
し、当施設を九州の“ゲートウェイ”とする構想の実現を目指してまいります。 
  
 

 九州産交グループは創立77年を迎える今年を、再開発施設完成を契機とする「第二創業の年」と位置付けており、
今後も地域とともに繁栄し、社会の発展に貢献いたします。 
日本最大数*1）一般バスターミナルにおけるバース数／本日現在 

 
 

▶ 同時発表内容については、別紙②-1～4をご覧ください。◀ 

～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」9月14日10:00 グランドオープン 
「熊本桜町バスターミナル」「サクラマチ熊本駐車場」は9月11日より稼働開始 

 

       ☑ 「TOHOシネマズ 熊本サクラマチ」熊本県初、3面マルチシアター “ScreenX”導入 
       ☑ 出店テナント発表 第5弾（計33テナント） 

 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、
熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業（熊本県熊本市中央区桜町3番13）にて現在建設中の 
商業施設「SAKURA MACHI Kumamoto（サクラマチ クマモト）」のオープンを本日より100日後となる、
2019年9月14日(土) 10:00とすることを発表いたします。 

写真左：施設2019年4月1日の
施設外観／写真中央：本日現在
の施設俯瞰／写真右：施設南側
壁面部 

NEWS RELEASE 
2019年6月6日 

九州産交ランドマーク株式会社 

同時 
発表 

 商業施設「SAKURA MACHI Kumamoto」のグランドオープンについては、9月のシルバーウィーク需要へのご期待に
沿うことができ、また、世界的なスポーツ大会を控えるタイミングなどから総合的に判断した結果、2019年9月14日(土)と
決定するに至っております。 

 一方、「熊本桜町バスターミナル」（旧称：熊本交通セン
ター）は、商業施設のグランドオープンより3日前の、2019
年9月11日(水)とすることを決定いたしました。同日は始発
便より、新バスターミナルに平常通りバスが離発着いたします。
熊本桜町バスターミナルは日本最大数*1)の29バース（乗
降場）を有するバスターミナルになります。 
 また、「サクラマチ熊本駐車場」も熊本桜町バスターミナルと
同日より、一般車両の受け入れを開始いたします。 
 

 桜町再開発施設はさまざまな用途に応える熊本、および
九州の交通・文化の拠点として、熊本内外からの皆様の暮
らしに利便性と快適性を提供してまいります。加えて、バス、
旅行、飲食・物販などを事業領域とするグループ企業と連携 

≪当件に関するお問い合わせ≫ 
九州産交ランドマーク株式会社  
プロパティマネジメントグループ 広報：和田 
TEL   080-5801-8583（本人直通） 
MAIL wada-naoto@kyusanko.co.jp 

SAKURA MACHI Kumamoto 公式サイト
https://sakuramachi-kumamoto.jp/ 

写真：1F 「熊本桜町バスターミナル」乗り場  
完成イメージパース 

再開発商業施設「SAKURA MACHI Kumamoto」グランドオープンの9月14日は“秋桜(コスモス)の日＊2)“とされています。事業計画への着手から
5年の歳月を経て、今秋いよいよ完成する桜町の再開発施設の幕開けが、ご期待をくださる多くの方々に、よりご記憶に残る日となれば幸いです。 
秋桜の日＊２)一般社団法人 日本記念日協会ホームページより 



■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162,440㎡ 
 
■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7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①＿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 

左図：再開発施設位置関係 

≪当件に関するお問い合わせ≫ 
九州産交ランドマーク株式会社  
プロパティマネジメントグループ 広報：和田 
TEL   080-5801-8583（本人直通） 
MAIL wada-naoto@kyusanko.co.jp 

SAKURA MACHI Kumamoto 公式サイト
https://sakuramachi-kumamoto.jp/ 



 別紙②-1＿同時発表 

「TOHOシネマズ 熊本サクラマチ」熊本県初、3面マルチシアター “ScreenX”導入 

 「SAKURA MACHI Kumamoto」に2019年9月14日にオープンする「TOHOシネマズ 熊本サクラマチ」では、
熊本県内の劇場としては初の上映システム「 ScreenＸ」や、同社のフラッグシップシアターであるTOHOシネマズ日
比谷に続き国内2ヶ所目となる「TOHOシネマズ プレミアムシアター」を導入。最高品質の鑑賞環境を提供いたしま
す。 
 

 「ScreenＸ」は、まるでその場にいるかのように映画の世界を体感する事ができる、新次元の上映システム。従来
の正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を映し出す3面マルチシアターを採用することで視野角が270度まで
広がり、未体験の臨場感を味わうことができます。 
 

