
   

1 

 

NEWS RELEASE 

報道関係者各位 

2018 年 2 月 15 日 

神戸 SC 開発株式会社 

 

2018 年 3 月 23 日 ピオレ姫路 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：杉木孝行）が運営するシ

ョッピングセンター（以下、「SC」といいます。）ピオレ姫路は、2018 年 3 月 23 日にリニ

ューアルいたします。 

 

2018 年 3 月 23 日にはピオレ 1 の東側にホテルモントレ姫路が開業し、相互の 2 階フロ

アがデッキにより接続されます。これにより、ピオレ 1 が姫路駅から東西エリアへの起点

となることから、観光やビジネスをはじめ、姫路駅前に来訪される幅広いお客様にとって、

よりいっそう便利にお買い物を楽しんでいただける SC を目指します。 

食のフロアである地下 1 階では、食の専門店の拡充とともに、ショッピング空間の環境

改善にも取り組み、共用のイートインレストスペースの設置をおこなうことで、幅広いお

客様がより快適にご利用いただけるよう居心地の良い空間を提供します。 

また、再開発エリアと接続する 2 階では、リラクゼーションサロンや旅行会社、ＡＴＭ

等、利便性の高いサービス店を集積することで、お客様の多様なニーズにお応えします。 

今回のリニューアルでは、ピオレ 1 の地下 1 階と 2 階を中心に、19 店舗の新店を含めた

29 店舗がリニューアルオープンいたします。 

 

ピオレ姫路は、今まで以上に地域の皆様のご期待に応えられる SC を目指し、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 横山、俵本 

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

 

① 食のフロアのリニューアル 

食のフロアであるピオレ 1の地下 1階には、新たに 4店舗の食の専門店が出店します。

また、ショッピングの合間に休憩したり、購入した商品をその場で食べたりできるよう、

共用レストスペースを新設し、居心地の良い空間を提供します。 

 

（地下 1 階の新店） 

 

ナッツダム （ナッツ、ナッツバター、ドライフルーツ） オーブンマルシェ（チーズタルト、チーズケーキ、ソフトクリーム） 

 

創業１１３年の豆屋によ

る、新しい豆・ナッツ・木

の実の専門店です。 

ヘルシーなナッツ＆ビー

ンズのお菓子５０種類以

上が、お手ごろサイズ・価

格で勢ぞろい。 

挽き立てのアーモンドバ

ターもございます。 

 
店内工房で焼き上げたチ

ーズタルトなど、焼き立て

のフレッシュなおいしさ

をお届けするオーブンス

イーツショップ。 

オーブンスイーツを中心

に定番の洋菓子やソフト

クリームなど、幅広くお気

軽にお楽しみいただけま

す。 

コスコクレープ （クレープ、タピオカドリンク） ベーグル＆ベーグル （ベーグル、マフィン） 

 

当店では、クレープ生地は

オリジナルミックス粉を

使用し、又、ホイップクリ

ームは PB を、そしてカス

タードクリームは自家製

を扱っております。 

お客様により美味しくお

召し上がり頂く為にご注

文後に焼きあげます。 

 

ベーグルのレシピは小

麦・水・練りこみ素材等で

構成されています。 

基本のベーグルには卵、牛

乳、バターなどの動物性た

んぱく質や保存料を使用

していないため、美味しい

だけではなく、健康に気を

使われている方にも愛さ

れています。 

 

 

 

（地下 1 階 レストスペース イメージパース） 
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◇リニューアル概要 

 

 

② 姫路駅前再開発エリアと接続する 2 階にサービス店舗ゾーンを新設 

姫路駅前再開発エリアと接続するピオレ 1 の 2 階には、利便性の高いサービス店舗ゾ

ーンを新設し、観光やビジネスで来訪される方にとっても、よりいっそう便利で快適な

施設を目指します。 

 

 

 （2 階の主な店舗） 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ピオレ姫路で新店 19 店舗を含めた 29 店舗がオープン 

姫路駅前再開発エリアと接続する 2018 年 3 月 23 日には、ピオレ 1 の地下 1 階と 2

階を中心に、ピオレ姫路全体で 19 店舗の新店を含めた 29 店舗がオープンいたします。

（一部店舗は 2018 年 2 月より順次オープン。） 

 

  

外貨両替機 
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◇ 出店者一覧 

 

 

 

  

