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ジェイアール西日本不動産開発株式会社

中国 SC 開発株式会社 

ＪＲ西日本グループでは、下関市が推進する「下関駅にぎわいプロジェクト」の一 

  環で建設中のＪＲ下関駅ビルの１階及び２階に、ショッピングセンター「リピエ」を 

  グランドオープン致します。 

開業日及び詳細な内容が決定致しましたので、お知らせ致します。 

 ＪＲ下関駅前に、

「ｒｉｐｉｅ（リピエ）」が３月１６日（日）グランドオープン！

  山口県初出店のテナント１６店舗を含む合計２４店舗のショッピングセンターが

誕生します。
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１ ストアコンセプト 

ちょっとオシャレなデイリー＆コンビニエンススタイル 

２ 商業施設の名称 

（１）名  称 ripie（リピエ） 

（２）ロゴマーク 

（３）ＳＣ名称の由来・コンセプト 

  「下関らしさ×新しさ＝どこにもなかった時間」を提案するために、下関の玄関口に誕生 

 する複合ファッションエリア「r i p i e （リピエ）」。「リピートｒｅｐｅａｔ（くり返 

 す）」と「ピアｐｉｅｒ（船着き場）」の響きから生まれた名前です。下関のみんなが、く 

 り返し通いたくなる海辺の場所をめざします。r i p i e の「r i p （リップ）」には、「早 

 瀬に立つ波」という意味があり、かわいい波を、元気な波を、起したいという思いを込めま 

 した。さらに、「Ｒｉｓｅ（上がる）＋Ｐｉｌｏｔ（水先案内する）＋Ｅｎｅｒｇｙ（元気）」 

 の頭文字を名前に含み、下関のみんなの気持ちを上げる。元気な毎日へ案内する場所になる。 

 といった意思も感じさせます。また、「リ」の響きには、「Ｒｅ ＳＨＩＭＯＮＯＳＥＫＩ」 

 の意味も含みエキマチ下関の中心となり、地元の再生をめざします。 

（４）ロゴデザインコンセプト 

  さざ波をイメージした、チャーミングな曲線のゆるやかな丸みは、女性らしさも感じさせ 

 ます。２つの「ｉ」で、「ｒｉｐｉｅ（リピエ）」に集まる下関の「人」を表現しました。 

（５）ロゴカラーコンセプト 

 赤間神宮を連想させる、印象的なＳｈｉｎｙ Ｒｅｄ。高貴な色とされていた、日本の伝

統色・唐紅花（からくれない）を用い、特別感を演出します。下関のみんなに、いきいきと

した時間を。そんな思いを、鮮やかなカラーで表現します。 

３ 地域でトレンドの最先端をいくショッピングセンター 

 リピエは、トレンドに敏感で手軽にオシャレをしたい２０歳～３０歳代女性及び可愛らし 

い小物や雑貨が好きなマインドの若い３０歳から４０歳代女性をターゲットとしてマーチャ

ンダイジングを設定しています。 

（１）ＭＤ戦略

下関駅エリアにある既存商業施設との一体的な回遊性や MDを考慮して、お客様が下関駅エ

リア全体で時間消費や買い物を出来ること、今以上に下関駅エリアとしての集客を高めるこ

とを基本的な考えとしました。 

また地元のお客様のニーズの高かった下関駅エリアには今までなかった値ごろ感のある人

気テナントを中心に集積しました。さらにお買い物中に気軽に利用頂けるカフェテナントも

１階、２階それぞれに導入しております。 

全国初、九州初、中四国初を含む、山口県初出店のテナントが全体の約７割を占めるテナ

ントミックスとなり、リピエに出店する２４テナントのうち、約７割にあたる１６店舗が下

関初出店（九州初、中四国初を含む）となります。

※なお、別紙資料には、今回、ご出店いただく全テナントリストを添付しておりますので、

併せてご覧下さい。
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（２）人気のファッションテナントが充実 

