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ストアコンセプト・立地環境・商圏・店舗概要

立地環境
西宮市を中心とする阪神エリアは自然環境にも恵まれ、
伝統ある文化と芸術・スポーツの街としても知られており、
関西でも有数の人気エリアです。
おしゃれで洗練された街のイメージや交通網の充実などで
住宅地の人気も高い注目エリアです。

商圏
西宮市を中心とする商圏内は人口・世帯ともに増加傾向です。
基本商圏は半径約5km圏内、人口約75万人を想定しています。

※ご参考（商圏人口）※西宮市の人口約47万人。
（H12年対比107％、H7年対比120％）

1km圏内 ……………約3万5千人
5km圏内 ………………約75万人
10km圏内 ……………約169万人

店舗概要

ストアコンセプト
ストアコンセプトは“西宮上質生活”。
暮らしの中の様々な生活シーンにおける
こだわりのライフスタイルをご提案します。
メーンターゲットは“洗練された都会的感性”と“代々受け継がれた
成熟した日常スタイル”をお持ちになった“おしゃれな母娘”です。

※別紙にて各フロアのこだわりの売場やサービスなどを詳しくご紹介します。

西宮阪急周辺図

店舗名称

営業面積

初年度売上目標

投資額

西宮阪急

約25,000㎡

約200億円

約80億円

西宮市
芦屋市

宝塚市

伊丹市

大阪市

池田市

尼崎市

阪神高速湾岸線

阪神高速神戸線

名神高速道路

阪
急
今
津
線

大
阪
国
際
空
港

阪急神戸線

JR神戸線

山陽新幹線

岡本

西宮北口

西宮阪急

塚口

夙川

尼崎

阪神電鉄

宝塚

中国自動車道

3ｋｍ

5ｋｍ



2

フロア構成

紳士服   紳士洋品雑貨   ベビー・こども服   玩具　絵本   文具   手芸用品   インテリア雑貨　催場　

阪急ハロードッグ（ドッグフード・ドッグウエア・ドッグラン・ドッグホテル・ビューティーサロン・ペットクリニック・カフェ）

■ベビールーム■ 子育てコミュニティールーム ■「えほんのへや」 ■こども美容院「ズッソヘアサロン」 ■喫茶「ズッソカフェ」

婦人服　婦人フォーマル　婦人肌着　大きいサイズの婦人服

イングス・ウオーク（ウオーキング＆スポーツシューズ・各種スポーツウエア・サプリメント）　イベントスクエア

■クリスタルサロン（会員専用） ■ファッションリフォーム「フォルムアイ」 ■高級クリーニング「ケアメンテハッピー」 

■リラクゼーションサロン「ル・タン」 ■イタリアンレストラン「オステリア ジュリア」

婦人服　化粧品　婦人服飾雑貨　婦人靴　婦人バッグ　時計　メガネ　トップステージ

■インフォメーション ■ヘアサロン「スパイスアヴェダ」 ■パーツビューティーサロン「インフェイシャス」 ■フットケアサロン「フットバランス」

■靴・バッグ修理「シューズ＆バッグアトリエ」  ■「アクセサリー＆ウオッチステーション」（アクセサリーリペア・リフォーム＆オーダー、時計修理・電池交換）

食料品　家庭用品　寝具　進物センター　商品券　仏具　結納用品　介護用品　薬局（院外処方箋受付）　

生花　催場

■食料品サービスカウンター ■サービスカウンター ■ATM（ゆうちょ銀行）

■イートイン （豚まん・中華「５５１蓬莱」、韓国家庭料理「妻家房」、カレー「ピッコロ」 ）■喫茶「カフェ西宮」
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こどもの健全な発育を親子3世代で考える
子育てワールドとメンズファッション、
愛犬の健やかな暮らしを考える
阪急ハロードッグのフロア

エレガントなエスタブリッシュスタイルを
提案するレディースファッションと、
歩くことのすべてを提案・サポートする
「イングス・ウオーク」のフロア

地産地消やモノの良さに徹底的にこだわった
地域ナンバーワンの品揃えの食料品や、
ご家庭で過ごす時間を豊かにする
リビングと催事のフロア

ナチュラルスタイリングを中心とした
カジュアルファッションと自然派化粧品も
取り入れたコスメ＆ビューティーサロン、
こだわりのアクセサリーやファッション雑貨を
取り揃えたメインのフロア
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ストアコンセプト

