店名 業種

フードウェイ スーパーマーケット 熊本初

マクドナルド ハンバーガーレストラン 継続店

おべんとうのヒライ お弁当・惣菜 継続店

カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品

FRESHNESS BURGER バーガーカフェ

ドンクエディテ ベーカリー・カフェ 継続店

鰻屋　源八郎 うなぎ料理 九州初

築地食堂　源ちゃん 丼・定食・魚酒場 熊本初

串カツ田中 串カツ

熊本ラーメン　黒亭 ラーメン

肉食堂よかよか 肉料理

鉄板焼天神ホルモン 鉄板焼

じじや 寿司居酒屋

肉バル GOTCHA 洋食・肉とワイン 熊本初

三笠うどん うどん 継続店

IPPUDO RAMEN EXPRESS ラーメン

PANDA EXPRESS アメリカンチャイニーズ 熊本初

リンガーハット 長崎ちゃんぽん

全国ご当地グルメ屋台 ご当地グルメ 熊本初

サーティワンアイスクリーム アイスクリーム・クレープ

とりかわ　竹乃屋 やきとり居酒屋

京都・六角　蕪村菴 米菓

Caspia ヨーグルト・カフェ 九州初

シュークリーム専門店　ウルル シュークリーム

おめで鯛焼き本舗 鯛焼き

ナナズグリーンティー 和カフェ

Ivorish フレンチトースト 熊本初

BAKE CHEESE TART チーズタルト

CROQUANT CHOU ZAKUZAKU クロッカンシュークリーム

からあげの店　唐十 唐揚げ専門店

お茶の三翠園 日本茶 継続店

竹乃屋のやきとり やきとり

辰杏珠（シンアンジュ） タピオカドリンク 九州初

くだものかふぇ フレッシュジュース

武蔵寿司 寿司

ひので家 豆腐専門店 継続店

ドッキン惣菜屋 肉惣菜 継続店

feal [ pie & tea stand ] ミートパイ

珍味　古じょう庵 熊本名産 継続店

阿蘇 古じょう庵 厨房 おこわ・おにぎり 継続店

桜町 れんこん屋 からし蓮根 継続店

日本橋屋長兵衛 和菓子 熊本初

杉養蜂園 はちみつ 継続店

あんたがたどこさ 和洋菓子

LOVE2 Sweets スイーツ 九州初

くまもと銀彩庵 和洋菓子

KEYCOFFEE Club since 1920 コーヒー豆・カフェ 熊本初

フェスティバロ 唐芋レアケーキ

ベルギーワッフル マネケン ベルギーワッフル

旬彩館 さくら 土産・全国銘菓 継続店

旬彩館 さくら LIQUOR 九州銘酒

伝統発酵くろず庵 健康食品 九州初

SAGAWA宅配カウンター 宅配受付・手荷物一時預かり

ホワイト急便 クリーニング

シモカワ薬局 ドラッグストア・調剤薬局 継続店

宝くじ －

RHC ロンハーマン レディース・メンズ・キッズ・雑貨

RHC カフェ カフェ

MAISON KAYSER ベーカリー

&COFFEE MAISON KAYSER カフェ

南阿蘇TEA HOUSE ハーブティー・ティーグッズ

ガトーフェスタ ハラダ 洋菓子 熊本初

DENHAM 服飾雑貨 熊本初

festaria VOYAGE ジュエリー・アクセサリー 熊本初

MADAMA アクセサリー 九州初

Theory レディース・メンズ

B:MING LIFE STORE by BEAMS レディース・メンズ・キッズ・雑貨 熊本初

DIESEL レディース・メンズ・雑貨

Abientot レディース・雑貨 熊本初

LACOSTE レディース・メンズ

エリオポール レディース 熊本初

AVENUE レディース 継続店

PAL'LAS PALACE レディース 熊本初

Madu 生活雑貨

アミューズ ボーテ コスメ・ビューティー 九州初

CROWN Gardenex フラワーショップ

Apple Premium Reseller「misumi STORE」 Apple製品 熊本初

華まる堂 いきなり団子

マツモトキヨシ ドラッグストア

熊本初

熊本初

熊本初

B1F

1F

店名 業種

2F スタジオアリス 写真館