「ニコアンド」（山口県初）や「アース ミュージック＆エコロジー プレミアム ストア」

などのカジュアルブランドから、女性のオン、オフに対応できる上品なスタイリングを提案

する「ロペ ピクニック」（山口県初）や「テチチ」（山口県初）など、下関待望の全国で人

気のブランドを集積しました。 

（３）メンズ＆レディステナントが充実 

 女性だけではなく、カップルでもお買い物を楽しんで頂けるテナントも充実しています。 

東京銀座のアパレルメーカー、㈱ノーリーズが展開するセレクトショップの 「フレディ ＆   

グロスター」（九州・山口県初）や㈱ワールドが展開する自社のブランドミックス業態の「ア

ナザー サイド スクエア」（山口県初）、アイウェアの「ゾフ」（山口県初）などが出店しま

す。 

（４）雑貨テナントも充実 

ファッションだけではなく、女性心をくすぐる雑貨店も充実しています。若い女性に人気

のシューズショップ 「エスペランサ」（山口県初）や人気の韓国コスメが充実した 「ABC コ

スメストア」。その他、インナーウェアのショップも出店します。 

生活雑貨では九州を中心に有名雑貨店「コスタコート」を展開する㈱ビスクの新業態「プ

レザン ドゥ パリ」（全国初）を 全国に先駆け出店。またイタリア・ミラノ発の上質フレグ

ランスブランド「ミッレフィオーリ」（山口県初）などが出店します。 

（５）気軽に利用できるカフェ 

１階：「ヴィドフランス」・・・・ベーカリーカフェ （※７：００～２２：００） 

２階：「サンマルクカフェ」・・・カフェ      （※７：００～２２：００） 

４ 会員カード「リピエポイントカード」 

リピエでは、お買い上げ額によってポイントがたまるポイントカード「リピエポイントカード」

を発行します。カードの概要は、次のとおりです。 

（１）カードデザイン 

○ 通常 ○ 限定カード

  ※グランドオープン前にご入会頂いたお客様 

   へ限定発行します。 
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（２）カードのご案内 

○ 年会費は無料です。

○ 中学生以上の方なら、どなたでも入会できます（発行枚数はお一人様１枚まで）。

○ 会員の皆様には、以下の特典があります。

  ・館内全店舗でのお買い上げ１００円（税抜価格）ごとに１ポイントがたまります。 

  ・５００ポイントで、館内全店舗でご利用頂ける５００円のお買い物券と交換致します。 

 ※特典については、内容を変更する場合もございます。 

５ 快適な癒しの空間を演出するお客様用トイレ 

 リピエは、お客様からのニーズが高いトイレ機能を充実するため、設備・機能は最先端の

ものとしました。 

各フロアの店舗環境イメージと合わせたデザインコンセプトに基づく内装や器具、照明な

どの環境づくりをしています。 

また、リピエのお客様、特に女性やお子様連れのお客様に配慮し、一層の快適性を追求し

ました。主な特徴は次のとおりです。  

○ パウダーコーナーを設置し、化粧のしやすい間接照明を設置しました。直接光と違って

顔に影が出ない効果があります。 

○ 多目的トイレ内には、ベビーベッドや鏡を設置しました。

○ 顔を美しく映し出すスーパークリアーミラーを使用しました。透過性の高い超透明ガラ

ス鏡で、色の再現性や反射率が高いため、お客様の肌の色をより正確に映し出します。 

○ 洗面台のそれぞれの脇に、ジェットタオルを設置しました。

○ ベビールームを併設し、おむつ交換台、授乳室、流し台を設置しました。

６ 「まちの記憶」を受け継ぐ

（１）旧駅舎三角屋根の復活

 平成１８年１月に火災で焼失した旧下関駅舎の三角屋根のシルエットを、駅ビルファサー

ドで再現。市民に親しまれた旧駅舎の面影を受け継いでいきます。

   ※イメージパース 
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（２）旧山陽ホテルのレリーフ

 １９０２年（明治３５年）に鉄道ホテル第１号として華々しく開業し、ヘレン・ケラーや

ベーブ・ルースなどの著名人も宿泊した旧山陽ホテルのレリーフを駅ビルエントランスに設

置。連絡船の港町として栄えた歴史を残します。

※設置イメージ

（３）水族館

 建物南側壁面に「海のまち下関」を象徴する海の生き物たちを描き、旧駅舎で親しまれて

いた水族館を壁面に引き継いで再現します。

 ※イメージパース 

７ エコロジー、省エネ、及び防災の取組

 地球環境に配慮し、全館 LED 照明を採用。省エネ機器の選定や、空調機器の効率を上げ

る取組を行っています。

 また、様々なお客様の集まる駅ビルという建物の役割を考慮し、災害時に配布することの

できる災害用備蓄 １００人分を設置。帰宅困難者の支援を想定し、非常時にも地域に貢献す

る駅ビルを目指します。

   ※設置イメージ 