～ストアコンセプトは“西宮上質生活”～

  西宮阪急が特に注目していただきたい売場やサービス。

「上質生活セレクト10」をご紹介します。

西宮阪急は、阪神間でも特に“洗練された都会的感性”と“代々受け継がれた成熟した日常生活のスタイル”を
お持ちになった“おしゃれな母娘”の“西宮上質生活”百貨店を目指します。

「こどもの豊かな情操を育む」
「ゆとりの時間で自分磨きを楽しむ」
「愛犬と豊かな暮らしを楽しむ」
「毎朝の散歩を楽しむ」
「健康に良い食生活にこだわる」など

暮らしの中の様々な生活シーンにおけるこだわりのライフスタイルをご提案します。

あえてラグジュアリーブランドを集めた売場を作らず、むしろ、居心地のいい空間の中で、
独自に編集した売場を展開することで、今までにない新しい日常生活を体感していただきます。

例えば…

1  毎日の暮らしのヒントをライブに体感
  「コトコトステージ40」●各階

 2   子育てコミュニティーパーク「マム」●4階
   （えほんのへや・子育てコミュニティールーム・見守りカフェ）

 3 「愛犬は家族の一員」をモットーに
  「阪急ハロードッグ」●4階

 4 「地球にやさしい」「カラダにやさしい」食のセレクトショップ
  「ナチュラルセラー」●1階

 5  ベーシックにこだわる評判の本格上質イタリアンレストラン
  「オステリア ジュリア」●3階

 6  歩くことのすべてを実現
  「イングス・ウオーク」●3階

 7  世界にひとつの手作りアクセサリーで個性を演出
  「アートジュエリーギャラリー」●2階

 8  お気に入りのファッションアイテムを永く大切に
   洋服の「ケアメンテナンスサロン」●3階

 9  あなたがきれいになるリフレッシュ空間　　　
  「シンデレラパウダールーム」●3階

 10  2種類の自然光で着こなしをチェック
  「サロンフィッティングルーム」●3階・4階
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～毎日の暮らしのヒントをライブに体感～

お客様の生活スタイルに合わせ、「食文化」や「健康」、「癒し」、「子育て」などをテーマに、
店内の約40箇所の「コトコトステージ」で暮らしのヒントや専門家のノウハウ、
作り手の思いなど、様々なプログラムを毎日ご提案します。

〈プログラムの一例〉

フード

●料理研究家 白井操さんによる、
　地元「ひょうご生まれ」のおいしいもの教室
●日本ソムリエ協会ワインエキスパート 福田武さんによる
　ワインのある暮らしセミナー  など

リビング

●料理研究家 松田美智子さんによる 本格的調理道具の使い方講座
●芙和せらさんによるフラワーセラピー講座
●黒澤佳美さんによる
　クリスマステーブルコーディネート講座  など

服飾品

●ヘアアクセサリーアレンジメントレッスン
●シーズントレンドのメークアップ講座  など

婦人服

●フォーマルマナー・お受験マナー講座
●シーズントレンド講座  など

イングス

●シューアドバイザーによるウオーキング講座
●メタボ対策健康チェック講座  など

子育て

●絵本の読み聞かせ
●ベビーマッサージ講座  など

紳士服

●レザーウエア紹介と上手な取り扱い方法
●ジャケットコーディネート講座
●靴のお手入れ講座  など

阪急ハロードッグ

●しつけ教室
●愛犬の食事相談会
●愛犬ファッションショー  など

「コトコトステージ40」 各階

「上質生活セレクト10」 1
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知育・体育・徳育の健全な成長をサポートするために、地域の専門家や
ボランティアの方々と一緒に「子育てコミュニティー」を作っていきます。

