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NEWS RELEASE 

報道関係者各位 

2016年 7月 29日 

神戸 SC開発株式会社 

 

2016年秋 ピオレ姫路本館 リニューアルオープン 

～開業後初となる大規模リニューアル～ 

 

 

神戸 SC 開発株式会社（本社：神戸市東灘区 代表取締役社長：山田宗司）は、2016 年

秋に運営するショッピングセンター（以下、「SC」といいます。）ピオレ姫路本館（2013年

4月 30日開業）の開業以来初めてとなる大規模リニューアルをいたします。 

 

ピオレ姫路本館は「あなたに会いたい。夢とトキメキが今日もある。」をコンセプトに、

人との出会いやモノ・コトの発見、個性豊かに美しくなる感動を通して、お客様に喜びや

楽しさをいっぱい感じていただける施設を目指しています。 

 

今回のリニューアルでは、メインターゲットである高感度な 20～30代の女性に加え、性

別・年代を問わずカップルやファミリーがお買い物を楽しんでいただけるよう、ヤング館

から本館に生活雑貨の「無印良品」を増床移転し、新規出店では、生活雑貨の「ウニコル

ーム」、キャラクター雑貨の「キデイランド」、アウトドアの「モンベル」等の話題の店舗

を揃えます。 

また、3・4 階ではショッピング空間の環境改善にも取り組み、キッズゾーンの新設や館

内ソファーの増設等をおこない、幅広いお客様がよりいっそう快適にご利用いただける SC

へと生まれ変わります。 

 

ピオレ姫路は、今まで以上に地域の皆様に愛される SCをめざすとともに、姫路城のグラ

ンドオープン 1 周年や駅周辺の開発の進捗等により盛り上がる姫路の玄関口に相応しい施

設として、地域の活性化に貢献してまいりたいと存じますので、ご愛顧賜りますようお願

い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［本リリースに関するお問い合わせ先］ 

神戸 SC開発株式会社 

〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町 1丁目 2番 1号 

担当者：事業戦略部 俵本、横山 

TEL 078-843-4653 FAX 078-843-4688 
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◇ リニューアル概要 

 

① ピオレ姫路本館で約 30店舗を段階的にリニューアルオープン 

本館は 2016 年 8 月 25 日から 11 月にかけて、約 30 店舗を順次オープンします。あわ

せて、ヤング館でも約 5店舗がオープンいたします。 

 

② 目的性の高い専門店の拡充 

性別・年齢を問わず多くのお客様に本館をご利用いただけるよう、インテリア雑貨やキ

ャラクター雑貨、アウトドア、スポーツ関連、グロッサリーストア等の様々な専門店を

導入します。 

 

 

（主なテナント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ファミリー層への訴求強化 

ファミリーや親子 3世代でゆっくりと館内を回遊していただけるよう、本館 3階にキッ

ズパークを新設するとともに、館内ソファーの増設やグリーンの導入により、より快適

に本館をご利用いただけるよう居心地の良い空間を提供します。 

 

 

「キッズパーク（仮称）」イメージパース 
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◇ 出店者一覧 

 

主な新規出店店舗（13店） 

 

 

 

移転リニューアル店舗（11店） 

 

 

 

 

階数 店舗名　（フリガナ） 会社名 業種 姫路初 開業予定日 店舗紹介

モンベル 株式会社ベルカディア アウトドア - 10月
登山をはじめとするアウトドアのためのウェアやギアを豊富に取り
揃え、みなさまのアウトドアライフをサポートします。

adidas originals shop
（アディダスオリジナルスショップ）

株式会社ピーナッツファーム スポーツ ○ 11月
2001年にスタートしたストリートスポーツウエアブランドです。現代
の洗練されたスタイルへと進化を遂げ、幅広いアイテムを展開し
ています。

ORIHICA
（オリヒカ）

株式会社AOKI スーツ ○ 10月
ORIHICAは、メンズ・レディスでスーツの着回しを提案する新しい
ビジネス・ビジネスカジュアルのお店です。

ABC-MART
（エービーシー マート）

株式会社エービーシー・マート シューズ - 10月
ライフスタイル&トレンドの2つの視点でセレクトしたシューズを多数
ご用意！新作スニーカーからレディース、ビジネスまで幅広い品
揃えでお待ちしております。

14＋（ICHIYON PLUS)
（イチヨンプラス）

ポートスタイル株式会社 帽子 - 10月
初心者にやさしい帽子専門店。帽子に馴染みのないお客様にも
気軽に楽しんでいただけるよう、スリープライスで価格を統一して
ご提供しております。