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８ デザインのコンセプト 

（１）外観デザイン

先述のとおり、三角屋根シルエットの再現や海の生き物たちの描写に加え、壁面はレンガ

調タイルで「歴史と洋館のまち下関」のイメージと人が織りなす「交流」をクロス状のパタ

ーンで表現しました。

（２）建物内部の環境デザインについて

○ シンプル

  テナントの個性を大切にしながら、フロアとしてまとまり感にも配慮した飽きのこな 

 いシンプルな環境づくりを行います。 

  ・ デザイン要素をシンプルにし、陳腐化しない空間づくりを目指します。 

  ・ 広がりが出るように素材はシンプルに構成し、フロアの印象が強くなるように計画 

 します。 

○ ナチュラル

  明るくナチュラル感のある共用環境で、居心地の良さと、テナントのブランドイメー 

 ジを引き立たせる計画をします。 

  ・ 明るくナチュラルな素材計画でカジュアルで居心地のよい空間を演出します。 

  ・ メリハリ感と、規則的に並ぶ光だまりにより柔らかくリラックス出来る空間を作り 

 ます。 

○ 開放感

  施設規模を活かした一体感により、施設の印象を強くし、回遊性の高い空間づくりを 

 します。 

  ・ 店舗の顔がつながる広がりがある演出をします。

  ・ 中央区画部分を開放的で一体感のある天井とし、まとまり感によりフロア・施設の

 印象を強くします。

９ 共用通路仕上げ

○ 床

 デザイン要素では最もウェイトを占める床の素材は、ナチュラル感のあるベージュ系

木目風磁器タイルにて計画します。

○ 壁

 空間でもポイントとなる壁や柱は、柔らかくナチュラルな印象の素材でシンプルに構

成し、テナントの個性を引き出すよう考慮します。

○ 天井

 天井は白系の塗装でシンプルに仕上げ、空間に開放感、連続感が出るように計画しま

 す。

○ 照明

 空間を印象付ける要素として大切な照明は、フロアの性格に合せた照明計画を行い、

フロアの回遊性を高めます。

10 リピエの施設概要 

所在地 山口県下関市竹崎町四丁目 3番 3号 

代表電話 未定 

店舗面積 約 2,500 ㎡（店舗面積：１・２階部分合計） 

店舗数 24店舗 

営業時間 10：00～20：00（一部、営業時間の異なる店舗がございます。） 
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11 アクセス 

山陽本線ＪＲ下関駅に直結、下関駅バス乗り場へも徒歩１分と大変便利な場所にあります。 

○ ＪＲをご利用の場合

・厚 狭 から約２６分 

・小野田 から約３８分 

・宇 部 から約４２分 

・新山口 から約４４分 

・徳 山 から約５９分 

・長門市 から約１０４分 

※所要時間は目安です 

12 グランドオープンまでの主なスケジュール 

グランドオープンまでの主なスケジュールは、次のとおりです。 

○ リピエポイントカード会員募集開始  ： ２月上旬 

○ 内覧会（プレス、関係者様） ： ３月１４日（金） 

○ リピエポイントカード会員様用プレオープン  ： ３月１４日（金）、３月１５日（土）

○ グランドオープン ： ３月１６日（日） １０：００～ 

※ 詳細日程、時間、内容については、別途お知らせ致します。 
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出店テナントリスト
別紙１

全国初
九州・

山口県初
中四国初 山口県初

山口県内
既出店

○ 1F FREDY＆GLOSTER フレディ ＆ グロスター ファッション（メンズ・レディス）
スタンダードでありながら枠にとらわれず、トレンドを取り込ん
でいく、ニューベーシックスタイルを提案します。

㈱ノーリーズ

○ 1F Angelico Luce アンジェリコルーチェ ファッション（レディースセレクト）
遥かなる時をこえ、つむぎ継がれていく女性の優しい思いと憧
れ、一歩足をふみいれるとひろがる女性のわがままなリアルク
ローゼット。遊び心いっぱいのおしゃれ空間。

㈱まつや

○ 1F ANOTHER SIDE SQUARE アナザー サイド スクエア ファッション（メンズ・レディス）

テイストや商品のバリエーションによる「探すワクワク感」「個
性」「カルチャー発信」をキーワードに、カジュアル・トレン
ド・ベーシックを融合した「ブランドセレクト型」メンズ＆レ
ディースストア。

㈱ワールド

○ 1F Présent de Paris プレザン ドゥ パリ 生活雑貨

爽やかなトリコロールカラーやボーダー、ストライプやチェック
柄などの服飾雑貨、本物志向のバスグッズやリネンのクロス。洗
練されているけど、どこか暖かみのあるキッチンウェア。ナチュ
ラルで肩の凝らない、ライフスタイルを提案するグラン・マレ
に、毎日の生活がより楽しくなる“COULEUR（色）”をプラスし
た、NEW Shop。