えほんのへや

直径6.5メートル、天井高3.2メートルの広々とした絵本が読めるドーム型のスペース。
ここでは、こども読書活動推進のパイオニア的存在で、
「絵本の読み聞かせ」や「ストーリーテリング」で有名な文部科学大臣賞受賞者である田中千代野さんをはじめとした
8名の絵本専門家が豊かな情操教育の視点で厳選した1,000冊の絵本を揃えました。
毎日、地域のボランティアの方々による読み聞かせもあり、
親子でゆったりとしたあたたかい時間をお楽しみいただけます。（無料）

子育てコミュニティールーム

15坪ほどのフローリングの部屋で子育てをテーマに専門家による相談会や、お母さん同士の
コミュニケーションが図れるスペースです。阪神間で有名な「子育て支援  ママズケア」の代表、南田理恵さんの
ベビーマッサージや、専門家を囲んでバースプラン・出産方法、母乳による子育てや離乳といった育児やママの関心事を
車座になって話す「井戸端会議」、その他親子ファッションなどをテーマにしたイベントを毎日開催していきます。

見守りカフェ

「えほんのへや」や「子育てコミュニティールーム」で出会ったお母さん同士が、
コミュニケーションを深められるカフェをご用意しました。カフェには木製の知育玩具が揃った
安全な遊び場が併設されており、お子様が遊んでいるのを見守りながら
安心してくつろいでいただけるスペースです。

【メニューの一例】（一部有料）
………………………………………………

● ベビーマッサージ
● 育児相談
● 紙芝居
● わらべ歌
● 井戸端会議
  

田中千代野さん

子育てコミュニティーパーク「マム」 4階

「上質生活セレクト10」 2
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～「愛犬は家族の一員」をモットーに～

愛犬は家族の一員です。“健康”“癒し”“ファッション”“しつけ”“預かり”など、
愛犬に関するすべてのニーズにお応えします。

愛犬の遊び場 （ドッグラン約90坪）
買物ついでに愛犬と一緒に楽しんでいただける屋外の遊び場。
犬のファッションショーやアジリティなど様々なイベントを開催します。

愛犬の食事
●国産原材料を使ったドライフードや人間用食材と
　同じ生産管理レベルのレトルトフードを販売します。
●自然素材の栄養補助食品も充実しています。
●クリスマスケーキ、おせち料理などもご用意します。

愛犬の健康
●ペットクリニック（皮膚科、内科）※愛猫も診察します。
●介護用品（オーガニック肌着、歩行補助用具など）も充実の品揃えです。

愛犬の幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
週2～3回の通園でのトレーニングで社会性を身に付けます。卒園記念に証書を贈呈します。

しつけ教室
飼い主の方と愛犬が一緒に学ぶ教室です。成長過程に応じて
コミュニケーションクラス、幼年期クラスなど多彩なプログラムをご用意します。

ドッグホテル
●完全個室、冷暖房完備、小型犬～大型犬までお預かりします。
●愛犬の様子を見られるリアルタイムカメラも装備します。
●散歩や運動もいたします。
 〈お買物の際の一時お預かり〉
●西宮阪急でお買上げのお客様には無料サービスがあります。
〈ご旅行などの際の宿泊お預かり〉
●宿泊中のシャンプーコース、トリミングコースには、ご優待もあります。

ビューティーサロン
シャンプーコース、トリミングコースに加え、泥パック、
薬浴などオプションメニューを豊富にご用意します。

セルフウォッシュ
お客様ご自身で愛犬を洗っていただくスペースです。
シャンプー、タオル、ブラシなどもご用意します。

会員登録について
入会金・年会費無料。ご入会には、1年以内の狂犬病 予防接種および
混合ワクチン接種の証明書が必要となります。
●会員様限定メニュー：セルフウォッシュ、愛犬の幼稚園
●会員様ご優待：ドッグラン料金、トリミングのオプション料金など
※なお、阪急ハロードッグでは生体の販売は行っておりません。

幼稚園の卒園証書

会員証カード

ビューティーサロン

ドッグラン

「阪急ハロードッグ」 4階

「上質生活セレクト10」 3
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～「地球にやさしい」「カラダにやさしい」食のセレクトショップ～