JEANSSTATION
（ジーンズステーション）

有限会社ジェイエス
メンズ

レディス
キッズ

- 10月
姫路・加古川で創業26年。いま欲しい、いま着たいを叶える、ライ
フスタイル提案型ジーニングカジュアルセレクトショップです。

KIDDYLAND
（キデイランド）

株式会社キデイランド
キャラクター

雑貨
- 10月

キャラクター雑貨を中心に、お客様の求める夢のある楽しい売場
を提供します。

unico loom
（ウニコ ルーム）

株式会社ミサワ
インテリア
ファブリック

○ 10月
ライフスタイルショップunicoのファブリックストア。ラグ、カーテン、
寝具や布小物を中心に家具や雑貨をリーズナブルな価格でご紹
介します。

PARTS CLUB
（パーツ クラブ）

株式会社エンドレス
ビーズ

アクセサリー
○ 8月25日

ビーズや天然石、魅力的なアクセサリーパーツを豊富に揃えてお
ります。アクセサリー作りをリーズナブルに楽しめるショップです。

１
階

Luria 4℃
（ルリア ヨンドシー）

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ 服飾雑貨 ○ 8月25日
4℃よりデビューした革小物ブランド。ジュエリーのようにキラキラと
きらめく上質な革小物を提案します。

北野エース
（キタノエース）

株式会社エース グロッサリー ○ 8月25日
全国からこだわりの商品や旬の野菜と果物を、品揃え豊富に楽し
さと感動をお客様にご提案する食品のセレクトショップです。

ビアードパパの作りたて工房
（ビアードパパノツクリタテコウボウ）

株式会社　麦の穂 シュークリーム - 9月
お客様のオーダーをお伺いして、目の前で特製クリームをお詰め
する「できたて・作りたて」のおいしさを届けるシュークリーム専門
店です。

ヤ
ン
グ
館

セブン－イレブン ハートイン
（ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｰﾄｲﾝ）

株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット
コンビニエンス

ストア
- 9月

幅広い客層をターゲットに、駅や地域の利便性を高める商品を提
供します。

４
階

B
1
階

３
階

階数 店舗名　（フリガナ） 会社名 業種 移転 開業予定日 店舗紹介

無印良品
（ムジルシリョウヒン）

株式会社　良品計画 生活雑貨
ヤング館

からの移転
10月

お客様にとって「感じ良いくらし」を実現する為、素材そのものや想
いを大切にした、ものづくり・サービスの提供を心掛けています。

Eimy pearl
（エイミーパール）

セキミキ・グループ株式会社 レディス
本館内

での移転
8月25日

「上品レディ」をテーマに、仕事、デート、パーティの3つのシーンに
対応する、可愛い系エレガンススタイルを提案します。

form forma
（フォルムフォルマ）

株式会社東京ソワール
レディス

フォーマル
本館内

での移転
8月25日

「もっと着易いformalを」「もっと入りたくなるformal shopを」そんな
お客様の声から「form forma」は生まれました。今までにはない
フォーマルのコンセプトショップです。

Lulu by UNITED BEES
（ルル バイ ユナイテッドビーズ）

ユナイテッドビーズ株式会社
生活雑貨

コスメ
本館内

での移転
10月

作り手の思いのこもったこだわりのギフトをコンセプトに、品質や
素材にこだわった国内のアイテムを中心に取り揃えています。

Gready Brilliant
（グレディブリリアン）

セキミキ・グループ株式会社 レディス
本館内

での移転
8月25日

「“ほどよい存在感”を大切にしたい」。そんな高感度な女性たちに
向けてクラシックテイストをベースにした、新しいエレガンスを提案
します。

Noela
（ノエラ）

ヒロタ株式会社 レディス
本館内

での移転
8月25日

旅先での様々なシチュエーションに選ぶカジュアルになり過ぎな
いスイートで女性らしいスタイルを提案します。

Stylish Gallery PROFILE
（スタイリッシュギャラリー プロフィール）

有限会社　神戸岡本プロフィール レディス
本館内

での移転
8月25日

神戸の山手エリア岡本発のレディースファッションブランドで、大人
の女性に向けた上質な素材とシルエットにこだわったスタイルを提
案します。

靴下屋
（クツシタヤ）

タビオ株式会社 レッグウェア
本館

からの移転
8月25日

「包まれて、暮らしたい」というコンセプトをもとに生まれた、靴下
屋。あなたが、無意識のうちに「今日も、履きたい」と思う、そんな
履き心地のいい靴下をご提供します。