㈱ビスク

○ 1F VIE DE FRANCE ヴィドフランス 飲食（ベーカリーカフェ）

皆様の忙しい日常生活に、『ホッ』と一息つける空間をご提供し
たい。
ヴィ・ド・フランスは、そんな気持ちから生まれました。
フランスのカフェをイメージした、ゆっくりとくつろげるイート
インスペース。
ランチタイムに彩を添える、充実したメニュー。

㈱ヴィ・ド・フランス

○ 1F Clear Impression クリアインプレッション ファッション（レディス）

トレンドをバランスよく取り入れ、清楚な等身大の通勤スタイル
を提案するブランド。
ナチュラルでベーシックなスタイルは誰から見ても好印象です!
リアルに使える服が納得価格でそろうのがうれしい。

㈱フランドル

○ 1F Te chichi テチチ ファッション（レディス）

上品でおしゃれを楽しみ、日々の生活にも楽しみを見つけられ
る、働く女性に向けて・・・
「かわいい大人のためのスタイル」をキーワードに、ベーシック
な中にクラシックテイスト・トレンド感をさりげなく取り入れ
た、やさしさとかわいらしさを持つスタイルを提案します。

㈱キャン

○ 1F RANDA ランダ
ファッション雑貨（帽子、ストール、

他）

お洒落を楽しんでいるすべての女性へ
常に新しい時代を意識しバラエティ豊富に取り揃えた商品できっ
と自分らしい商品が見つかります。他にはないデザインが揃うカ
ワイイを詰め込んだブランド。それが“RANDA”。

㈱ジェイ・ビー

○ 1F Lulu by UNITED BEES ルル バイ ユナイテッドビーズ 生活雑貨

帆布は、昔から人々の生活の中にとけ込んで　ありとあらゆる製
品になり、私たちの生活になくてはならないものでした。しか
し、時代が急速に変化し、帆布は時代とともに減少していきまし
た。私たちは、その帆布をもう一度見直し、現代の生活にとけ込
むような物創りを目指しています。お客様に長く大切に使ってい
ただけるような商品を作り上げていくために、生地作りから、商
品企画まで行っています。Ｌｕｌｕでは、そんな日本の良いもの
を身近に感じてもらえる場所です。日常生活をより豊かにする厳
選されたアイテムを取り揃えておりますので、あなただけのアイ
テムを是非探してみてください。

ユナイテッドビーズ㈱

○ 1F Zoff ゾフ ファッション雑貨（メガネ）

メガネが高額なのはあたりまえなのか？長い間常識だったその答
えに、日本で初めてNOと言い放ったのがZoffです。メガネの企
画・生産から販売まで一貫したシステムを作り上げたことで、時
流に合ったデザインのメガネを高いクオリティのまま、最短３０
分でお届けできるようになりました。しかも、Zoffは薄型で傷、
反射防止、紫外線対策機能つきレンズが付いてこの価格。「いっ
たい、いくらになるのだろう？」という今までのメガネに対する
不安感はゼロ。安心してお買い物をお楽しみ下さい。

㈱ゾフ

○ 1F Millefiori ミッレフィオーリ
生活雑貨（インテリア雑貨・

ステーショナリー）

ふと香りを感じたとき、ある人や場所を思い出す、懐かしさを覚
える、その時の想いがよみがえる…。そんな記憶や感情をも刺激
し、目に見えないのに存在感を放つ、不思議な「香り」。空間や
人のイメージをエスコートする質のいい香りを、Millefiori は、
さまざまな形でプロデュースしていきます。エアーデザイナーと
して、あなたの感覚のすみずみへ、あの人の記憶の中へ。

㈱十字屋

○ 2F ROPÉ PICNIC ロペ ピクニック ファッション（レディス）

Simple & Relax。
時代のトレンドを取り入れながら、ベーシックで
着心地の良さを大切にしたオリジナル商品がメイン。
ショップは女の子のお部屋をイメージ。

㈱ジュン

○ 2F
earth music&ecology premium

store
アース ミュージック＆エコロ
ジー プレミアム ストア

ファッション（レディス）
アースのスタンダード型ショップ。「relax」をコンセプトに、ト
ラッドテイストに流行とナチュラル感を取り入れ、幅広い層に向
け発信するハイカジュアルブランド。

