
【参考資料】 

 

１．リニューアル計画概要 

＜これまでの経緯＞ 

「シャミネ鳥取」は、昭和 54 年、鳥取駅高架下に開業して以来、多くのお客様にご利用頂いてまいりましたが、館

内設備が老朽化してきていた為、西日本旅客鉄道株式会社による JR 鳥取駅高架橋耐震補強工事に合わせて、

全面リニューアルを進めてきました。 

 

＜コンセプト＞ 

  『気軽な“おしゃれ”を、毎日のくらしに。』 

駅がお客様にとってもっと身近な存在になるよう、また、豊かなライフスタイルを支援できるよう、都会的なファッショ

ンのお店やスイーツのお店など、ほんの少し上質なモノ・コトを、駅の中でご提供してまいります。今回のオープンを

きっかけとして、鳥取駅周辺に多くの方にお越しいただき、地域の活性化に貢献できる施設にしてまいりたいと考え

ております。 

   

＜リニューアルゾーン＞ 

 

 

＜ターゲット＞ 

20～30 代の男性、女性 

 

＜想定商圏＞ 

鳥取県東部を中心に、鳥取県中部及び兵庫県北部の一部 

 

 

２．店舗概要 

今回開業する 22 店舗のうち、8 店舗が山陰エリア初、4 店舗が鳥取県初、4 店舗が新業態の店舗です。キャリア層

や学生層に人気のレディスファッションや雑貨ショップ、毎日の生活に彩りを加えるインポートフードショップ、地元の食

品メーカー等が新たに発信するスィーツショップなどで構成し、鳥取のマーケットに今までにない新しい風を送ります。

（詳しくは、別紙の出店店舗リストをご覧ください。） 

 

＜主な店舗＞ 

・ジュピター（山陰初） 

直火式自家焙煎のレギュラーコーヒーと、オリジナル商品を含む世界の食材を取り扱うインポートフードショップ 

・ジェリービーンズ（山陰初） 

自然にトレンドを取り入れたスタイルで、大人っぽいシンプルさとガーリー＆スイートなミックス感覚を提案するレデ

ィスシューズショップ  



・ローリーズファーム（鳥取県初） 

     クオリティ＆リラックスをテーマに、飽きのこないベーシックアイテムとシーズントレンドアイテムをミックスした、レデ 

ィスファッションショップ 

・スタディオ クリップ（鳥取県初） 

「わたしの家」をコンセプトに、ファッション、生活雑貨、インテリア雑貨などを提案するライフスタイルショップ 

・ドゥシェンヌ（新業態） 

東京、大阪を拠点に世界で活躍する、新進気鋭の天才パティシエ河崎賢司氏が手掛ける新業態スイーツショ

ップ 

など 

 

３．環境デザインについて 

風紋など自然の織り成す綺麗な形をモチーフに光と造形を意識してファサードを構築し、店内はナチュラルカラーを

基調として、安心感と優しさ感を表現しました。 

 

 

 

 

４．ポイントカード「シャミネ鳥取カード」 

シャミネ鳥取では、館内でのご利用でポイントが貯まるポイントカード「シャミネ鳥取カード」    

を発行いたします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【出店店舗リスト】 

■平成 26 年 3 月 19 日開業店舗（22 店舗） 
店舗名 コクミンドラッグ 会社名 株式会社コクミン 業種 ドラッグ・コスメ 

コンセプト  

お客様に“もっと美しく、もっと健康に”なっていただくために、専門性の高いドラッグストアを目指してお

ります。 
 

 
店舗名 グリーンパークス トピック 会社名 株式会社クロスカンパニー 業種 レディス 

コンセプト 鳥取県初出店 

20 以上のブランドを取り扱うセレクトショップ。シューズやアクセサリー、バッグなどの小物も充実し、トー

タルコーディネートを楽しめます。ナチュラルで着心地のいいオリジナルブランド「chocol raffine robe」

のアイテムも充実。 
 

 
店舗名 ジ・エンポリアム 会社名 株式会社ワールド 業種 レディス 

コンセプト  

ウエアから服飾雑貨・アクセサリー・生活雑貨に至るまで旬の商材を値頃感のある価格で提案。  

ガーリー・カジュアルのゆる甘スタイルを、程よく、今らしく、女の子らしく MIX 提案。   

 

