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２０１７年１０月１０日 

報道関係者各位 

株 式 会 社 Ｏ Ｐ Ａ 

イオンリテール株式会社 

 

“北関東エリア最大級のファッションビル誕生” 

高崎駅前に新たなランドマーク 「高崎オーパ」 
１０月１３日（金）ＡＭ１０：００ グランドオープン 

 

 株式会社ＯＰＡ（以下、ＯＰＡ）は２０１７年１０月１３日（金）、群馬県高崎市に新たな

都市型ファッションビル｢高崎オーパ｣をグランドオープンします。 

高崎オーパは、上越・北陸（長野）新幹線や在来線が複数交差するターミナル駅である高崎

駅西口に直結する施設です。高崎駅及びその周辺は、バスターミナル及び幹線道路網に優れた

北関東の交通要衝であり、２０１７年４月にオープンした「高崎アリーナ」をはじめ、文化芸

術センター・コンベンション施設等の整備も計画されており、今後も目覚しい発展が期待され

ます。このような有望な立地において、有力セレクトショップや群馬県初出店となる話題のシ

ョップとこだわりのメニューを取り揃えたレストランやカフェなど約１６０ショップが集積

する北関東エリア最大級のファッションビルを展開します。 

核店舗として「イオンスタイル高崎駅前」を展開します。“フードコミュニケーション”や

“ヘルス＆ウエルネス”をキーワードに、お客さまの賢い暮らし・洗練された暮らしを応援  

する商品やライフスタイルを発信するお店です。 

高崎オーパは新生ＯＰＡの旗艦店として、県内外から訪れる多くの方々に愛され、「高崎市

の新たなランドマーク」となるような施設をめざしてまいります。 

【｢高崎オーパ｣店舗コンセプト】 

～ ＳＥＮＳＥ+ＰＬＵＳ ～ 

自分の感性で自由にライフスタイルを選ぶ、楽しむ、遊ぶ。 

自分にあった個性的なモノコト。ハレの日はちょっとイイコトできる五感に訴えるＳＣ。 

地元に密着しつつ、個性的、最新のライフスタイルを感じられるモノ・コトを提供するこ

とにより、「地元で素敵に暮らす喜び」を感じる商業施設を目指します。 

 

 高崎駅前新ランドマーク 

当施設は、高崎市の都市整備計画の一翼を担う

シンボリックな存在として、また、高崎駅前の新

たなランドマークとして高崎市の皆さまはもとよ

り、高崎駅を訪れる皆さまに心地よく過ごしてい

ただける空間づくりを目指してまいります。 
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【高崎オーパ 概要】 

・ 施 設 名 称 ： 高崎オーパ 

・ 所 在 地 ： 群馬県高崎市八島町４６―１ 

・ 電   話 ： 高崎オーパ ０２７－３２１－８１１１ 

         イオンスタイル高崎駅前 ０２７－３１０－２１００ 

・ ＨＰアドレス ： http://www.opa-club.com/takasaki/ 

・ 責 任 者 ： 高崎オーパ 館長 山岡
やまおか

 浩
ひろし

 

    イオンスタイル高崎駅前 店長 下田
し も だ

 かおり 

・ 出店店舗数 ： 核店舗  イオンスタイル高崎駅前 

         ショップ数  約１６０ 

・ 敷 地 面 積 ： 約  ７,４００㎡ 

・ 延 床 面 積 ： 約 ４３,０００㎡ 

・ 総賃貸面積 ： 約 ２６,０００㎡ 

・ 建 物 構 造 ： 地上８Ｆ 

・ 駐車場台数 ： 周辺提携駐車場 約７，０００台 

・ 駐 輪 台 数 ： ２００台 

・ 開 店 日 ： ２０１７年１０月１３日（金） ＡＭ１０：００グランドオープン 

・ 営 業 時 間 ： イオンスタイル高崎駅前   ７：００～２３：００ 

        物販ショップ       １０：００～２１：００ 

        飲食ショップ       １１：００～２３：００ 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

・ 休 業 日 ： 年中無休 

・ 従 業 員 数 ： 施設全体 約１,３７０名（イオンスタイル高崎駅前 約１５０名） 

・ 基 本 商 圏 ： 自動車３０分圏  商圏人口約９７万人 

・ フロア構成 ：  

        

