
 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号 

2021年 10月 27日 

 

～新幹線開業を契機につくる国際観光都市長崎の陸の玄関口～ 
 

長崎駅高架下 商業施設 

施設名称・出店テナント決定のお知らせ！ 
 

長崎駅周辺では2022年秋の西九州新幹線開業を契機に新しいまちづくりが進められています。 

 このたび、西九州新幹線開業に先駆けて、2022年春に開業を予定する長崎駅高架下商業施設

の「施設名称」および「出店テナント」が決定いたしました。本施設は、長崎の銘菓や物産、

地元食材やご当地グルメメニューで県内外のお客さまをおもてなしします。 

 本施設を皮切りに、西九州新幹線開業、そして 2023年秋の新長崎駅ビル開業へと、長崎駅は

進化し続けます。長崎の魅力を満載し、活気とにぎわいが溢れる本施設に、ご期待ください。 

 

１ 施設名称 

長崎
ながさき

街道
かいどう

かもめ市場
い ち ば

 
   

 

 

 

 

［駅コンコース側からのイメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージは変更する場合がございます。 

 

    

かつて長崎街道が、長崎に伝来した文化や技術を全国に伝える架け橋であったように、

西九州新幹線かもめが新たな架け橋となり、長崎街道かもめ市場より、長崎の魅力を 

全国へ発信します。 



２ 施設概要・出店店舗 

  所 在 地  ： 長崎市尾上町１番地 67（ＪＲ長崎駅改札正面） 

  延床面積 ： 4,400㎡ 

  店舗面積 ： 2,200㎡ 

出店店舗 ： 計 54店舗（ATM７社含む）※詳細別紙 

  土産 27店舗、飲食 14店舗（横丁ゾーン８店舗・ご当地ゾーン６店舗）、 

  デイリーサービス 13店舗（コンビニ・ベーカリー・ファーストフード・ATM 等）  

 

３ 施設開発コンセプト 

ながさきファースト 
 

 

 

 

 

 

４ 店舗構成のポイント 

土産ゾーン 長崎の魅力的なお土産が勢揃い！市内最大級のお土産ゾーン 

 
アミュプラザ長崎のお土産ゾーンから移転する 13店舗に、長崎県内各地のバラエティ豊

かな 14店舗が新たに加わり、総勢 27店舗の市内最大級のお土産ゾーンとなります。 

また本施設では、目の前で調理を行う実演ゾーンを設けており、出来立て・アツアツの

商品をイートインコーナーでお楽しみいただけます。 

   
  ［土産（物販）ゾーン イメージ］ 

     
 ※イメージは変更する場合がございます。 

パースはイメージです 

本施設は、「ながさきファースト」を開発コンセプトに、「長崎らしさ」を発信し  

「長崎が県内や県外・世界と繋がる」、「長崎の元気をつくる」、また「自然と毎日立ち 

寄りたくなる」 場所を目指します。 



横丁ゾーン 地酒と料理が楽しめる駅の中の本格横丁、長崎初登場！ 

 
   海鮮・魚串・和牛などバラエティ溢れる専門店と、長崎の地酒が楽しめる横丁ゾーンが

誕生します。各店舗間の間仕切壁を無くすことで、ゾーン全体が一体的な横丁空間として

賑わいを醸し出す、これまでの長崎にはなかった食体験を提供します。 

また感染症対策として、店内外壁側にイースターカーテンを設置し屋外との自然換気が

可能な開放的な店内環境とすることで、お客さまが安心安全にご利用いただける環境づく

りに取り組んでいます。 

       
  ［横丁ゾーン 内部イメージ］                    ［横丁ゾーン 東口側イメージ］ 

      
    ※イメージは変更する場合がございます。 

 

ご当地ゾーン 長崎で長く愛されるご当地グルメと食文化を発信！ 

 

    ちゃんぽん・皿うどんなどの「長崎中華」、全国区の知名度を誇る「五島うどん」「トル

コライス」、そして魚種の豊富さ日本一という「長崎の海の幸」など、長崎を代表するご

当地グルメを人気店がお届けします。観光のお客さまにとっては「長崎らしい」、そして

地元の皆様にとっては「なじみ深い」ご当地メニューの数々を、お気軽にお楽しみいただ

けます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  



デイリー 

サービスゾーン 
駅をご利用のお客さまの役に立つ商品・サービスを提供 

 
     日常的に駅を利用するお客さまにとって、あったらうれしい店舗を揃えました。通勤通

学時のお立ち寄りに便利なコンビニ・ベーカリー、電車の待ち時間や手軽なお食事に便利

なファーストフード、そして近隣のオフィスワーカーや出張者に便利なビジネスサービス

が揃うことで、駅をご利用されるお客さまの利便性を高めます。 

 

５ 店舗配置図 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 高架下商業施設 位置図 

    

 