HAPiNS インテリア雑貨・生活雑貨 　

モンベル アウトドア

スターバックス コーヒー スペシャルティ コーヒー ストア

polcadot 帽子・ファッション雑貨

箸や万作 生活雑貨 熊本初

マルメロアルル バッグ・シューズ・雑貨

Picasso Lilio レディースシューズ・スニーカー

Yogibo Store ビーズソファ・インテリア雑貨

マジックミシン 洋服・服飾品の修理

リアット！ 靴・革小物の修理

メガネの大宝堂 メガネ・サングラス・補聴器

ラブラド・ブージュルード レディース・雑貨

THE KISS + ファッション・雑貨

サクラマチスクエア

（インフォメーション・バス案内所・くまモンビレッジ）
総合案内所

アプリコット内科 医療

熊本パール総合歯科 医療

ジ エステティック イーズ エステティックサロン 熊本初

Universal DRIVE キッチン雑貨・インテリア雑貨

natura レディース・メンズ

サックスバー バッグ・小物

Café Morozoff ドリンク・デザート・パスタ

H&M レディース・メンズ・キッズ

POLA THE BEAUTY コスメ・エステ

ファミリーマート コンビニエンスストア

Creema Store アクセサリー・雑貨 九州初

DHC直営店 化粧品・健康食品

AMERICAN HOLIC レディース

PARTS CLUB ビーズ・アクセサリー

cosmeteria 化粧品・雑貨 熊本初

San-ai Resort northerly インナーウェア・リゾートウェア 熊本初

ALBION DRESSER 化粧品・雑貨 熊本初

3F 牛たん炭焼き 利久 牛たん 熊本初

海鮮天丼まきの 天丼 九州初

竹乃屋　別館 和食居酒屋 熊本初

焼肉　叙々苑 焼肉 熊本初

鼎’s by JIN DIN ROU 小籠包ダイニング　 熊本初

あか牛Dinig  yoka-yoka あか牛専門店

牛しゃぶ牛すき　但馬屋 しゃぶしゃぶ・すき焼き 熊本初

天草　牛深丸 グルメ回転寿司

東京純豆腐 スンドゥブ専門店 熊本初

ぎをん椿庵 生パスタ専門店 九州初

京都お抹茶スィーツ専門店　CHASEN カフェ 京都お抹茶カフェ 九州初

サクラマチ　ギャラリー イベントスペース

ブライダルカウンター　トゥエルヴ ブライダルカウンター

セイハ英語学院　グローバルステーション 子供英会話 九州初

コグマ キッズ

トイザらス 玩具

ラフィネ リラクゼーション 継続店

エステサロンKAREN エステサロン

ダイソー 生活雑貨 継続店

Hers her 雑貨

楽天モバイル／SmartLabo サービス・カルチャー・雑貨

auショップ 携帯電話

九州アニメデッキ アニメグッズ 九州初

どんぐり共和国 キャラクターグッズ

namco／あそびパークPLUS アミューズメント

ABC-MART シューズ

only cut boxxx ヘアカット専門店

サクラマチ眼科 眼科

中央コンタクト コンタクトレンズ

ソフトバンク　ワイモバイル 携帯電話

アフラック よくわかる！ほけん案内 アフラック専門店 熊本初

じぶんまくら 寝具・インテリア雑貨

JINS メガネ・サングラス

SUIT SELECT／DIFFERENCE メンズ・レディース・オーダー

My Select Point by The Clock House 時計 熊本初

ハビタ コスメ・ギフト 継続店

TOHOシネマズ シネマコンプレックス

ATENA AVEDA 美容室

セントラルスポーツ ジムスタ フィットネス 熊本初

ROOM カフェバー

EggPlant Kumamoto 桜町総合就職プラットホーム 就職支援

くまもと城下町保育園　produced by IQkids 保育所

4F

5F

熊本初



毎日の「食」を支えるスーパーマーケット、ご褒美や手土産に立ち 
寄りたいデリ＆スイーツ、また熊本ならではの名店・銘品も多彩に 
居並ぶ、五感を刺激する県下最大級のグルメゾーンです。 
 
 