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※資料内の画像はすべてイメージです。 

※資料内の情報は１０月１０日時点のもので、変更になる場合があります。 

 

８Ｆ インテリジェンスラウンジ＆レストラン 

７Ｆ エンターテイメント＆フード 

６Ｆ アーバンライフスタイル 

５Ｆ エッジファッション＆スポーツ 

４Ｆ リアルトレンドカジュアル 

３Ｆ セレクト＆ギフト 

２Ｆ セレクト＆インターナショナル 

１Ｆ フードスタイル 
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【フロア構成】 
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【高崎オーパ ショップの特徴】 

群馬県初出店８１ショップ、高崎初出店１４ショップを含む約１６０のショップ 

 

  １．Ｆａｓｈｉｏｎ＆Ｇｏｏｄｓ 

～北関東最大級のセレクトショップとこだわり雑貨を集積～ 

 

＜① ファッション＞ 

 ２Ｆから５Ｆの４フロアで、人気のセレクトショップと最新トレンドファッション＆グッズ

を提案します。 

 

●２Ｆ：スナイデル  

"ストリート×フォーマル”をコンセプトに、 

”大人の遊び心”を表現。 

細部にまでこだわったディテール、 

華奢に見せるこだわりのシルエットなど、 

女心をくすぐるスウィートなアイテムで、 

常に新時代を意識したストリートファッションを提案。 

 

●２Ｆ：ミラオーウェン 

ＴＯＫＹＯから世界に発信する「ＮＥＸＴ ＢＡＳＩＣ」 

トレンドやコレクションに全てを委ねない都会の 

高感度女性が選ぶ洗練された私服。 

本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る 

洗練された次世代のベーシックブランド。 

 

●２Ｆ：デスペラード マス 

２０００年「ファッション」と「アート」の融合、「物」 

と「者」との融合をテーマにオープンしたＤＥＳＰＥＲＡ 

ＤＯ。ＤＥＳＰＥＲＡＤＯでは、バイヤー泉英一氏が世界 

中を飛びまわり選び抜いた国内外の若手デザイナーやアー 

ティストの洋服や雑貨を扱います。買っていただいたその 

時より、時間を経るほどに喜びが増してくるようなモノを 

チョイスしています。 

 

●４Ｆ：センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ 

「ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＦＡＳＨＩＯＮ」 

グローバルトレンドを、ファッション感度が高く好奇心 

旺盛なすべての男女に向け、より早くよりリーズナブルに 

展開。クリアでシンプルな空気を意識したコーディネートを、 

小物を含めトータルで提案いたします。 
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●５Ｆ：メンズビギ 

メンズビギは価値観を求める大人に向けた「ＰＲＥＭＩＵＭ」 

(上質)なアーバンスタイルを提案。ブリティッシュを 

ルーツに、着心地が良いパフォーマンス性とミニマルな 

デザイン性を融合し、洗練されたスタイルを構築します。 

 

 