㈱クロスカンパニー

○ 2F niko and… ニコアンド
ファッション（メンズ・レディス）、

生活雑貨

人は、生まれてきたままでは何かたりない。
niko and…は、人や、くらしに[スタイル]を加えることで自分ら
しさを創造する幸せを提供します。

㈱トリニティアーツ

○ 2F AMO'S STYLE by Triumph アモスタイル バイ トリンプ ファッション雑貨（下着）

デザインはスウィートで女の子らしく。旬のテイストもしっかり
取り入れた下着は普段づかいから特別な日づかいまで充実の品揃
えだから、気分に合わせてファッション感覚で選べます。ハイク
オリティなのにリーズナブル。下着メーカー・トリンプならでは
の確かな品質が、オシャレを賢く楽しむ女の子たちの心を満たし
ます。ここに来れば、今の「欲しい」がきっと見つかる。ここに
来れば、今の「かわいい」がきっとかなう。AMO'S STYLE by
Triumphは、今のかわいいを楽しむ女の子を応援するお店です。

トリンプ・インターナ
ショナル・ジャパン㈱

○ 2F SM2 サマンサモスモス ファッション（レディス）

『SM2』は、ココロの豊かさを求める女性たちに向けて、「遊び
心」を大切に「楽しさ・やさしさ・心地良さ」を提案するブラン
ド。ナチュラル感やぬくもりを感じられるような着心地の良い商
品づくりを目指しています。

㈱キャン

○ 2F ABC Cosme Store ABCコスメストア ファッション雑貨（コスメ）

“ALL（オール）BEAUTY（ビューティ）COLLECTION（コレクショ
ン）”をテーマにすべての女性の「キレイになりたい！」を叶え
るインポートコスメティックセレクトショップです。
世界の有名ブランドコスメを数多く取り揃え、人気の韓国コスメ
も充実。
もちろん話題の国内ブランドもグッドセレクトです。

㈱キャンパス

○ 2F Destino by VICKY ディスティノ バイ ビッキー ファッション（レディス）
おしゃれな女の子達の為に、楽しく着飾れるお洋服や雑貨をミー
ハー心をくすぐるテイストで。

㈱ビッキー

○ 2F ESPERANZA エスペランサ ファッション雑貨（レディスシューズ）

旅をテーマに、世界中でみつけた素材やトレンドを取り入れたバ
リエーションに、カラフルでわくわくするようなラインナップ。
常に新鮮さとHappyを提供し、まるで宝探しをするように自分だけ
の靴を探している「永遠に女の子」でいたい人のためのシューズ
クローゼットを表現。

神戸レザークロス㈱

○ 2F Bleu Bleuet ブルーブルーエ ファッション雑貨

リラックスがキーワード。
どこかホッとするようなユニークで可愛いアイテムを集めまし
た。心地よく過ごせる空間の中で自分のお気に入りをお探ししま
せんか？

ブルーブルーエジャパ
ン㈱

○ 2F tutu anna チュチュアンナ ファッション雑貨（靴下）

私たちが大切にしているのは、女性のいくつになっても変わらな
い「カワイくいたい」気持ちです。お気に入りを見つけたときの
「あっ、カワイイ！」と思う感覚。一人ひとり違う「カワイイ」
にフィットするよう、様々なデザインやテイストの商品をご用意
しています。

㈱チュチュアンナ

○ 2F MUK エムユーケー ファッション雑貨（アクセサリー）

最先端の流行アイテムが、いつでも揃うトレンドの発信基地。流
行に負けたくない女の子の強い味方。 アクセサリーのファスト
ファッションを実現楽しく明るく新しいが溢れてる、いつも寄り
たくなるＭＵＫ。

㈱ムカイ

○ 2F Heart-in ハートイン コンビニエンスストア
立ち寄るたびにここには新たな発見がある、ちょっとお洒落なコ
ンビニエンスストア。

㈱ジェイアールサービ
スネット広島

○ 2F サンマルクカフェ サンマルクカフェ 飲食（カフェ）
サクサクのクロワッサン生地でチョコを包んだ「チョコクロ」
や、注文を受けてから1杯ずつ淹れるコーヒーを落ち着いた空間で
くつろいで楽しむことができます。

㈱サンマルクカフェ

1 3 1 11 8 計

会社名

出店状況

フロア 店名 店名（フリガナ） 業種 コンセプト



 
 別紙２ 

ロゴデザイン 

 

 


	ADP3048.tmp
	テナントリスト（別紙１）