「健康志向」「地球環境保護」など生活意識が非常に高い方々に向けて、素材や製法に
こだわり、身体にやさしいものを集めたセレクトショップ『ナチュラルセラー』を
阪急百貨店ではじめて展開します。
“オーガニック”“地産地消兵庫産”“伝統づくり”“添加物使用制限”の
4つの基準をクリアした食料品をひとつに集めて買いやすい売場を作ります。
生産者と直接話したり、料理研究家のレシピを学んだり、素材を活かすヒントが満載です。

素材と製法へのこだわり

安心安全で、環境にも配慮した食のセレクトショップ
『ナチュラルセラー』では、料理に必要な素材と
調味料等が幅広く揃っています。
“オーガニック”表示の商品では、有機食品のJAS規格に
適合した農産物と加工品を展開します。
“地産地消兵庫産”表示の商品では、料理研究家であり、
兵庫県食担当参与でもある白井操さんと阪急百貨店のスタッフが
選品会を重ねて選んだ氷上産の低温殺菌牛乳や
丹波「氷上つたの会」の皆さんが手づくりした
梅干しや漬物、佐用郡上月の特産「もち大豆」を
使用した豆腐や味噌等を集めます。
“伝統づくり”表示の商品では、
京都・錦市場「かね松」の京野菜や、その素材を使い、
昔ながらの製法を守り続けて作られている
「やお屋の二かい」のおばんざいなどを取り揃えます。
最後に、“添加物使用制限”表示の商品では、
化学合成品を使用していないカレールーなどをご用意します。

モノ作りにかける「作り手」の想いをご紹介

『ナチュラルセラー』では、モノを売るだけではなく、「作り手」とお客様が触れ合える売場でありたいと考えています。
例えば、尼崎のこだわり生産農家グループの方々が直接売場に野菜を持ち込んだり、
「作り手」自らが来店して商品を紹介。
また、地産地消兵庫産の商品の選定にもご協力いただいた白井操さんによるお料理教室を開催するなど、
体に優しいものを納得して美味しく食べられるヒントをご提案します。

４つの
品揃え基準

ご参考 オーガニック

化学肥料や農薬の使用を

できるだけ控える

環境保全型農業で育った

身体にやさしい

JAS有機農産物と

加工食料品。

地産地消兵庫産

輸送に伴うエネルギーを

できるだけ減らすため、

なるべく近くでとれた食料品を

食べようという

「フードマイレージ」の考え。

地元兵庫県産の生鮮食料品や

主原料が兵庫県産で化学合成品を

添加していない加工食料品。

伝統づくり

それぞれの気候風土の中で、

長い間人の手で育まれてきた

野菜や穀物。

また、昔ながらの製法で

半世紀以上に渡って作り続け

られている加工食料品。

添加物使用制限
食品添加物の中で、

化学合成品を使用していない

加工食料品。
※ただし、製造の過程で化学合成品を
使用する砂糖・塩・醤油は例外。

「ナチュラルセラー」 1階

「上質生活セレクト10」 4
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～ベーシックにこだわる評判の本格上質イタリアンレストラン～

1994（平成6）年に奈良・東吉野村で1日1組限定のレストランとしてオープン以来、
地元の方々はもちろん、遠方のお客様からも絶大なる支持を誇った
名店「リストランテ ロアジ」のオーナーシェフが、西宮阪急のコンセプトに賛同し
新たなコンセプトで作る本格派イタリアンスローフードのレストランです。

“理想のレストラン”を目指すために…。

“ジュリア”という店名は、永松シェフが初めてのイタリアでの
修業時代に知り合った女性シェフの名前です。
彼女の料理は決して見た目はきれいな料理ではありませんでしたが、
永松シェフの想像をはるかに越える美味しさでした。
今でも、永松シェフの中には彼女の料理が生き続けています。
特に新鮮な野菜で作られた野菜スープに衝撃を受け、
「リストランテ ロアジ」をオープンする際に、
自ら作った野菜を一番美味しい季節に提供したいと考えました。
また、朝一番のパンの仕込みもその日の気温を感じながら
手で捏ねて作るなど、“最大限の努力を惜しまず美味しい料理を
提供したい”という信念を貫きました。
新しく生まれ変わる店では、他の若いシェフ達にも永松シェフの
“想い”を伝えながら地元・西宮の方々に愛される店づくりを目指します。