≪B1F≫ 
テナント数／ 55 
営業時間／ 物販店・フードホール・スーパーマーケット 
  ▶10:00-21:00  
 飲食店 
  ▶11:00-22:00 
付帯施設等／ 「熊本桜町バスターミナル」コンコース連絡通路 

 別紙②-1＿フロア概要 

＊当資料掲載の画像はすべてイメージです。 

洗練された都市型ブランドがお出迎え。常に流行を発信し、 
熊本でのライフスタイルにプラスアルファの「 発見 」と「 感動 」を 
創出していきます。 

1Fフロアイメージ 

≪1F≫ 
テナント数／ 21 
営業時間／ テナント 
  ▶10:00-20:00  
 直結：熊本桜町バスターミナル 
  ▶4:30-2:00 
付帯施設等／ 「熊本桜町バスターミナル」コンコース連絡通路 
 イベントスペース 
 

B1Fフロアイメージ 
 
 

商業施設や熊本城ホール、ホテルや駐車場、 
日本最大数*1の乗降場を抱えるバスターミナル…… 
1日2万人以上の方々が行き交うコンコースフロア。 
それぞれが思い描く「目的」をサポートします。 
 

日本最大数*1：一般バスターミナルにおける／本日現在 2Fフロアイメージ 

≪2F≫ 
テナント数／ 31 
営業時間／ テナント 
  ▶10:00-20:00
 バスチケットセンター 
  ▶7:00-21:30 
付帯施設等／ 女性専用パウダールーム 
 ストリートビューテラス 
 総合インフォメーション 
      （サクラマチスクエア） 

九州初出店 

熊本初出店 
（テナント提供情報より） 

 
 
 
 
 
【アミューズ ボーテ／1F】 
 

もっと自由に、 もっと楽しく 
思いのままに、 キレイがかなうビューティ ショップ 
 

「アミューズ ボーテ」は、フランス料理で最初に登場する、お楽し 
みのひと皿「アミューズ」と、フランス語で“美”を意味する「ボーテ」を 
組み合わせた言葉。 国内外のラグジュアリーコスメからナチュラルコスメ、ヘアケアなど約25ブランドが気軽に試して 
自由に選べるコスメセレクトショップ。 
  

＜取扱いブランド＞RMK／エスティ ローダー／エトヴォス／MiMC／クヴォン･デ･ミニム／クラランス／クリニーク／ゲラン 
／ジバンシイ／THREE／DAZZSHOP／ディオール／トム フォード ビューティー／NARS／HABA／ベアミネラル 
／ボビイ ブラウン／M･A･C／メイクアップフォーエバー／ヘアケアなど     

PICK UP 



ビジネス層からファミリー、シニア、カップルまで、 
さまざまなニーズにしっかり応える専門店が集結。 
デイリーユースから、特別な日の“とっておき”まで、 
こだわり派のリピートが期待されるゾーンです。 
 
 

≪3F≫ 
テナント数／ 36 
営業時間／ 飲食店 
  ▶11:00-23:00 
 飲食店以外 
  ▶10:00-20:00 
付帯施設等／ 親子専用トイレ 
 ストリートビューテラス 
 

 
 
 
 
 
【九州アニメデッキ／3F】 
 

日本が誇る大人気作品のキャラクターたちがお出迎え 
お気に入りが必ず見つかるアニメグッズショップ 
 

「九州アニメデッキ」は、数々の人気アニメ・ゲームや、世界中にファンを持つキャラクターの各種商品を取り揃えたグッズ
ショップです。精巧に造られた美麗なフィギュアや普段使いできる小物、ファン羨望のコレクターズアイテムなど、多彩な商品
構成を、株式会社KADOKAWAプロデュースのもとに実現しました。 
 

＜取扱い予定商品（作品）＞Fate/Grand Order／Re:ゼロから始める異世界生活／アイドリッシュセブン 
／ケロロ軍曹／この素晴らしい世界に祝福を！／ソードアート・オンライン／刀剣乱舞-ONLINE-／ドラゴンボール 
／ポケットモンスター／名探偵コナン／ワンピースほか 