館 フロア 店舗名　（フリガナ） 会社名 業種 新店/改装 姫路初 開業予定日 店舗紹介

NutsDOM
（ﾅｯﾂﾀﾞﾑ）

株式会社 豆新本店
食品

（ナッツ・ナッツバター・
ドライフルーツ）

新店 ● 3月23日
創業１１３年の豆屋による、新しい豆・ナッツ・木の実の専門店です。ヘルシーなナッツ＆
ビーンズのお菓子５０種類以上が、お手ごろサイズ・価格で勢ぞろい。挽き立てのアーモ
ンドバターもございます。

OVEN　Marché
（ｵｰﾌﾞﾝﾏﾙｼｪ）

株式会社スイートガーデン 洋菓子
（オーブンスイーツ）

新店 ● 3月23日
店内工房で焼き上げたチーズタルトなど、焼き立てのフレッシュなおいしさをお届けする
オーブンスイーツショップ。オーブンスイーツを中心に定番の洋菓子やソフトクリームな
ど、幅広くお気軽にお楽しみいただけます。

cosco crepe
（ｺｽｺｸﾚｰﾌﾟ）

株式会社 de table 洋菓子
（クレープ）

新店 - 3月23日
当店では、クレープ生地はオリジナルミックス粉を使用し、又、ホイップクリームはPBを、
そしてカスタードクリームは自家製を扱っております。お客様により美味しくお召し上がり
頂く為にご注文後に焼きあげます。

BAGLE&BAGLE
（ﾍﾞｰｸﾞﾙｱﾝﾄﾞﾍﾞｰｸﾞﾙ）

株式会社ドリームコーポレーション 食品
（ベーグル）

新店 ● 3月23日

ベーグルのレシピは小麦・水・練りこみ素材等で構成されています。基本のベーグルに
は卵、牛乳、バターなどの動物性たんぱく質や保存料を使用していないため、美味しい
だけではなく、健康に気を使われている方にも愛されています。こだわりのマフィンなどと
ご一緒に、あらゆる時間帯の豊かな食生活を提供します。

SKINFOOD
（ｽｷﾝﾌｰﾄﾞ）

株式会社フードコスメ コスメ
（化粧品）

改装 - 2月10日

素肌が喜ぶ、食べものから生まれた化粧品。お米やフルーツ、野菜など、”食べてカラダ
にいいFOODをお肌にも”という思いから生まれたSKINFOOD。お客様と「食」と「美」につ
いて楽しく共感できる元気なキッチンをイメージしたインテリアにバージョンアップ。豪華リ
ニューアル限定ノベルティもご用意しております。

Ｃoquelicot
（ｺｷｭﾘｺｯﾄ）

株式会社インフィニティ ファッション
（レディス）

改装 - 3月9日
shopを拡大し、シンプルでコーディネイトしやすいアイテムをより豊富にそろえ、ベーシッ
クは好きだけれどトレンドにも敏感でいたい。そんな大人の女性へのスタイリングを提案
します。

KATHARINE ROSS
（ｷｬｻﾘﾝﾛｽ）

株式会社　イケガミ ファッション
（レディス）

新店 ● 3月23日
流行を程よく取り入れた、上品でフェミニンなコーディネート。自分らしいスタイルを楽しむ
ことの出来る大人の女性にKATHARINE ROSSのある上質な暮らしをご提案致します。

エイチ・アイ・エス
（ｴｲﾁ･ｱｲ･ｴｽ）

株式会社　エイチ・アイ・エス サービス
（旅行会社）

新店 - 3月23日
航空券一枚からパッケージツアーまで世界中の旅を多彩にラインナップ。FIT（海外個人
旅行）、パッケージツアー、添乗員同行ツアー、海外ウエディングなどお客様のあらゆる
ニーズにお応えいたします。

ミスターミニット
（ﾐｽﾀｰﾐﾆｯﾄ）

ミニット・アジア・パシフィック株式会社
サービス

（靴修理・合鍵・
バッグ修理等）

新店 - 3月23日
ミスターミニットは、お客様の「モノを大切に使いたい」気持ちを大切に考えます。靴や
バッグ、カギだけでなく、 スマホや時計、はんこなど。 身の回りのモノでちょっと困った
に、 気軽に頼れる「修理・サービスの達人」が お店にいます。

美容室HAIR'S GATE
（ﾋﾞﾖｳｼﾂﾍｱｰｽﾞｹﾞｰﾄ）

株式会社ワカマツ サービス
（美容室）

新店 ● 3月23日
「いつでもキレイ日和」　思い立ったその時が、キレイ日和。いつでも、スタッフ全員で笑
顔でお客様をお迎えいたします。お客様も、スタッフも笑顔の絶えないお店づくりで居心
地のいい空間を提供いたします。