本物志向の“体にやさしい料理”を提供。

“本物へのこだわり”と素材を生かしたナチュラルな味付けで、
“体にやさしい料理”を提供します。
料理は全て永松シェフのオリジナル。
イタリアンのベーシックな部分はきっちりと残しながら、
シェフの感性が最大限感じられる本格的なメニューをご用意しました。
また、食器はリチャードジノリ社製で統一するこだわりよう。
店内のインテリアも本場イタリアのオステリアを彷彿させる
本格的な造りとなっています。

永松信一シェフ

【メニューの一例】
…………………………………………………………………………………………………

季節の野菜や地元の食材をふんだんに使用した料理の数々。
●コース

　2,500円・3,800円、5,000円の3種類からセレクト。

●アラカルト

　野菜のスープ 900円

　ほうれん草と生ハムのサラダ 1,300円

　本日のお肉料理 1,500円～

　本日のおすすめパスタ 1,800円～

「オステリア ジュリア」 3階

「上質生活セレクト10」 5
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～歩くことの全てを実現～

夙川、武庫川、甲山など自然環境に恵まれた西宮では「歩くこと」が日常生活の
一部になっています。「健康のために歩く」「楽しく歩く」「おしゃれに歩く」といった
歩くライフスタイルをお楽しみいただくために靴のコンサルティングから
ウオーキングコースの紹介までウオーキングに関することの全てをご提案します。

ウオーキングシューズ

シューズ×インソール×ソックスの3アイテムでその人にピッタリの履き心地を追求します。

●歩く目的に応じてシューアドバイザーが機能性やフィッティングでコンサルティングします。
　品揃えは、ファッション性と機能性にこだわった圧倒的な約800種類を展開します。

●インソールは、アメリカNo.1ブランド「スーパーフィート」のオーダーインソールをアメリカ仕込みの職人が
　インソール工房で即仕上げます。（約15分）
　それ以外にも既製品で約100種類を揃えています。（偏平足や外反母趾対策、クッション性や汗の臭い対策まで充実しています）

●ソックスは、靴とのフィット感と履き心地を追求し、品揃えは約100種類です。
　足の保護やフィット感で世界最高の評価を得ている「Ｘソックス」や、無縫製5本指ソックスなど、機能性にすぐれたものから
　靴をはいたときにおしゃれに見えるファッショナブルなものまで幅広い品揃えです。

楽しく歩く雑貨の宝探し

朝夕のウオーキングに便利なウエストバッグや愛犬の散歩にも使えるショルダーバッグ、
ハイキングに最適なデイパックまで、バッグの品揃えが充実しています。（グレゴリ―、カリマー、イーストパックなど）
音楽が聴けるサングラスや心拍数が測れる時計、
プロゴルファーやメジャーリーガーが愛用のサングラスなど圧倒的な集積です。

歩くことを楽しむための知恵やヒントを集積

西宮阪急をスタート・ゴールにした日本ウオーキング協会公認の
ウオーキングコースを4コースご用意しました。
日頃からウオーキングをされている方だけでなく、
単に散歩を楽しみたいという方でも、
緑と水の自然や街並みを満喫できる楽しいコースです。
（10km×2コース、15kmコース、20kmコース）
他にも「コトコトステージ40」として
「正しい歩き方、靴の選び方講座」や
「季節を楽しむためのウオーキングコースの紹介」、
「ボディースキャンによる健康チェック」、
「クイックマッサージ体験」など
毎日来店しても飽きないメニューが満載です。
　

「イングス・ウオーク」 3階

「上質生活セレクト10」 6
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～世界にひとつの手づくりアクセサリーで個性を演出～