【お問い合わせ先】 

九州旅客鉄道株式会社 広報部 

ＴＥＬ：０９２－４７４－２５４１ 



【別紙】長崎街道かもめ市場 出店テナント一覧

※【実演】はできたての商品を提供する店舗のことを言います。
※【新業態】は全国に同一店舗がなく、今回長崎街道かもめ市場ご出店に際し新たに開発した業態のことを言います。
※記載内容は今後変更となる場合がございます。

NO 店舗名・会社名 カテゴリー 店舗紹介 新業態 出店状況 地元企業
（長崎県内）

合計 計54店舗 (ATM７店舗含む） ６店舗
商業施設初:17店舗
九州初:１店舗
長崎初:4店舗
移転：14店舗

40店舗

土産店舗 計27店舗

1 I LOVE CUSTARD NEUFNEUF
（株式会社九十九島グループ）

カスタードスイーツ カスタードが主役のスイーツ専門店。 長崎初 ○

2 異人堂
（株式会社異人堂）

カステラ・和洋菓子 長崎カステラをはじめとした和洋菓子を取り揃え。 商業施設初 ○

3 和泉屋
（有限会社和泉屋）

カステラ・和洋菓子 カステラの新たな美味しさを追求したカステラスイーツの人気店。 ○

4 いろはや
（株式会社いろはや）

陶器・食品 新しいローカルライフを提案するおみやげギフトセレクトショップ。 商業施設初 ○

5 岩崎本舗
（株式会社岩崎食品）

【実演】
角煮まんじゅう

ながさき手みやげ大賞に選ばれた「長崎角煮まんじゅう」のお店。 移転 ○

6 雲仙きのこ本舗
（株式会社雲仙きのこ本舗）

ご当地土産麺
きのこ加工品

「美味養生」をコンセプトに、養々麺等きのこ加工食品を販売。 商業施設初 ○

7 カステラ本家 福砂屋
（株式会社福砂屋）

カステラ・和洋菓子 1624年創業以来、手づくりによる製法を守り続けて参りました。 移転 ○

8 菓舗 唐草
（株式会社唐草）

和洋菓子 「長崎物語」「おたくさ」など長崎らしい銘菓を取り揃えております。 移転 ○

9 鯨と海の幸 勇魚
（有限会社井上海産物）

【実演】
鯨・海産物

伝統の「鯨」・からすみ・ウニ等長崎の海の幸や珍味をご用意。 移転 ○

10 サン ウミノ
（ニップンドーナツ九州株式会社）

コーヒースタンド
フルーツサンド

新業態のコーヒー・フルーツサンドテイクアウト専門店。 ○ 商業施設初 ○

11 松翁軒
（株式会社松翁軒）

カステラ・和洋菓子 創業340年のカステラの老舗。文学の味がする 松翁軒。 移転 ○

12 Taiwan Tianpin Hua
（株式会社老李グループジャパン）

【実演】
台湾スイーツ

水餃子が人気の「老李」が行う新業態の台湾スイーツ専門店。 ○ 商業施設初 ○

13 チョコレートハウス
（チョコレートハウス株式会社）

チョコレート 「チョコレート発祥の地・長崎」のチョコレート専門店。 ○

14 ドラゴンシー
（株式会社ノースアイランド）

総合土産・雑貨 「選ぶ楽しさ」をコンセプトに長崎・ 九州の菓子、雑貨を取り揃え。 移転 ○

15 長崎お土産 すみや
（株式会社すみや）

総合土産 定番土産から長崎の島々の産品をセレクトした土産専門店。 移転 ○

16 長崎かんぼこ 喜味冨
（株式会社杉永蒲鉾）

【実演】
練物・海産物

揚げたてにこだわった新業態の実演販売蒲鉾専門店。 ○ 商業施設初 ○

17 長崎中華街蘇州林
（有限会社蘇州林）

中華菓子 「麻花兒（マファール）」が人気の中華菓子専門店。 商業施設初 ○

18 長崎ぶたまん桃太呂
（有限会社桃太呂）

【実演】
豚まん

長崎名物・長崎ぶたまんの元祖専門店。 移転 ○

19 長崎銘品蔵
（ＪＲ九州リテール株式会社）

総合土産 ワンストップショッピングが叶う“地域一番の土産セレクトショップ” 移転

20 長崎焼小籠包チャイデリカ
（チャイオーン株式会社）

【実演】
長崎中華総菜

長崎発オリジナルテイスト！ジューシーな焼小籠包の人気店。 商業施設初 ○

21 なかしま
（株式会社中嶋屋本店）

だし関連商品 だし一筋70有余年。「おいしい幸福 明るい食卓」がコンセプト。 ○

22 白水堂
（有限会社白水堂）

和菓子・桃かすてら 創業明治20年(1887年)、五代続く老舗菓子専門店。 移転 ○

23 文明堂総本店
（株式会社文明堂総本店）

カステラ・和洋菓子 創業1900年、長崎の心を今に伝える味づくり文明堂総本店。 移転 ○

24 BERRY CUTE！
（株式会社肥前ほがや）

