2018 年 4 月 16 日
報道関係各位
三菱地所株式会社
三菱地所リテールマネジメント株式会社
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〜駅前快適、近隣型ショッピングセンター開業〜

「Corowa甲子園」オープニングセレモニーを 4 月 26 日に開催
三菱地所株式会社と三菱地所リテールマネジメント株式会社は、
「旧イオン甲子園」の地下 2 階〜地上 3 階の
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フロアをリニューアルし、
「Corowa甲子園」として、4 月 26 日（木）にグランドオープンします。
「Corowa 甲子園」は、阪神電鉄「甲子園」駅徒歩 1 分かつ阪神甲子園球場至近に位置する、地域密着型の商
業施設です。 駅前快適 をコンセプトとしており、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に、
そして便利にご活用いただける施設を目指しています。
4 月 26 日（木）のグランドオープン当日には、
「オープニングセレモニー」をはじめ、オープン記念イベント
として最新デジタル家電など生活を彩る素敵な商品が当たる抽選イベントや、この夏 100 回目を迎える全国高等
学校野球選手権大会開催を記念した報道写真展、福袋販売やサインボールのプレゼント等を実施します。
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。
【オープニングセレモニー】
■日時：4 月 26 日（木）9:30〜10:00
■内容：9:30〜 テープカット
10:00 グランドオープン（ドアオープン）
【オープン記念イベント】
（1）COCORO・WAKUWAKU 抽選プレゼント
実施期間：4 月 26 日（木）〜5 月 6 日（日・祝）
（2）高校野球 100 回大会記念報道写真展
展示期間：4 月 26 日（木）〜5 月 6 日（日・祝）
（3）
「Corowa 甲子園」×ABC ラジオ
オープン記念福袋販売・サインボールプレゼント
実施日：4 月 26 日（木）〜
※各ショップなくなり次第終了
※桧山進次郎氏のサインボールは 4 月 26 日
（木）
のみ。
福袋を購入された先着 50 名様。

▲オープニングポスター

■出店店舗
飲食 9 店、物販 55 店の合計 64 店が集結。 駅前快適 をコンセプトに、地元にお住まいの方々、阪神甲子
園球場へいらっしゃる方々の利便性向上に貢献します。
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店舗名
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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

しまむら（5月下旬オープン予定）

株式会社しまむら

デイリーファッション

アベイル（5月下旬オープン予定）

株式会社しまむら

カジュアル＆シューズ

バースデイ（5月下旬オープン予定）

株式会社しまむら

ベビー・子供用品

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UFJ銀行

株式会社三菱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

サイクル ポスチーノ

株式会社ガルシア

サイクルショップ

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UFJ銀行）

株式会社三菱UFJ銀行

ATM

ATM（イオン銀行）

株式会社イオン銀行

ATM

ATM（ゆうちょ銀行）

株式会社ゆうちょ銀行

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

Soleil

有限会社ソレイユ

雑貨・アクセサリー

シュータイムス

合同会社クータイムス

レディス・メンズシューズ

ハピンズ

株式会社パスポート

インテリア雑貨・生活雑貨

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

イオンスタイル

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

■オープン記念イベント
（1）COCORO・WAKUWAKU 抽選プレゼント
実施期間：4 月 26 日（木）〜5 月 6 日（日・祝）
オープニング期間中「Corowa 甲子園」各店舗でお買い上げ・ご利用
いただくと、抽選会の応募用紙を 1 枚贈呈（※一部店舗を除く）
。
抽選で最新デジタル家電など生活を彩る素敵な商品をプレゼント。
＜ココロうれしい家電コース＞
① ティファール マルチクッカー Cook4me CY7011P
5 名様
② アイロボット Braava ブラーバ ジェット 240 床拭きロボット 5 名様
③ シャープ スロージューサー ヘルシオ グリーンプレッソ
5 名様
④ シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスター
5 名様
⑤ パナソニック 衣類乾燥除湿機 FYZR60
5 名様
＜ワクワク旅行コース＞
日本旅行 ギフト旅行券（3 万円分）
＜駅前快適 COROWA コース＞
イオン商品券（3,000 円分）
図書券
（3,000 円分）

10 名様

①

②

③

④

⑤

100 名様
100 名様

（2）高校野球 100 回大会記念報道写真展
展示期間：4 月 26 日（木）〜5 月 6 日（日・祝）
展示場所：館内各所 ※観覧無料
主催：朝日新聞社

後援：日本高等学校野球連盟

この夏 100 回目を迎える全国高等学校野球選手権大会開催を記念したパネル展示を館内各所で実施。
（3）
「Corowa 甲子園」×ABC ラジオ オープン記念福袋・サインボールプレゼント
実 施 日：4 月 26 日（木）〜 ※各ショップなくなり次第終了
実施場所：1 階特設会場
ABC ラジオの人気番組「サクサク土曜日♪中邨雄二です」と「Corowa 甲子園」の各ショップが
コラボレーションし、福袋を販売。さらに福袋をご購入の方、先着 50 名様に番組でおなじみの
桧山進次郎氏のサインボールをプレゼント。 ※一部、福袋を扱っていないショップもございます。

■所在地について
「Corowa 甲子園」地下 2 階〜地上 3 階
（〒663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町 3-3）
アクセス：阪神電鉄「甲子園」駅徒歩 1 分

Corowa 甲子園

