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1階グランドフロア・地下1階スーパーマーケット

「アスピア明石」 リニューアル第Ⅱ期

2023年春 第Ⅱ期 リニューアルの概要

JR・山陽電鉄明石駅徒歩3分のショッピングセンター

2023年2月16日 (木) 

明石地域振興開発株式会社

株式会社プライムプレイス

■アスピア明石 施設概要

東仲ノ町地区市街地再開発事業の中核施設として計画された商業施設、住宅、駐車場、
行政施設からなる複合施設。
●所在地 兵庫県明石市東仲ノ町6-1
●交 通 JR明石駅または山陽電鉄明石駅徒歩3分
●構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上14階、地下1階
●店舗面積 約15,422m²
●駐車台数 約680台
●開業 2001年11月
●店舗数 約80店舗
●施設所有 明石地域振興開発株式会社
●運営管理 株式会社プライムプレイス
●施設アクセス

公共交通機関をご利用の場合
JR神戸線「明石駅」または山陽電鉄「山陽明石駅」下車徒歩３分（南口ロータリーを出て左手）
お車をご利用の場合、第2神明大蔵谷・伊川谷・玉津各ICから南へ10分

「アスピア明石」は2022年11月22日（火）にリニューアル第Ⅰ期

として3階フロアの全面リニューアルを行い、ファミリー層を中心と

したお客様のニーズに対応してまいりました。

今回のリニューアル第Ⅱ期は、より多くのご利用者様のニーズに応

えるべく、2023年3月・4月にかけて、グランドフロアとなる1階フ

ロアのリニューアルを行い、フロア全体面積の約50％のショップを

一新いたします。また、3月には地下1階スーパーマーケット「マル

ハチ」も、さらなる充実を図り、大幅にリニューアルを行います。

アスピア明石は「暮らしに楽しさプラス」をリニューアルの基本コ

ンセプトとして、より一層、幅広い世代のお客様が利用しやすく、

地域の皆様に末永く愛される施設を目指してまいります。

2023年春のリニューアル詳細決定！

1



Ⅰ. 2022年 3階フロアリニューアル 11月22日リニューアルオープン -子育てファミリーフロアの再編・拡大－

Ⅱ. 2023年 地下1階スーパーマルハチ 3月16日リニューアルオープン

Ⅲ. 2023年 1階フロアリニューアル 3月16日先行オープン

Ⅳ. 2023年 1階フロアリニューアル 4月14日グランドオープン（リニューアルの完結）
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2022年 第Ⅰ期 3階フロア リニューアル完了 －南館3階に子育てファミリー向け店舗が集結！－

西松屋
［3F］マタニティ・ベビー・子供用品

タイトーFステーション
［3F］アミューズメント

パーティハウス
［3F］ファッションライフストア

おさるの森キッズラボ
［3F］体操教室

B a b y P a r k

［3F］幼児教室

K O M E H Y O

［3F］買取専門店

さんポチ

［3F］ガーデニング・生活雑貨

【館内の状況】 【館内の状況】

「ベビー、キッズ、マタニティ用品」「大型総合衣料品店」等、ライフスタイルに合わせた店舗が３階フロアに集結し先行オープ
ン。環境面においては、ベビーカーも利用しやすいようフロア内通行導線を拡大。おむつ替え・授乳等に対応できる「ベビーケア
スペース」の新設、さらに従来3階に停止していなかった南館エレベーターを利用可能とし他フロア・駐車場とのアクセスが容易に
なるなど、すべてのお客様が利用しやすく快適に過ごせるショッピング環境を実現しました。

コスメセレクトショップ「ココロプラス」、オーダーメイド枕専門店「ピロ―スタンド」、フラワーショップ「フラワーボックス」
など、生活に彩りを添える専門店が続々オープン。さらに、レディス・キッズ・ファッション雑貨「シューラルー」は、キッズアパ
レルブランド「THE SHOP TK KIDS」を新たに追加し、より魅力的な商品ラインナップに。1階グランドフロアのリニューアルがい
よいよスタートします。

国内最大級の大きさで出店するコーヒー豆と輸入食品「カルディコーヒーファーム」、新業態にてエリア初出店となる玩具・子供用
ショップの店「キッズフェスト」、暮らしの雑貨店「LEAF」など、注目のショップが続々オープン。キッズアパレルもより一層充実
し、幅広い世代に快適さと楽しさを与えるグランドフロアへと生まれ変わります。「アスピア明石」の段階リニューアルもいよいよ
フィナーレへ!!