 「TOHOシネマズ 熊本サクラマチ」は全9シアター、総計1,578席（車椅子席は各シアターに完備）。 
【TOHOシネマズ株式会社（本社所在地：東京都千代田区）】 

出店テナント発表 第5弾（計33テナント）  
 
 
 
■H&M SAKURA MACHI Kumamoto店 
ご家族の皆様にお楽しみいただける、スウェーデン発のファッションブランド。 
【エイチ･アンド･エム･へネス･アンド･マウリッツ･ジャパン株式会社（本社所在地：東京都渋谷区）】 

 
 
■モンベル 
アウトドアブランド「モンベル」製品を中心に 
アウトドアに必要な各種アイテムが揃う「モンベルストア」。 
【株式会社ベルカディア（本社所在地：大阪府大阪市）】 

 
 
■B:MING LIFE STORE by BEAMS（ビーミング ライフストア by ビームス）  
≪熊本初出店≫ 
多彩なラインナップで、現代のファッションとライフスタイルを提案。 
【株式会社ビームス（本社所在地：東京都渋谷区）】 

 
 
■ガトーフェスタ ハラダ サクラマチ熊本店  
≪熊本初出店≫ 
自慢のガトーラスク「グーテ・デ・ロワ」をはじめ、 
心をこめて作ったお菓子で、珠玉のひと時を。 
【株式会社 原田･ガトーフェスタ ハラダ（本社所在地：群馬県高崎市）】 

 

写真左：「TOHOシネマズ 熊本サクラマチ」ロビーイメージ／写真右：「ScreenＸ」イメージ 



 別紙②-2＿同時発表 

■MAISON KAYSER／&COFFEE MAISON KAYSER   
≪熊本初出店≫  
オリジナル発酵バターが香る焼きたてクロワッサンと 
ベストマッチのコーヒーが楽しめるカフェ。 
【株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン（本社所在地：東京都港区）】 

 
 
■スタジオアリス 
お子さまはもちろん、成人式、ご家族様の記念日に 
最高の写真と思い出に残るひとときを提供。 
【株式会社スタジオアリス（本社所在地：大阪府大阪市）】 

 
 
■サックスバー  
職人たちの揺るぎない思いが伝わる、 
メイド・イン・ジャパンの鞄・小物を幅広く展開。 
【株式会社サックスバー･ホールディングス（本社所在地：東京都葛飾区）】 

 
 
■HAPiNS（ハピンズ）  
「ココロが求めるジブンらしさで囲まれたい」 
「ジブンらしいものを贈りたい」 
ホクホクする想いに寄り添う雑貨店。 
【株式会社HAPiNS（本社所在地：東京都品川区）】 

 
 
■Hers her 
ステーショナリーやバッグなど、オンからオフまで 
あなたを彩る素敵な“カワイイ”アイテムが見つかる。 
【株式会社天翔（福岡県大野城市）】 

 
 
■AMERICAN HORIC（アメリカン･ホリック） 

大人の女性の毎日を軽やかで豊かにするブランド。 
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。 
【株式会社ストライプインターナショナル（本社所在地：岡山県岡山市）】 

 
 
■カルディコーヒーファーム  
こだわりのオリジナルコーヒー豆30種をはじめ、 
世界各国の珍しい食材や、ワインなどを所狭しと陳列。 
【株式会社キャメル珈琲（本社所在地：東京都世田谷区）】 

 
 
■カフェ モロゾフ サクラマチ熊本店 
モロゾフならではの多彩なデザートとともに、 
くつろぎのカフェタイムを。 
【モロゾフ株式会社（本社所在地：兵庫県神戸市）】 

 
 
■ auショップ SAKURA MACHI 
携帯電話のことだけでなく、通信を通じて 
便利で、より豊かになるライフスタイルを提案。 
【ジョウツー株式会社（本社所在地：熊本市中央区）】 



 別紙②-3＿同時発表 

■ダイソー SAKURAMACHI Kumamoto店   
“ワンコイン”で暮らしを豊かにできる、断然多い品揃え。 
【株式会社大創創業（本社所在地：広島県東広島市）】 

 
 
■中央コンタクト サクラマチ 熊本店 
全国160店舗。国内外主要メーカーの 
コンタクトレンズ関連製品を豊富に取り扱う専門店。 
【株式会社中央コンタクト（本社所在地：静岡県静岡市）】 

 
 
■Picasso Lilio 熊本桜町店 
20代～30代のレディスシューズ・スニーカーのセレクトショップ。 
【株式会社テヅカ（本社所在地：宮崎県宮崎市）】 

 
 