アートジュエリーギャラリーでは、作家が素材を厳選した、
一点一点全て手づくりのアートジュエリーを集め、おしゃれの彩りを演出します。

アートジュエリー

伝統技術を生かした漆・色絵・彫金。素材にこだわった古代トンボ玉・宝石等、
素材選びから制作まで、作家による世界に一つの手づくりアクセサリーを集積します。
作品は、東京・渋谷「ヒコ・みず」のジュエリーカレッジの在校生や、卒業生の作品を
展示販売しているショップ「コラソン・コラソン」から常時20～30名のアーティストをご紹介します。
また、2ヵ月毎に素材に強いこだわりを持った作家をクローズアップし、
作品一点一点に込められた想いやうんちくを紹介していきます。
売場では、作家の創作活動を身近に感じられる製作実演や、作家と一緒に原石を選びながら
自分のためだけにデザインをしてもらえるパーソナルオーダー会も開催します。

作家 honoka さん

【特集予定作家】
……………………………………………………………………………………………

ｈｏｎｏｋａ  川添 微（かわぞえ ほのか）
海外に出向き、自らヘルメットをかぶり、エメラルドの原石を
発掘するなどアグレッシブな創作活動を展開。

景山 公章（かげやま きみあき）
象牙素材にテンペラという古代の絵画技法による絵を描い
たクロス（十字架）作品等を制作。

ＡＤＯ ＨＩＮＯ  日野 亜土（ひの あど）
各国の希少性の高い原石や、ネパールの彫金師が作った
ビンテージものなど、こだわりの素材を使用した作品を数多く制作。

「アートジュエリーギャラリー」 2階

「上質生活セレクト10」 7
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～お気に入りのファッションアイテムを永く大切に～

流行に左右されることなく、ご自分のスタイルを確立されている方々は、
お気に入りのアイテムを永く大切に使われています。
そういった方々のニーズに応えるため、
洋服のケアメンテナンスにこだわったサロンをご用意します。

洋服の状態を徹底的にチェック

お預かりする洋服は、お客様と一緒に1点ずつ診断します。
寸法・損傷・劣化状態など100項目以上のポイントをチェックして、1点毎に
カルテを作成します。カルテに基づいて、出来上がりをチェックするので、
お客様の大切な洋服を安心してお預けいただけます。

【クリーニングの流れ】
……………………………………………………………

●100～150項目の検品チェック

●カルテの作成

●洗浄・再生処理

●ご自宅にお届け

出来上がりにご満足いただくための技術的なこだわり

ケア技術
汗の汚れを落とすには水洗いが最適ですが、単なる水洗いは繊維組織が崩れてしまいます。
その問題を克服するために開発した独自の洗浄方法によって、繊維を痛めることなく
きれいに洗い上げ、シルエットや風合いも損なわないケア技術を採用します。

【価格の一例】
……………………………………………………………

●セーター、カーディガン………2,000円

●スカート…………………………2,000円

●レザージャケット……………15,000円

メンテナンス技術
今まで、もう元には戻らないとあきらめていた汚れや傷の多くを
再生・修理することができます。通常のリフォームはもちろん、
テカリ取り、シミ汚れ落とし、毛並み揃え、色移りクリア、網目ひろい、
風合い戻しなど、24項目でお客様のご要望にお答えします。

【価格の一例】
……………………………………………………………

●テカリ取り……………………1,600円～

●シミ汚れ落とし………………2,100円～

●カシミヤコート毛並み揃え…2,100円～

右半分だけをシミ汚れ落としした様子

洋服の「ケアメンテナンスサロン」 3階

「上質生活セレクト10」 8
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～あなたがきれいになるリフレッシュ空間～

～2種類の自然光で着こなしをチェック～

3階のパウダールームでは、くつろい
でお化粧直しをしていただくための
スペースをご用意します。
肌色を沈ませる緑の光線成分を
カットすることで女性の美しさを引
き立てるこだわりの照明を採用し
ています。

サロンフィッティングルームでは、
「真昼の強い日差しの光」と「少し日の
落ちた午後のやわらかい光」の、
最も自然に近い2種類の照明をご用意し、
屋内ではわかりにくい色目の商品も
実際にお使いいただく状況に近い
状態でお見立てしていただけます。
洋服の色選びにこだわるお客様に
ご満足いただける
フィッティングルームです。

「シンデレラパウダールーム」 3階

「サロンフィッティングルーム」 3階 （レディース）   4階 （メンズ）

「上質生活セレクト10」 9

「上質生活セレクト10」 10
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