洋菓子 長崎県産イチゴやブルーベリーを使用した新業態の洋菓子店。 ○ 商業施設初 ○

25 Bon Patty
（小浜食糧株式会社）

和洋菓子 長崎銘菓クルスを販売。地元に愛されるワッフルも人気です。 移転 ○

26 まるなか本舗
（株式会社まるなか本舗）

【実演】
練物・海産物

本物の美味しいを追求した極上の蒲鉾をお届けします。 移転 ○

27 みろくや
（株式会社みろく屋）

ご当地土産麺 長崎を代表する麺料理ちゃんぽん・皿うどんの専門店。 ○



NO 店舗名・会社名 カテゴリー 店舗紹介 新業態 出店状況 地元企業
（長崎県内）

横丁店舗 計８店舗

28
～長崎和牛が美味しい店～ 大阪屋
（有限会社エーファイブ）

和牛ダイニング 長崎和牛を始めとした長崎の美味しいをお楽しみ下さい。 商業施設初 ○

29 海鮮炙り屋 いぶき地
（株式会社いぶき地）

海鮮炙り焼・魚串 長崎の魚介を刺身や炙り焼、藁焼き、魚串で堪能頂けます。 商業施設初 ○

30 串カツ田中
（株式会社イートスタイル）

串カツ 串カツと大阪グルメを大衆酒場の雰囲気でお楽しみ頂けます。

31 台湾水餃 LAO LEE
（株式会社老李グループジャパン）

台湾バル 和食器で台湾料理とお酒を楽しむ新業態の台湾バル専門店。 ○ 商業施設初 ○

32 立ち呑み たたんばぁ
（有限会社串乃屋）

立ち呑み 豊富な長崎地酒・焼酎が気軽に楽しめる立ち呑み専門店。 ○

33 博多ぐるぐるとりかわ竹乃屋
（株式会社タケノ）

焼き鳥 名物博多ぐるぐるとりかわをはじめ、もつ鍋などが楽しめるお店。 長崎初

34 BABAKE
（ー）

ラーメン 自家製麺と濃厚でまろやかな鶏ガラ豚骨にこだわった一杯。 商業施設初 ○

35 フクブクロ
（有限会社亜紗）

海鮮居酒屋 長崎にこだわった料理で「魚のおいしい街 長崎」を全国に！ 商業施設初 ○

ご当地飲食店舗 計６店舗

36 魚○亜紗
（有限会社亜紗）

海鮮丼 長崎の新鮮な魚介をつめ込んだ新業態の海鮮丼専門店。 ○ 商業施設初 ○

37 五島うどん だしぼんず
（ー）

五島うどん 五島うどんと鯛出汁にこだわった新感覚のうどんをご堪能ください。 商業施設初 ○

38 たんや
（JR九州フードサービス株式会社）

牛タン 長崎名物を引っ提げて、博多で大人気の店が長崎初出店！ 長崎初

39 ちゃんぽん 蘇州林
（有限会社蘇州林）

ちゃんぽん・皿うどん 長崎中華街で人気のちゃんぽん・皿うどんの専門店。 ○

40 ニッキー・アースティン
（有限会社大平濵口商事）

トルコライス 手作りにこだわった186種類から選べるトルコライス専門店。 商業施設初 ○

41 みのりカフェ
（全国農業協同組合連合会）

地産地消カフェ JA全農がお届けする長崎県産食材にこだわったカフェ。 長崎初

デイリー・サービス店舗 計13店舗 （ATM7店舗含む）

42 キンコーズ
（株式会社ジーエークレアス）

ビジネスサービス スマホプリント、コピーや名刺、オリジナルTシャツ・アルバムなど。

43 スマホクリニック
（株式会社モバイアス）

スマホ修理 iPhone画面割れ、バッテリー交換など即日修理対応致します。 九州初

44 トランドール
（株式会社トランドール）

ベーカリー 焼き立てのパンの香ばしくて甘い香りに包まれたベーカリー。

45 ファミリーマート
（ＪＲ九州リテール株式会社）

コンビニ 「あなたと、コンビに、ファミリーマート」でお待ち致しております。

46 マクドナルド
（日本マクドナルドホールディングス株式会社）

ハンバーガー 一息つける、心地良い時間を過ごせるハンバーガー店です。

47 ヤマト運輸
（ヤマト運輸株式会社）

配送サービス 手ぶら観光やショッピングを楽しめるサービスを提供致します。 移転

48 九州労働金庫
（九州労働金庫）

ＡＴＭ 安心便利な各種ATMを取り揃えています。

49 クレディセゾン
（株式会社クレディセゾン）

50 十八親和銀行
（株式会社十八親和銀行）

○

51 セブン銀行
（株式会社セブン銀行）

52 たちばな信用金庫
（たちばな信用金庫）

○

53 長崎銀行
（株式会社長崎銀行）

○

54 長崎三菱信用組合
（長崎三菱信用組合）

○

※【実演】はできたての商品を提供する店舗のことを言います。
※【新業態】は全国に同一店舗がなく、今回長崎街道かもめ市場ご出店に際し新たに開発した業態のことを言います。
※記載内容は今後変更となる場合がございます。