ORiental Traffic
（オリエンタルトラフィック）

株式会社ダブルエー レディスシューズ
本館

からの移転
8月25日

いつでも遊び心のあるデザインを提案するレディスシューズショッ
プ。全商品22.0㎝～26.0㎝（S～LL）までの9サイズで展開します。

ROQUE
（ロキ）

株式会社　ROQUE アクセサリー
ヤング館内
での移転

10月
可愛くなりたい、お洒落を楽しみたい、全ての女性の魅力を引き
出せるお手伝いをしていきたいと思っております。

kokoschka.
（ココシュカ）

株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ
服飾雑貨

コスメ
ヤング館内
での移転

10月
旬なトレンド商品と、ずっと大切に使って頂きたい商品をミックスさ
せたセレクトが魅力のココシュカは、毎日を心地よく、ステキに輝く
女性のためのライフスタイル提案型ショップです。

３
階

２
階

ヤ
ン
グ
館
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◇ 施設概要 

 

所在地  ：兵庫県姫路市駅前町 188番 1 

電話番号 ：079-226-0123（インフォメーション） 

ホームページ ：http://www.piole-himeji.jp 

開業日  ：［本館］ 2013年 4月 30日 

［ヤング館］ 2008年 12月 4日 

［ごちそう館］ 2011年 3月 17日 

［おみやげ館］ 2011年 3月 17日 

延床面積 ：約 50,000㎡   内訳 ［本館］  約 31,000㎡ 

［ヤング館］ 約 12,500㎡ 

［ごちそう館］ 約 4,000㎡ 

［おみやげ館］ 約 2,500㎡ 

店舗面積 ：約 24,250㎡   内訳 ［本館］ 約 13,000㎡ 

［ヤング館］ 約 7,500㎡ 

［ごちそう館］ 約 2,500㎡ 

［おみやげ館］ 約 1,250㎡ 

店舗数  ：209店舗     内訳 ［本館］ 120店舗 

（2016年 4月現在）    ［ヤング館］   52店舗 

［ごちそう館］  13店舗 

［おみやげ館］  24店舗 

営業時間 ：［本館］ 10：00～21：00 

［ヤング館］ 10：00～21：00 

［ごちそう館］ 10：00～21：00 

［おみやげ館］ 8：30～20：00  

    （一部の店舗で営業時間が異なります） 

駐車台数 ：1,396台 

配置図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

◇ 会社概要 

 

会社名  ： 神戸 SC開発株式会社 

代表者  ： 代表取締役社長 山田宗司 

本社所在地 ： 兵庫県神戸市東灘区住吉本町 1丁目 2番 1号 

会社設立 ： 1991年 3月 

資本金  ： 98百万円 

SC売上高 ： 557億円（2015年度実績） 

主要株主 ： 西日本旅客鉄道株式会社、JR西日本不動産開発株式会社 

従業員数 ： 85名（2016年 4月現在） 

事業内容 ： SCの運営・管理及び開発 

 

当社の運営する SC 

コミュニティ型 SC （多業種複合型、店舗面積 1万～3万㎡） 

ピオレ姫路 （JR 姫路駅） 

兵庫県姫路市駅前町 188-1 

店舗面積 24,250 ㎡ 

店舗数  209 店舗 

開業日  2013 年 4 月 30 日 

ピオレ明石 （JR 明石駅） 

兵庫県明石市大明石町 1-1-23 

店舗面積 9,200 ㎡ 

店舗数  104 店舗 

開業日  2016 年 2 月 26 日 

モンテメール （JR 芦屋駅） 

兵庫県芦屋市船戸町 1-13 

店舗面積 10,000 ㎡ 

店舗数  42 店舗 

開業日  1980 年 10 月 9 日 

リブ （JR 住吉駅） 

神戸市東灘区住吉本町 1-2-1 

店舗面積 14,250 ㎡ 

店舗数  36 店舗 

開業日  1989 年 3 月 3 日 

 

ネイバーフッド型 SC （デイリーユース型、店舗面積 ～1万㎡） 

プリコ六甲道 （JR 六甲道駅） 

神戸市灘区永手町 4-1-1 

店舗面積 5,000 ㎡ 

店舗数  40 店舗 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 2013 年 12 月 20 日 

プリコ三宮 （JR 三ノ宮駅） 

神戸市中央区加納町 4-1-1 

店舗面積 700 ㎡ 

店舗数  7 店舗 

開業日  1992 年 11 月 14 日 

プリコ神戸 （JR 神戸駅） 

神戸市中央区相生町 3-1-1 

店舗面積 2,350 ㎡ 

店舗数  26 店舗 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 2012 年 3 月 31 日 

プリコ垂水 （JR 垂水駅） 

神戸市垂水区神田町 1-20 

店舗面積 2,550 ㎡ 

店舗数  30 店舗 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 2005 年 3 月 17 日 

プリコ西明石 （JR 西明石駅） 

兵庫県明石市小久保 2-7-20 

店舗面積 2,150 ㎡ 

店舗数  20 店舗 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 2007 年 9 月 28 日 

 

本館 ヤング館 ごちそう館 おみやげ館 

東館 西館 南館 

http://www.piole-himeji.jp/index.html