ラフィネ
（ﾗﾌｨﾈ）

株式会社　ボディワーク サービス
（リラクゼーション）

新店 - 3月23日

フランス語で「洗練された」という意味のあるRaffine。リフレクソロジー・ハンドリフレクソロ
ジー、ボディケアなどの手技や接客のおもてなしを通じて、お客様の心と体によりそい
日々のお疲れを癒します。ラフィネの技術ならではのちょっと贅沢なサービスを是非味
わってみて下さい。

ｍｙｌｃ
（ﾐﾙｸ）

株式会社ベネフィット 服飾雑貨
(ﾊﾞｯｸﾞ・ｱｸｾｻﾘｰ等）

新店 ● 3月23日

女性のカッコよさ、輝きに欠かせない、プラスワン、オンリーワンアイテムを中心にセレク
ト。訪れるたび、自分らしさの発見、トレンド感を味わえる。いつの間にか楽しいライフス
タイルに欠かせないピースとなる「cool & cute」をメインコンセプトにしたショップ空間を提
案。

セブン銀行ATM
（ｾﾌﾞﾝｷﾞﾝｺｳｴｰﾃｨｰｴﾑ）

株式会社セブン銀行 サービス
（銀行ATM）

新店 - 3月23日 「いつでも、どこでも、だれでも、安心して」ご利用いただけるATMサービスを提供します。

外貨両替機
（ｶﾞｲｶﾘｮｳｶﾞｴｷ）

株式会社ジェイカレント サービス
（自動外貨両替）

新店 - 3月23日 ATMのように簡単な操作でいつでも外貨から日本円の両替を行えます。

証明写真
（ｼｮｳﾒｲｼｬｼﾝ）

株式会社グレイス・アイ サービス
（証明写真）

新店 - 3月23日
高画質でリーズナブルな価格の証明写真機を設置しております。ご利用お待ちしており
ます。

3階 ハウスオブローゼ
（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ）

株式会社ハウスオブローゼ コスメ
（ｽｷﾝｹｱ･ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ等）

改装 - 2月1日
肌にやさしい自然志向の化粧品を中心に、ボディケア・バスプロダクツなど生活にうるお
いいを与える商品を揃えた楽しいショップです。自然の恵みで素肌本来の美しさを引き
出します。肌の悩みもお気軽にご相談ください。

Ｌｅｅ
（ﾘｰ）

株式会社エドウイン直営店 ファッション
（メンズ・レディス・キッズ）

改装 - 3月9日
売場面積が2倍となり、各カテゴリーのラインナップもさらに充実。
ゆったりとした空間で商品を選べる店舗となります。

Hula Lani Hawaii
（ﾌﾗﾗﾆﾊﾜｲ）

株式会社ベネフィット ファッション
（メンズ・レディス）

新店 - 3月23日
ハワイを感じさせる柄や色使いの、ちょっと痒いところに手が届くデイリーユースアイテム
で、日々の気分をリフレッシュしませんか。皆様のご来店、心よりお待ちしております。

one after another NICE CLAUP
（ﾜﾝｱﾌﾀｰｱﾅｻﾞｰﾅｲｽｸﾗｯﾌﾟ）

株式会社　ナイスクラップ ファッション
（レディス）

改装 - 2月21日
「おしゃれを楽しむ人の為の日常着」　シーズンごとのトレンドを素早く取り入れた、女の
子の「今欲しいアイテム」が必ず見つかるSHOPです。

Kastane
（ｶｽﾀﾈ）

株式会社パルグループホールディングス ファッション
（レディス）

新店 ● 4月7日

アメリカンクラシックをベースとした世代・性別を超えたリアルスタイルを提案。「今の気分
をMIXしたマイスタイルの発見」をコンセプトにしています。女性なら誰もが持つ可愛いも
のにワクワクする気持ちを"カジュアル""ナチュラル""ミリタリー"をベースにトレンドを融
合させたスタイルで表現します。

Francfranc
（ﾌﾗﾝﾌﾗﾝ）

株式会社Francfranc 生活雑貨 新店 ● 3月23日
日常に驚きや感動を。Francfrancは、心地よい毎日を提案するインテリアショップです。
デザインされた商品と自由なスタイリングで、多彩な空間づくりを叶えます。

earth music＆ecology
（ｱｰｽ ﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞｴｺﾛｼﾞｰ）

株式会社ストライプインターナショナル ファッション
（レディス）

改装 - 3月9日
オシャレ着から通勤、カジュアルまで女性の様々なシーンで楽しんでいただけるナチュラ
ルガーリッシュなアイテムを展開。生まれ変わったピオレ姫路店にぜひお越しください！

SM2 ehkasopo
（ｻﾏﾝｻﾓｽﾓｽ ｴﾍｶｿﾎﾟ）

株式会社　キャン ファッション
（レディス）

改装 - 3月9日

ナチュラル、ガーリーをベースに古いものも、新しいものも自分らしくミックスさせて常にフ
レッシュなおしゃれを楽しむ女の子のためのブランド「ehka sopo」と、　ナチュラル感や着
心地の良いぬくもり感のある「Samansa Mos2」2つのブランドが創り出す、気取らずナチュ
ラルに暮らすこだわりある空間を提案。

ＤＨＣ直営店
（ﾃﾞｨｰｴｲﾁｼｰﾁｮｸｴｲﾃﾝ）

株式会社ディーエイチシー コスメ
（化粧品.健康食品）

改装 - 3月23日
DHC直営店は装いを新たにリニューアルオープン！内装を一新し、より見やすく、商品を
選びやすい店内にパワーアップいたします。是非ご来店ください。

オルビス・ザ・ショップ
（ｵﾙﾋﾞｽ･ｻﾞ･ｼｮｯﾌﾟ）

オルビス株式会社 コスメ
（化粧品.健康食品）

改装 - 3月23日
肌にやさしい100％オイルカットで人気のオルビス・ザ・ショップ。無料サンプルやテスター
もご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。みなさまのご来店心よりお待ち
しております。

KARENDO
（ｶﾚﾝﾄﾞ）

株式会社　花恋人 生活雑貨
（花・雑貨）

新店 ● 3月23日
KARENDOでは、季節の花はもちろん、珍しいレインボーローズや胡蝶蘭に化粧を施した
化粧蘭、石鹸でできたソープフラワーなど、皆様の毎日をドキドキ・ワクワクと彩るような
商品を展開しています。

薪窯グリル＆ハイボールPUB
GEORGE'S
（ﾏｷｶﾞﾏｸﾞﾘﾙｱﾝﾄﾞﾊｲﾎﾞｰﾙﾊﾟﾌﾞ ｼﾞｮｰｼﾞｽﾞ）

株式会社　アルバータダイニング 飲食
（薪窯料理・ハイボール）

改装 - 3月上旬
イタリア製の本物の火山岩薪窯を使用した薪釜料理専門店です。じっくりと薪火で焼き上
げたボリューム感のある肉料理と共に、ハイボールを飲みながら仲間同士で楽しむ駅前
酒場です。

おにぎり家一粒
（ｵﾆｷﾞﾘﾔﾋﾄﾂﾌﾞ）

株式会社いいなダイニング 食品
（おにぎり・だし巻玉子）

新店 ● 3月23日
米・塩・海苔にこだわった“ふんわり温かい手づくりおにぎり”が人気のおにぎり専門店。
常時30種類以上の具材をご用意し、ご注文いただいてから心をこめてお作りします。出
汁たっぷりのふんわり“自家製だし巻玉子”も絶品です。

ゴーゴーカレー
（ｺﾞｰｺﾞｰｶﾚｰ）

株式会社ゴーゴーカレーグループ 飲食
（カレー）

新店 ● 3月23日
ゴーゴーカレーの人気のヒミツは、５５の工程を５時間かけてじっくり煮込んだ特製オリジ
ナル・ルー！それを５５時間寝かし旨みを熟成させる！それがクセになる味の理由の一
つです。お持ち帰り可能、レトルトルーの販売もあります。

ピ
オ
レ
1

ご
ち
そ
う
館

2階

4階

1階

地下1階

ピ
オ
レ
2

1階



   

5 

 

 

◇ SC 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 杉木孝行 

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 ： 629 億円（2016 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 ： 87 名（2017 年 7 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 24,417 ㎡ 

店舗数  200 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 9,217 ㎡ 

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 9,938 ㎡ 

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 14,253 ㎡ 

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 5,013 ㎡ 

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 692 ㎡ 

店舗数  8 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 2,322 ㎡ 

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 2,571 ㎡ 

店舗数  33 店舗 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 2017 年 3 月 30 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 2,146 ㎡ 

店舗数  20 店舗 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 2007 年 9 月 28 日 

 

ピオレ１、２、３ ごちそう館 おみやげ館 

東館 西館 南館 

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

