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「Corowa甲子園」(旧イオン甲子園店)

2018 年４月 26 日(木)グランドオープン
駅前快適 LIFE、はじまる。
～オープンに先駆け、地域参加型イベント「スポ GOMI」を開催～
コ

ロ

ワ

三菱地所株式会社は、兵庫県西宮市においてリニューアル工事を進めております「Corowa甲子園」（旧イオ
ン甲子園店）を、2018 年 4 月 26 日（木）にグランドオープン致します。
”駅前快適”をコンセプトに、周辺地域の方々や甲子園球場へいらっしゃる方々が気軽で便利にご活用いただけ
る施設を目指します。

▲建物外観イメージ

▲建物内観イメージ

＜施設構成＞
3F

2F

： 家電量販店「コジマ×ビックカメラ」、手芸用品センタードリームの大型旗艦店である
家電量販店「コジマ×ビックカメラ」、手芸用品センタードリームの大型旗艦店である
「グランドリーム」、ペットショップ「ひごペットフレンドリー」等の大型店舗と、フード
「グランドリーム」、ペットショップ「ひごペットフレンドリー」等の大型店舗と、フード
コート（5 店舗）、イタリアンレストラン「サイゼリヤ」など、バラエティー豊富なフロア
店舗）、イタリアンレストラン「サイゼリヤ」など、バラエティー豊富なフロア
コート（5
： レディスファッション「ハニーズ」、メンズ・レディスファッション「はるやま」、
レディスファッション「ハニーズ」、メンズ・レディスファッション「はるやま」、
シューズ専門店「アスビーファム」等のファッション系の店舗と、旅行代理店「日本旅行OMC
OMC
シューズ専門店「アスビーファム」等のファッション系の店舗と、旅行代理店「日本旅行
トラベル」、フォトスタジオ「photo efy」等の各種サービス店舗も充実したフロア
efy」等の各種サービス店舗も充実したフロア
トラベル」、フォトスタジオ「photo

1F

： ビバホームが手掛ける生活雑貨「ハウスデコ」、総合カジュアルファッション「マックハウス
ビバホームが手掛ける生活雑貨「ハウスデコ」、総合カジュアルファッション「マックハウス
スーパーストア」やレディスファッション「Green Parks
Parks Topic」、「SM2
Topic」、「SM2 keittio」、
keittio」、
スーパーストア」やレディスファッション「Green
ファッションジュエリー「GRAVIE」等のファッションから生活雑貨まで取り揃うグランド
ファッションジュエリー「GRAVIE」等のファッションから生活雑貨まで取り揃うグランド
フロア
フロア

B1F ： ベビー子供生活用品「西松屋」、キッズ向けの大型室内公園「ピュアハートキッズランド」など
ベビー子供生活用品「西松屋」、キッズ向けの大型室内公園「ピュアハートキッズランド」など
キッズとママに嬉しい店舗や、100 円ショップ「セリア」、「スギ薬局」、「くまざわ書店」等
円ショップ「セリア」、「スギ薬局」、「くまざわ書店」等
の生活に便利なアイテムも充実したフロア
B2F ： 生鮮、お弁当、お惣菜、イートイン、球場の応援にも便利なワンフロア一括の
生鮮、お弁当、お惣菜、イートイン、球場の応援にも便利なワンフロア一括の
イオンの大型食品スーパー

また、「小学館の幼児教室ドラキッズ／小学館アカデミー」、「こどもの英会話ミネルヴァ」、「そろばん教
室 88 くん」等のキッズ向けのスクールや、洋服・かばんのお直し、くつのリペア、保険代理店、ヘアカラー専
門店等の各種サービス店舗も充実します。
なお、「Corowa 甲子園」グランドオープンを記念した地域参加型イベントとして、オープン直前の 4 月 22
日（日）に施設周辺で、従来の「ごみ拾い」に「スポーツ」のエッセンスを加えた「スポ GOMI（すぽごみ）」
を開催し、参加者を募集致します。
本イベントを通じて、街全体の一体感を高め、より地域に根付いた「近隣型ショッピングセンター」を目指し
てまいります。