●５Ｆ：ロンドンコーリング 

根強いファンの多い「ドクターマーチン」や「ジョージ 

コックス」、「ＦＲＥＤＰＥＲＲＹ」等世界中で愛される 

イギリスブランドを中心に、国内のドメスティックブラン 

ド「ＲＯＹＡＬ ＰＵＳＳＹ」や「ＳＡＶＯＹＣＬＯＴＨ 

ＩＮＧ」、「ＧＯＯＤＲＯＣＫＩＮ」等ロンドンのポップカル 

チャーをコンセプトにスキンズ、パンクス、モッズそして 

ネオロカビリー、ロンドンの不良たちが愛したスタイルに 

こだわるショップです。 
 

＜② 生活雑貨・コスメティック＞ 

 群馬初、高崎初の上質なライフスタイルを新たに提案するギフト、生活雑貨、コスメティッ 

クのショップを展開します。２Ｆには３００年の歴史を持つ老舗の「中川政七商店」、世界 

中のナチュラル＆オーガニックコスメを中心にトータルケアで提案する「コスメキッチンマ 

ーケット」などを展開します。 
 

●２Ｆ：ハット クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー 

日本のクラフト、プロダクトを独自の視点でセレクト、 

編集したライフスタイルショップ「クラスカ  

ギャラリー＆ショップ ドー」のオリジナル商品を 

中心に展開する新業態。 

 

●２Ｆ：中川政七商店 

暮らしの道具 ３００年の歴史を持つ老舗ならではの 

温故知新の思いを根底に、品質やこだわりを大切にし、 

家・生活に根ざした機能的で美しい「暮らしの道具」 

の数々を取り揃えております。 道具として単に実用的 

というだけでなく、使っていて気持ちが良いこと、使い 

続けることで愛着あるものに育つということも大切に 

しています。 
 

●２Ｆ：コスメキッチンマーケット 

世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを 

中心に、アロマやハーブティー、雑貨や洗剤などナチュ 

ラルアイテムをラインナップ。オーガニックライフの魅力 

をカウンセリングを通したトータルケアでご提案いたしま 

す。 
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●２Ｆ：マークスアンドウェブ 

マークスアンドウェブは２０００年に東京で生まれた 

ブランド。植物の恵みを活かしたフェイス・ボディ・ 

ヘアケアをメインに、オーガニックコットンタオルや 

天然木のグッズなどの生活雑貨も展開。年齢や性別に 

かかわらず、自分らしく暮らしを楽しみたい方へ向けて、 

デイリープロダクトを提案しています。各種のギフトと 

してもおすすめです。 

 

●６Ｆ：ウニコルーム         

ライフスタイルショップｕｎｉｃｏから生まれたファブ 

リックストア。「ｌｏｏｍ（ルーム）＝織り機」という名 

前の通り、素朴な魅力を感じるラグ、カーテン、ベッド 

リネン、布小物を中心にリーズナブルな価格で取り揃え、 

家具や雑貨も幅広くラインアップ。エスニックな気分を取 

り入れた、日々の暮らしに馴染む道具たちをご紹介します。   

     

＜③ カスタマイズ ― Ｃｕｓｔｏｍｉｚｅ ｍｙ ｌｉｆｅ ―＞ 

“私たちの生活をもっと自由に。”選ぶことの楽しさ、フィットすることの快適さをご提案

するこだわりのショップを展開します。      

   

●６Ｆ：カキモリ         

「たのしく、書く人」カキモリでは、店内の工房で、 

表紙や中紙、リングの色や留め具を選んでノートを 

仕立てることができます。ひとつひとつ違った書き 

心地を試せる万年筆、気持ちに響く紙、作り手の思い 

があふれる文具もきっと見つかると思います。とって 

おきの一冊や一本に出会えるようカキモリがお手伝い 

いたします。   
       

●６Ｆ：ザ・ウォーキングカンパニー       

全米で２４０店舗を展開する世界最大の快適シューズ 

セレクト店が群馬県に初出店。無料の足型＆歩行計測で、 

あなたの足の特徴に合わせて最適な中敷きを専門スタッ 

フがご用意します。世界中のブランドからセレクトした、 

あなたのライフスタイルにぴったりのオシャレで快適な 

一足を見つけてください。       

      

●３Ｆ：ブルックリンチャームアパートメント     

ニューヨーク・ブルックリンにあるアクセサリーブランド。 

たくさんのパーツから好きなものを選び、【イージーカスタ 

マイズ】でオリジナルアクセサリーを作ることが出来ます。  
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２．ＦＯＯＤ＆ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 

～エリア最大級の飲食ショップを集積～ 

 