PICK UP 

 別紙②-2＿フロア概要 

＊当資料掲載の画像はすべてイメージです。 

3Fフロアイメージ 
 

屋上庭園に繋がる開放区。未来を担う子供たち、 
若者たちが夢を育み、訪れる方々を熊本の空に誘う、 
シンボリックな異空間が拡がります。 

5Fフロアイメージ 

≪5F≫ 
テナント数／ 2 
営業時間／ 就職支援センター 
 （EggPlant Kumamoto 
    桜町総合就職プラットホーム） 
  ▶10:00-18:00 
 保育所（くまもと城下町保育園       
          produced by IQkids） 
  ▶8:00-21:00 
付帯施設等／ キッズガーデン 

熊本城を望むロケーションで、空間。熊本中心部に居ながら 
喧噪と離れ、「自分のため」の特別時間を提供します。 

4Fフロアイメージ 

≪4F≫ 
テナント数／ 4 
営業時間／ 美容室（ATENA AVEDA）  
  ▶10:00-20:00 
 フィットネス（セントラルスポーツ ジムスタ）  
   ▶10:00-22:00 ／月～金曜 
      9:00-20:00   ／土曜 
    10:00-20:00  ／日曜 
 カフェバー（ROOM） 
  ▶10:00-23:00 
 シネマコンプレックス（TOHOシネマズ） 
  ▶9:00-25:00 
付帯施設等／ ストリートビューテラス 

九州初出店 

左：「Re:ゼロから始める異世界生活 絵馬」©長月達平・株式会社KADOKAWA刊
／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 
右：「この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説 絵馬（爆裂祈願）」©暁なつめ・三嶋く
ろね／KADOKAWA／映画このすば製作委員会 



■再開発街区概要 
  

 事業名称／ 熊本都市計画 桜町地区第一種市街地再開発事業 
 事業主／  熊本桜町再開発株式会社 
 所在地／  熊本県熊本市中央区桜町3番10号他 

 用 途／  商業施設「SAKURA MACHI Kumamoto」 
 シネマコンプレックス（TOHOシネマズ 熊本サクラマチ） 

 バスターミナル（熊本桜町バスターミナル） 

 公益施設（熊本城ホール） 

 ホテル（ホテルトラスティ プレミア 熊本） 

 住宅（ザ・熊本ガーデンズ） 

 バンケット（ラソール ガーデン・熊本） 

 オフィス・バンケット棟（サクラマチヒルズ） 

 駐車場（サクラマチ熊本駐車場） 

 保育所（くまもと城下町保育園 produced by IQkids） 

 敷地面積／ 30,266.83㎡  
 延床面積／ 約164,070㎡ 
 
■商業施設「SAKURA MACHI Kumamoto」概要 
  

 運営会社／ 九州産交ランドマーク株式会社      
 所在地  ／ 熊本県熊本市中央区桜町3番10号 
 着    工／ 2017年1月16日           
 開   業 ／ 2019年9月14日 
 延床面積／ 約44,500㎡ ※シネマコンプレックス含む  
 売場面積／ 約28,000㎡ ※シネマコンプレックス含む 

 商業棟  ／ 地上5階･地下1階                 

 商業店舗数／149店舗 ※シネマコンプレックス含む 

「SAKURA MACHI Kumamoto」の前身（県民百貨店）に隣接し、当時、九州随一のバス発着便数を誇っていた熊本交通センターバスターミナルは、
昭和42年に自動車ターミナルとして都市計画化され、同年より併用が開始されました。平成26年、施設の老朽化やバリアフリー未対応などの課題解決のた
め、同年に桜町地区第一種市街地再開発事業に合わせた再整備が始まっています。今後の熊本県は、今年は国際的なスポーツ大会等を控え、来年には
阿蘇くまもと空港の民間委託も進むなど、県内外から多くの方が熊本に訪れる機会が続きます。私ども九州産交グループでは、熊本市街地のさらなる“にぎわ
い創出”と“回遊性の向上”は求められる使命と捉えています。 

 別紙③＿桜町再開発事業 施設概要 

写真上：「SAKURA MACHI Kumamoto」 
完成予想パース／写真下：当該事業周辺MAP 

再開発施設図面 

＊当資料掲載の画像はすべてイメージです。 