■出店店舗
フロア
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B1F

B2F

店舗名

社名

業態

コジマ×ビックカメラ

株式会社コジマ

家電量販店

グランドリーム

株式会社ドリーム

手芸

ひごペットフレンドリー

株式会社ひごペットフレンドリー

ペットショップ

京都インバン

京都インバン株式会社

印章

SEGA

株式会社セガ エンタテインメント

アミューズメント

サイゼリヤ

株式会社サイゼリヤ

イタリアン

越後秘蔵麺 無尽蔵

株式会社キタカタ

ラーメン

杵屋麦丸

株式会社グルメ杵屋レストラン

うどん

千客万来まねきだこ

有限会社トマト

たこ焼き

ペッパーランチ

株式会社ペッパーフードサービス

ステーキ・ハンバーグ

長崎ちゃんぽん リンガーハット

株式会社リンガーハット

長崎ちゃんぽん

アスビーファム

株式会社ジーフット

シューズ

ハニーズ

株式会社ハニーズホールディングス

レディスファッション

はるやま

はるやま商事株式会社

メンズ・レディスファッション

アフラックサービスショップ

株式会社エイフ

保険

関西個別指導学院（現在営業中）

株式会社東京個別指導学院

学習塾

クツショウテン

株式会社靴商店インターナショナル

靴修理・合鍵

甲子園自動車教習所 阪神甲子園受付所（現在営業中）

株式会社甲子園オートセンター

自動車教習所

小学館の幼児教室 ドラキッズ／
小学館の学習教室 小学館アカデミー

株式会社小学館集英社プロダクション

幼児教室・学習教室

日本旅行OMCトラベル

株式会社日本旅行オーエムシートラベル

トラベル

ビューティーアイラッシュ/ビューティーカラープラス

株式会社リビアス

まつ毛エクステ・ヘアカラー・美容

photo efy／FURISODE efy

株式会社タケシ

フォトスタジオ／振袖・袴レンタルショップ

ママのリフォーム

株式会社ツヅキ

洋服・かばんのお直し

三菱東京UFJ銀行（現在営業中）

株式会社三菱東京UFJ銀行

銀行

星乃珈琲店

日本レストランシステム株式会社

カフェ＆レストラン

ハウスデコ

株式会社ＬＩＸＩＬビバ

ホームセンター

マックハウス スーパーストア

株式会社マックハウス

ファミリーファッション、生活雑貨

illusie 300

パレモ・ホールディングス株式会社

生活雑貨／300円ショップ

ウオッチタウン

セイコーリテールマーケティング株式会社

時計販売・修理

GRAVIE

株式会社フクヤ

ファッションジュエリー

Green Parks topic

株式会社ストライプインターナショナル

レディスファッション

コミュニティツダ、にしのみやコンタクト、プリンセスプラス

株式会社コミュニティツダ

眼鏡、コンタクト、化粧品

SM2 keittio

株式会社キャン

レディスファッション

ジュエリーＫＡＮＤＡ

菅田株式会社

ジュエリー

夢楽染

株式会社夢楽染

和服、和装小物、和雑貨

大阪王将

株式会社フアイン

中華

吉野家

株式会社吉野家

どんぶり・定食

チャンスセンター

株式会社クロノス

宝くじ販売

ATM（三菱東京UFJ銀行）（現在営業中）

株式会社三菱東京UFJ銀行

ATM

ATM（イオン銀行）

株式会社イオン銀行

ATM

西松屋

株式会社西松屋チェーン

ベビー・子ども服・用品

ピュアハートキッズランド

ニッケアウデオSAD株式会社

大型室内公園

くまざわ書店

株式会社くまざわ書店

書店

スギ薬局

スギホールディングス株式会社

ドラッグストア、調剤薬局

セリア

株式会社セリア

ライフスタイルグッズ／100円ショップ

ＪＡＣＫ

株式会社ジャックコーポレーション

カジュアルファッション

ハピンズ

株式会社パスポート

インテリア雑貨・生活雑貨

Soleil

有限会社ソレイユ

雑貨・アクセサリー

そろばん教室８８くん

セイハネットワーク株式会社

そろばん教室

ベネッセの英語教室 BE studio

株式会社ミネルヴァインテリジェンス

英語教室

保険ほっとライン

マイコミュニケーション株式会社

保険

au専売店

株式会社フォレスト

携帯電話・携帯電話アクセサリー

PALETTE PLAZA

株式会社プラザクリエイト

フォトプリントショップ

イオン

イオンリテールストア株式会社

スーパーマーケット

：物販・サービス店舗

：飲食店舗

■「Corowa 甲子園」オープン記念 スポ GOMI 大会 in Corowa 甲子園
「スポ GOMI」とは「ゴミ拾いはスポーツだ！」を合言葉に、チームに分かれ制限時間内に、定められたエリ
ア内で力を合せてゴミを拾い、その質と量をポイントで競い合う、環境に優しいスポーツです。お子様から大人
まで地域の方々と新しくオープンする Corowa 甲子園が一体となり、清掃活動を通じたきれいな街づくりに貢献
するとともに、あらためて地元の良さを感じてもらえるイベントを目指します。
＜イベント概要＞
■日

時 ：

2018 年 4 月 22 日（日）10：00～12：00（受付 9：30～、開会式 10：00～）

■場

所 ：

Corowa 甲子園

■内

容 ： チームに分かれ制限時間内に、定められた

甲子園球場側入口

エリア内で力を合せてゴミを拾い、その質
と量をポイントで競い合うイベントです。
入賞賞品や参加賞をご用意しております。
■主

催 ：

Corowa 甲子園
※当日 Corowa 甲子園はオープンしておりません。

■運営・監修 ：

日本スポ GOMI 連盟

■協

サンケイリビング新聞社

力 ：

＜参加方法＞
■募 集 内 容

：

合計 30 組の参加チーム募集
1 チーム 3～5 名様にてご応募ください。

■参

加

費 ：

■応 募 方 法

：

無料
WEB サイトからお申込み下さい。
「ハガキ」「e-mail」にてお申込みの場合は
チーム名、代表者の名前、性別、
年齢、連絡先（住所、メール、電話番号）
参加者の名前、性別、年齢をご記入の上、
お申込みください。
※30 組を超えるご応募があった場合は、
抽選となります。
※小学生以下の参加は、チーム内に１人以上
の大人（20 歳以上）の参加が必要となります。

【 W E B 】 http://www.corowa.jp
【ハガキ】〒530-0043 大阪市北区天満 2-3-2 TENMA232 ビル オフィスワイズ内
「スポ GOMI 大会 in Corowa 甲子園運営事務局」
【e-mail】event_info@corowa.jp
■募集締切

：

2018 年 3 月 31 日（土）必着

＜スポ GOMI 大会に関するお問い合わせ先＞
06-6351-8010 事務局／担当：浦（ウラ）