＜① カフェ・レストラン＞ 

７Ｆ、８Ｆを中心に群馬県初登場の人気カフェ・レストランを多数展開します。 
 

●２Ｆ：リンツ ショコラ カフェ  

Ｌｉｎｄｔ（リンツ）は、１８４５年スイスで創業。現在 

では世界１２０ヶ国以上で愛されているプレミアムチョコ 

レートブランドです。リンツ ショコラ カフェはリンツの 

チョコレートの世界が五感で体験できる至福の場所。メー 

トル・ショコラティエが腕を振るう様々なチョコレートや 

ショコラスイーツの数々が皆さまをお待ちしています。 

 

●７Ｆ：１００時間カレーエクスプレス 

 日本一カレー店が多い東京の神田、神保町で開催される 

日本最大級のカレーグランプリを初のＶ２、過去最大の 

大差で優勝し、４００店舗の頂点に立った本格カレー専 

門店。厳選した牛肉に、大量の香味野菜、果物、２０種 

以上の独自スパイスを使い、１００時間以上かけて作り 

上げる濃厚なカレーにリピーター続出中！ 
 

 

●８Ｆ：羽根つき焼小籠包 鼎's  

台湾で屈指の人気を誇る「京鼎樓」の新コンセプトブランド。 

名物の「羽根つき焼小龍包」に加え、「美食・ヘルシー」な 

料理を豊富にラインナップ。従来の中華料理店のイメージを 

払拭し女性一人でもご利用いただきやすい内装となっています。 
 

●８Ｆ：金沢回転寿司 輝らり 

  回転寿司の激戦区で知られる金沢から、グルメ系の回転 

寿司店が高崎初上陸！日本海の新鮮な魚介が毎日直送で 

届きます。一本買いのまぐろを味わいつくす「まぐろづくし」 

もおすすめです。店内には、打ちたての蕎麦や白海老の天ぷら、 

海鮮丼などの定食メニューをゆっくりお楽しみいただける 

ソファー席も。 
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＜② フードホール ― ＦＯＯＤ ＨＡＬＬ ―＞ 

７Ｆ中央部 にはランチ＆ディナー、バータイムなど多目的にご活用いただける客席を設け

ています。植物やタイルで演出したこだわりの空間で、シンキチ醸造所や開運たかさき食堂 

本店をはじめ、７Ｆのフードやドリンクをお楽しみいただけます。   

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

フードホールとは・・・ フロア中央部にある食堂。周囲を取り巻くレストランなどで注文した 

メニューを喫食することができるスペース。 

                        

フードホール出店ショップ      

 「串バル 和み」「開運たかさき食堂 本店」「レモネード（サブリナ内ショップ）」

 「サーティーワンアイスクリーム」「シンキチ醸造所」「フードボート」など 

      

 

＜③ エンターテイメント＞ 

 群馬県初登場となる「ナムコあそびパークＰＬＵＳ」を展開します。 

 

●６Ｆ：ナムコあそびパークＰＬＵＳ 

「あそびパークＰＬＵＳ」はナムコが全国に展開するインドア 

プレイグラウンドです。広々とした明るい空間に最新テク 

ノロジー体験からアナログ遊びまで、お子さまの想像力や 

創造性を引き出す遊びのコンテンツが詰まっています。 

安心・安全で清潔感のある店内は、０歳～１２歳までの年 

齢に応じたゾーニングで分けており、専任のスタッフが親子 

遊びのサポートをします。 

 

         

３．地域との取り組み ― ＭＡＫＥ ＩＴ ＴＯＧＥＴＨＥＲ ― 

 

 

＜オーパは“地方中核都市駅前活性化”を推進＞ 

イオングループの都市シフト担うべく各行政と協力しながら地方中核都市の活性化展開を今

後も推進してまいります。 

 

