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NEWS RELEASE 

報道関係者各位 

2017 年 2 月 16 日 

神戸 SC 開発株式会社 

 

 

2017 年春 ピオレ姫路 リニューアル 

～新店の出店および館名･営業時間の変更～ 

 

 

 

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、運営する

ショッピングセンター（以下、「SC」といいます。）ピオレ姫路の新店の出店および館名・

営業時間の変更をはじめとするリニューアルを 2017 年春に実施いたします。 

 

ピオレ姫路は、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にお買い物を楽しんでいただけるよう、2017 年 3 月 24 日、

ピオレヤング館に、グローバルファッションブランドの「H&M」が姫路初出店いたします。 

また、幅広いお客様がよりご利用いただきやすいよう、2017 年 4 月 1 日に、ピオレ本館

（2013 年 4 月 30 日開業）を「ピオレ１」に、ピオレヤング館（2008 年 12 月 4 日開業）

を「ピオレ２」および「ピオレ３」に名称変更いたします。 

あわせて、昨今、販売スタッフの人手不足が深刻化するなか、労働環境を改善しワーク

ライフバランスを向上させるため、2017 年 4 月 1 日から本館とヤング館の営業時間の短縮

を実施いたします。 

 

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、店舗の販売ス

タッフが働きやすい SC となり、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 



2 

 

 

◇ リニューアル概要 

 

① 大型専門店の出店 

2017 年 3 月 24 日、ピオレヤング館に、グローバルファッションブランドの「H&M」

が姫路初出店いたします。 

 

 

 

 

店舗名：H&M（エイチ・アンド・エム） 

会社名：エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社 

 

② 館名称の変更 

2017 年 4 月 1 日より次のとおり館名称を変更します。 

変更前の館名称 変更後の館名称 読み方 

ピオレ本館 ピオレ１ ピオレ ワン 

ピオレヤング館 ピオレ２ ピオレ ツー 

ピオレヤング館（西側） ピオレ３ ピオレ スリー 

おみやげ館 変更なし － 

ごちそう館 変更なし － 

 

（変更後のロゴ）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 営業時間の変更 

2017 年 4 月 1 日より次のとおりピオレ１・ピオレ２の営業時間を変更します。 

館 変更前の営業時間 
（一部のショップは異なります） 

変更後の営業時間 
（一部のショップは異なります） 

ピオレ１ 10：00～21：00 10：00～20：00 

ピオレ２ 10：00～21：00 10：00～20：00 

※イベント実施日等の繁忙期に営業時間を延長する場合があります。 
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◇ 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  192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