■ハビタ 
キレイにおしゃれに暮らす女性を応援する、 
コスメ＆ギフトのセレクトショップ。 
【株式会社ハビタ（本社所在地：熊本市南区）】 

 
 
■JINS SAKURA MACHI Kumamoto店 
定番から最新トレンドまで、メガネ一式を 
5,000円（税別）から取り揃える専門店。 
【株式会社ジンズ（本社所在地：東京都千代田区）】 

 
 
■My Select Point by The Clock House  
≪熊本初出店≫ 
全国最大級の店舗数とネットワークを誇る、 
安心と信頼の時計専門店チェーン。 
【株式会社ザ・クロックハウス（本社所在地：東京都中央区）】 

 
 
■エステサロンKAREN  
お子様でも脱毛できるフェイシャルやボディケアメニューも充実。 
ハイパースキン脱毛機メーカー直営サロン。 
【株式会社カンナ（本社所在地：福岡県福岡市）】 

 
 
■コグマ 
ベビー＆キッズ服の専門店「コグマ」が提案する、 
カジュアルテイストの新ショップ。 
【株式会社コグマ（本社所在地：熊本市中央区）】 

 
 
■セイハ英語学院 グローバルステーション   
≪九州初出店≫ 
毎回のレッスンに外国人講師が生中継（オンライン）で登場。 
日本人講師とのレッスン、外国人講師とのトライで、効率的に学習。 
【セイハネットワーク株式会社（本社所在地：福岡県福岡市）】 

 
 
■ラフィネ SAKURA MACHI熊本店 
道具や器具は使用しない、オールハンドの施術を提供。 
ボディケアやリフレクソロジーなどのサービス、 
心地よい空間づくりで、心を込めたおもてなし。 
【株式会社ボディワーク（本社所在地：東京都港区）】 



 別紙②-4＿同時発表 

■PANDA EXPRESS  
≪熊本初出店≫ 
世界2000店舗以上を展開するカリフォルニア発の 
アメリカンチャイニーズレストラン。 日本国内5号店目。 
【株式会社I&P RUNWAY JAPAN（本社所在地：福岡県福岡市）】 
 

 
■IPPUDO RAMEN EXPRESS 
「本物の味をカジュアル&スタイリッシュに」がテーマの 
博多発祥とんこつラーメン店【一風堂】フードコート専門店。 
【株式会社 力の源カンパニー（本社所在地：福岡県福岡市）】 
 

 
■リアット！（Ｒiat！） 
≪熊本初出店≫ 
プロの技術でお客さまの大切なお靴・バッグをメンテナンス。 
住居などの合鍵や特殊な鍵など各種作製も相談OK。 
【リフォームスタジオ株式会社（本社所在地：東京都中央区）】 
 

 
■マジックミシン  
お客様にスタッフがニーズを直接うかがい、 
「定番」ではない、最高のお直し方法を提案。 
【リフォームスタジオ株式会社（本社所在地：東京都中央区）】 
 

 
■フェスティバロ 
鹿児島の直営農場で栽培した唐芋（からいも）を素材に 
特徴を生かした唐芋菓子を製造・販売。 
【株式会社フェスティバロ社（本社所在地：鹿児島県鹿屋市）】 
 

 
■杉養蜂園 SAKURA MACHI Kumamoto 
日本有数のみつばち飼育数を誇る蜂蜜専門店。 
季節毎に異なる蜂蜜や果汁入りはちみつが人気。 
【株式会社 杉養蜂園（本社所在地：熊本市北区）】 
 

 
■シモカワ薬局 
人の健康と美に貢献するという理念のもと、 
「なくてはならない」存在に。 
【株式会社 下川薬局（本社所在地：熊本市中央区）】 
 

 
■阿蘇 古じょう庵 厨房  
素材にこだわって作ったおいしい米飯・惣菜専門店。 
昔ながらの味をご自宅で。 
【株式会社古じょう庵（本社所在地：熊本市東区）】 
 

 
■くまもと銀彩庵 
「人と人とをつなぐ輪。心を灯す菓子づくり」。 
地域の食材にこだわった、肥後三彩・紫音などの 
創作和洋菓子を製造・販売。 
【宝物産株式会社（本社所在地：大分県別府市）】 
 

 
■feal [ pie & tea stand ]   
熊本のあか牛をメインとした本格パイ専門店。 
全国の有名百貨店で行列のできる美味しさ。 
【有限会社H･T･Y（本社所在地：熊本市中央区）】 