ネ ネ チ キ ン
［3F］韓国チキン

【ベビーケアスペース】

リ フ ォ ー ム ブ テ ィ ッ ク

［3F］洋服・バッグリフォーム

ス パ ー ク ス フ ラ イ

［3F］帽子専門店

「スーパーマルハチ」が約14年ぶりにリニューアル。コロナ禍を経て、お客様の「食」に対する意識は常に変化し、豊富な品ぞろえ、
鮮度、価格など選択の幅が広がっています。明石店は皆様から大変ご好評を頂いていますが、今まで以上に利用しやすく、ニーズに
お応えしていくため、今回は大規模なリニューアルを予定しています。
改装期間：2/16（木）～3/15（水）

完了

第Ⅱ期リニューアル

第Ⅰ期リニューアル

【女子トイレ】



国内最大級、新業態や初出店など、注目のショップが続々とオープン予定です。
また、4月には南館1階トイレも全面改装し、清潔で安心感のある空間に生まれ変わります。

◆顧客ニーズに即した新業種のショップ導入

◆食生活を豊かに彩る魅力的なショップの導入

◆ライフスタイル型ショップの拡充

ピロースタンド

ココロプラス

2023年 第Ⅱ期 1階グランドフロア・地下1階スーパーマルハチ リニューアルOPEN予定

◆ファミリー向けショップの充実

あなただけのオーダー枕を作れ
るまくら専門店です。撮影する
だけで自分に合ったオーダー枕
が作れる、非接触型測定システ
ム『ピマピッタ（PI+MA 
PITTA）』導入。自分に合った
枕の高さを測定し、朝から元気
に過ごしましょう！購入後も
しっかりメンテナンス。

暮らしの雑貨店 リーフ

フラワーボックス

※イメージ

キッズフェスト

シューラルーに”THE SHOP TK KIDS“がデビュー致します。
コンセプトは「こだわりと遊び心で、心地よい毎日を」ぜひシューラルーにお越しくださいませ。

エニィファム
エニィスィス

スーパーマルハチカルディコーヒーファーム

新ブランド
追加

明石市
初出店

日々の暮らしのエッセンスを
コンセプトに暮らしに寄り添
う生活雑貨とお洋服のお店で
す。日々の暮らしを彩るお値
打ち食器やギフトにおすすめ
の食品やフレグランス、毎日
履きたいシューズや着心地の
良いお洋服を提案します。

メイク、スキンケア、ヘアケア、ボ
ディケア等、バラエティコスメを多
数、取り扱っています。
ちょっとした時間に、CoCoRo Plus
で宝探しをしてみませんか。

花のある暮らしを、もっと楽し
みませんか？花や緑で四季を感
じたり、ちょっとしたお礼の気
持ちをお花に託したり。
生花からアートフラワー・花雑
貨、ウエディングのお手伝いま
で、心豊かにドキドキ・ワクワ
クするお店作りをしていきます。

（バラエティコスメ)

(生活雑貨)(寝具・関連雑貨)

(生花)

子供用品 おもちゃ、ゲーム、学童用品、
子供衣料を取り扱っています。
『遊び』と『学び』を応援する、キッズ
ライフスタイルショップ。体感＆体験に
こだわった、ワクワクを提供します。

anyFAM
フレンチシックのスタイリッシュな
スタイルに旬なモード感やフォルム
を乗せて今の気分をお届けします。
any SiS
上品で優しいフェミニンなディ
ティールやデザインのスタイルにト
レンドエッセンスを加えたブランド
です。

こだわりのオリジナルコーヒー豆
30種をはじめ、見ているだけで楽
しくなるような世界各国の珍しい
食材やお菓子、ワイン、チーズ、
スパイスなどが所狭しと並んでい
ます。世界の食材巡りの旅をお楽
しみ下さい。

マルハチは2001年より地域の皆
様にご愛顧戴くことで成長させ
ていただきました。
この度の全面改装により、さら
に豊富な品揃えと鮮度のいい商
品のご提供に努力いたしますの
で変わらぬご愛顧をよろしくお
願い申し上げます。

移転
リニューアル

国内
最大級

大規模
リニューアル

(Toy＆School)

(婦人・子供衣料)

(コーヒー豆・輸入食品) (スーパーマーケット)
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2023/4/14新規OPEN