店舗名 タナカ アイズ イン スタイル 会社名 メガネの田中チェーン株式会社 業種 メガネ・補聴器 

コンセプト  

もっと楽しく、もっと快適に。安心の技術とメガネ選びの楽しさをご提供いたします。リーズナブルなもの

から、こだわりのブランドフレームまで、お洒落で機能的なアイテムが充実の品揃え。 
 

 
店舗名 スタディオ クリップ 会社名 株式会社トリニティーアーツ 業種 レディス 

コンセプト 鳥取県初出店 

「今日の日を、忘れられない一日に。」特別じゃないなんでもない一日だったとしても、ちいさな出来事

も大切に、見逃さずに、暮らしていきたい。スタディオ クリップは、「わたしの家」をコンセプトに私らしい

ライフスタイルをご提案しています。 
 

 
店舗名 チチカカ 会社名 株式会社チチカカ 業種 メンズ・レディス 
コンセプト  

「Happy trade」「Happy ethnic」をテーマにエシカルなライフスタイルを提案します。  

チチカカの商品は世界 16 カ国で生産された、ウェア・雑貨・アクセサリーを取り扱っております。 

チチカカのハッピーでカラフルなぬくもりのある商品をどうぞお楽しみください。 
 

 

店舗名 
リラクゼーションスペース 

ラフィネ 
会社名 株式会社ボディワーク 業種 リラクゼーション 

コンセプト  

「Raffine」とはフランス語で「洗練された」という意味です。リフレクソロジー、ボディケアなどを通じて体

と心を解放させ贅沢なリラクゼーションのひと時を提供させて頂きます。 
 

 
店舗名 蔵 kura 会社名 鳥取中浦株式会社 業種 食料品 

コンセプト 新業態 

日本の伝統食「糀」を使った商品の数々。古くて新しい鳥取の食の文化を集積しました。 

地元の方は勿論、大切な方への贈り物にもご利用下さい。 

 

 
店舗名 うさぎ座 会社名 寿製菓株式会社 業種 スイーツ 

コンセプト 新業態 

うさぎ座はうさぎのいるところという意味で、鳥取の神話、因幡の白うさぎを代表とするうさぎにまつわる

ところ。そしてうさぎは日本では幸せを運ぶマスコットやシンボルとして使われ、とても親しまれていま

す。  



 
店舗名 ドゥシェンヌ 会社名 株式会社健菜厨房 業種 スイーツ 

コンセプト 新業態 

東京、大阪を拠点に世界を股にかけて活躍する新進気鋭の天才パティシエ河崎賢司氏が手掛ける

新業態スイーツ店。 本場パリの香りが漂う洒脱な店内で手作りされた色とりどりのモダン菓子を気軽

にお楽しみいただけます。 
 

 
店舗名 クレープ ドラゴン 会社名 株式会社健菜厨房 業種 スイーツ 

コンセプト 山陰地方初出店 

神話の國“出雲”に伝えられる、ヤマタノオロチ伝説をイメージした、ドラゴンの「力強さ」と出雲の「温か

さ」を兼ね備えた、食べて「美しい楽しい幸せ」を提供するブランド。 

 