2023/4/14新規OPEN

2023/4/14改装OPEN

2023/3/16新規OPEN

2023/3/16改装OPEN

2023/3/16新規OPEN
2023/3/16新規OPEN

2023/4/14新規OPEN

新業態
兵庫県初

※イメージ

※イメージ

※イメージ

明石市
初出店

明石市
初出店



【フォトコンテスト】

「地域の取組をみんなで発見しよう

♪」をテーマにアスピア明石からみ

んなのSDGsを共有し発信していく

場所づくり。また地域取組に繋げて

いき地域活性化を目指しています。

SDGｓの取組み・地域連携

【エコキャップアート】

近年ボトルキャップの回収も少なく

なる中、CO2排出減の対策やリサイ

クルの意識付けとして、子供達と楽

しく学んでもうらキャップアート作

品の体験イベントも実施しています。

【アスピアノ】

小学校・中学校・高齢者大学で使用

されていた「学校のピアノ」をイラ

ストレーター小野千賀子さんにより

「アスピアノ」としてリメイクされ

た世界に一つだけのペイントピアノ

です。

【ベビーケアルーム「mamaro」】

3階フロアにはベビーケアルームを

ご用意しています。完全個室の授乳

室もあり、おむつ交換や離乳食、寝

かしつけや着替えなど、個室で施錠

ができるため安心してご利用いただ

けます。

アスピア明石は「SDGs未来安心都市・明石」の推進に貢献するため「あかしＳＤ
Ｇｓパートナーズ」に加盟し、地域と連携して活動しています。

お子様向け施策：アスピア明石 「キッズクラブ」

2022年11月から「アスピア明石キッズクラブ」をスタートさせ、「遊び」「学び」「成長」が体験

できるイベントを多数企画・実施しております。対象イベント参加でスタンプを15個集め

るとアスピア明石お買い物券300円分をプレゼント致します。また対象店舗で会員

カードをご提示で様々な特典が受けられます。

【おむつ自販機・回収ボックス】

お子様連れでの外出をなるべく気軽

なものにし、おむつやおしり拭きが

必要になった際のおむつ自販機の他、

赤ちゃんのおむつをボタン一つで衛

生的に処理できる自動密閉式おむつ

ボックス（ディディ―パック）も設

置しています。

【明石市こども基金へ寄付】

子どもたちの成長と共に地域の育み

を応援し、子どもが健やかに育つ環

境づくり、支え合う事ができる施設

として、明石市こども基金に寄付を

させて頂きました。

■実施実例・体験風景
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「ミライへつづけ！アスピア明石みんなのSDGｓ」をテーマとして明石市こども
基金等への募金活動を通じて、こども達の未来を応援しています。



［本件に関する報道関係者からのお問い合わせ］ アスピア明石オペレーションセンター

担当：炭之原（すみのはら）suminohara@prime-place.co.jp

藤田（ふじた）h-hujita@prime-place.co.jp

鎌田（かまだ）kamada@prime-place.co.jp

TEL：078-915-5200 FAX：078-915-5204

3月16日（木）の１Fリニューアルオープンを始め、5月ゴールデンウィークまでの約1か月半、
新しくなったアスピア明石を楽しみ尽くせるイベントや企画を開催！

アスピア明石ならではのイベントや家族みんなで楽しめ
る体験イベント、お得なクーポン企画等を多数開催予定。
また、人気の抽選会イベントもこれまで以上にパワー
アップして開催予定です。
4月14日（金）からはアスピア明石１階リニューアル完
了記念として、全館で各種セール等のおトクなイベント
も実施いたします。

リニューアルイベント

アスピア明石エポスカード

【10％OFFご優待デー】

アスピア明石館内でエポスカードを

ご利用でご請求時に10%OFFになる

お得なキャンペーンです。

※各種セール内容・イベントの詳細につきましては後日公開となります。
日程や内容は変更になる場合があります。

5

■その他、家族みんなで楽しめるイベントを多数開催予定

［ふわふわスライダー］［キッズファーム］ ［お買物券販売］

◆リニューアル記念イベント

【ドキドキ応募抽選会】

買い上げレシートで参加できる応募抽選会を開催！当選した方は、リニューアル

オープン第2弾期間に使用できる特別お買物券が当たります。

［レシート対象期間： 3/16(木)～31(金)］

【花びらスタンプラリー】

アスピア明石館内に設置された花の形のスタンプを専用台紙に集めて、当日お

買い上げレシートと一緒に提示で、先着順で記念ノベルティをプレゼント！

［開催期間：3/18(土)・19(日)］

【スタンプラリー応募抽選会】

対象店舗を税込1,000円以上ご利用でスタンプを１つGET！専用台紙に異なる3テナントのスタンプを集めると、アスピア明石お買物券が当た

る抽選会に1階参加できます。

［レシート対象期間： 4/14(金)～30(日)］

アスピア明石エポスカード

【ポイント10倍デー】

アスピア明石館内でエポスカードを

ご利用で通常200円のご利用ごとに

1ポイントが、最大10倍になります。