 
店舗名 トレジャーズ マフィン 会社名 宝製菓株式会社 業種 スイーツ 

コンセプト 新業態 

豊かな自然の宝物を贅沢に使った新鳥取スイーツ。それが「トレジャーズ マフィン」です。 

中国地方の最高峰である大山や日本三大砂丘のひとつ、鳥取砂丘･･･ 

豊かな自然の恵みをふんだんに使用した、ここにしかない鳥取の新しいスイーツの誕生です。 
 

 
店舗名 ジュピター 会社名 ジュピターコーヒー株式会社 業種 輸入食品 

コンセプト 山陰地方初出店 

コーヒー豆はアラビカ種１００％で直火式自家焙煎のレギュラーコーヒーが 40 種以上と、オリジナル商

品を含む 5000 種類以上の世界の食材を取り扱う輸入食品専門店です。 
 

 
店舗名 ルル バイ ユナイテッドビーズ 会社名 ユナイテッドビーズ株式会社 業種 生活雑貨 

コンセプト 鳥取県初出店 

「心を豊かにしてくれる素敵なギフト」 

国内で作られた上質でこだわりのある商品は、使う人の心を豊かにしてくれます。Ｌｕｌｕは、「Made in 

Japan」を中心としたカジュアルギフトショップ。素敵なものをリーズナブルにお届けいたします。 
 

 
店舗名 ブルーブルーエ 会社名 ブルーブルーエジャパン株式会社 業種 服飾雑貨 

コンセプト 山陰地方初出店 

毎日がもっと楽しくなるように… 

お部屋を彩る生活雑貨、デイリーで使える携帯小物、服飾雑貨など、あなただけのお気に入りに出逢

える、アットホームな雑貨ショップです。 
 

 
店舗名 メルチェリーア 会社名 株式会社名古屋中村 業種 アクセサリー 

コンセプト 山陰地方初出店 

20代～40代の女性をターゲットに、オン・オフ両方で、気軽に身に着けられる“大人の"アクセサリー・

服飾雑貨を取り揃えるショップです。 

 

 
店舗名 サマンサ モスモス 会社名 株式会社キャン 業種 レディス 

コンセプト 山陰地方初出店 

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・優しさ・心地良さ」の提案をして

います。ナチュラル感やぬくもりの感じられるような着心地の良い商品を取り揃えています。  

 
店舗名 ローリーズ ファーム 会社名 株式会社ポイント 業種 レディス 

コンセプト 鳥取県初出店 

クオリティ＆リラックスをテーマに、ベーシックアイテムとトレンドアイテムをミックスしたコーディネートを

提案します。 
 



 

店舗名 アモスタイル バイ トリンプ 会社名 
トリンプ・インターナショナル・ジャパン 

株式会社 
業種 インナー 

コンセプト  

ハイクオリティなのにリーズナブル。今のかわいいを楽しむ女の子を応援するお店です。 
 

 
店舗名 砂時計 会社名 株式会社梅月 業種 レッグウェア 

コンセプト 山陰地方初出店 

オシャレは足元から･･･ファッションの仕上げに欠かせないのがレッグアイテム。かわいいものからファッ

ショナブルなものまで専門店ならではの品揃えで、皆様をお待ちしております。 
 

 
店舗名 ティー・オー・ユー バイザキッス 会社名 株式会社ザ・キッス 業種 ジュエリー 

コンセプト 山陰地方初出店 

「ふたりの宝物」をコンセプトにペアアイテムを取り揃えるカップルのためのペアジュエリーブランド。ペア

ジュエリーの「toU」、「THEKISS」を中心にブライダルジュエリーの「THEKISS Anniversary」など多彩な

ラインアップです。 
 

 
店舗名 ジェリービーンズ 会社名 株式会社アマガサ 業種 シューズ 

コンセプト 山陰地方初出店 

足元からのおしゃれを楽しむ女性のON&OFFシューズを提案。自己主張し過ぎずあくまでも自然にトレ

ンドを取り入れたスタイル。 

 

 

■平成 24 年 9 月 25 日開業店舗（3 店舗） 
店舗名 ドトールコーヒーショップ 会社名 有限会社葡萄家 業種 カフェ 

コンセプト  

一杯のおいしいコーヒーを通じて、“やすらぎと活力”をお客様にお届けします。 

 

 
店舗名 カノザ 会社名 寿製菓株式会社 業種 スイーツ 

コンセプト  

山陰の原材料を使用した上質な洋菓子は、ご自宅用にも贈り物にもぴったり。 

 

 

店舗名 ヴィ ド フランス 会社名 株式会社ヴィ・ド・フランス 業種 
ベーカリー 

＆カフェ 

コンセプト  

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や、毎日来ても飽きることのない

彩り豊かなメニューが楽しめます。  

 

以上、全 25 店舗 

 

 

 

 

 