高崎オーパでは、高崎の”じまん”の一品を一堂に集めた「高崎じまん」や地元に愛されてい

る専門店や飲食店などに数多くご出店いただくことで、共に駅前の活性化に貢献してまいりま

す。  
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●１Ｆ：高崎じまん 

高崎観光協会による高崎産品の販売（食品・雑貨） 

高崎がおすすめする”じまん"の一品を一堂に集めました。 

地元で人気のスイーツや各種名産品、お土産の他加工品など、 

高崎の特色のある商品を取り揃えています。   

一例）朝焼きのどら焼き「朝どら」毎日ふっくら焼き立てを 

ご賞味ください！「丁子堂 房右衛門」 

 

●７Ｆ：開運たかさき食堂 本店 

食べれば開運間違いなし！高崎名物焼きまんじゅう、もつ煮、 

パスタなど高崎のグルメを揃えました。高崎を味わいたいな 

ら、ぜひ開運たかさき食堂へ！ 

一例）高崎の老舗イタリアン「シャンゴ」の看板メニュー  

シャンゴ風パスタ  

 

●２Ｆ：プラリネ ロゼ       

高崎市菅谷に本店のある「プラリネ」のベーカリーカフェの 

新業態。ハード系、クロワッサン、デニッシュをメインに 

した都会的なパンを焼きたてで提供するベーカリーカフェ。 

カフェではフードメニューもあり、スイーツ類、ドリンク 

メニューも充実。        

         

●３Ｆ：オサジ         

高崎市に本社がある日本製オーガニックコスメショップ。 

東京に次ぐ２ショップ目を高崎オーパに出店 。         

生活に彩りを添え、生涯使い続けられることをテーマにした、 

国産オーガニック スキンケア・ヘアケアとライフスタイル 

雑貨のお店。生活シーンに合わせたアイテムや香りをご提案 

します。            

 

●３Ｆ：ラジオ高崎メディアスタジオ  

ラジオ高崎では、今までにないメディア発信改革を行うこと 

で、新たなまちづくりの一翼を担いたいと考えております。 

新たなまちづくりの中心を担うのは、やはり地域の皆様です。 

皆様がより多くの情報を得られるためには、それを生かせる 

環境整備が重要であると考え、新スタジオから高崎のメディア 

改革を行ってまいります。 
 

●７Ｆ：シンキチ醸造所         

通町で始めたマイクロブルワリー。極日常的、 

伝統的和食に合う食中酒としての麦酒を作っています。 

日本料理の料理人が作る玄米ランチもおすすめ。 

「店主の著書『麹で作る甘酒のレシピ(池田書店)』」 
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４．ＳＵＰＰＯＲＴ ＥＮＪＯＹＬＩＦＥ 

～「学ぶ」「食す」「憩う」「遊ぶ」日々の生活を楽しむために～ 

 

＜「７８（ナヤ）」＞ 

地元の農家が農閑期に副業としてダルマ作りを行ってきた“納屋”をモチーフに「学ぶ」「食

す」「集う」「憩う」「遊ぶ」など日々の生活をより楽しむためのサポートショップを集積し

ています。群馬初出店となる、楽器・スタジオの「ウインズ・ユー」や料理教室の「エービ

ーシークッキングスタジオ」、併設されたカフェでコーヒーを飲みながら選書できる「未来

屋書店」など８ショップを展開します。 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

●７Ｆ：ウインズ・ユー 

楽器修理店から小さく始まったウインズ・ユーは、 

つくば研究学園都市、復興の街・吹奏楽の街いわきなど、 

北関東や南東北に幅広いネットワークを持つ楽器専門店に 

進化してきました。新しくオープンする高崎オーパ店は、 

“あなたの街の楽器屋さん”をめざして、皆さまのお役に 

立てますよう、ますます努力してまいります。 
 
      

●８Ｆ：未来屋書店/ミライヤブックマークラウンジカフェ   

未来屋書店は「本」とともにある充実した時間と空間を 

ご提供いたします。店内には時間課金型フリードリンクの 

新しいスタイルのブックカフェ「ミライヤブックマーク 

ラウンジカフェ」を併設。落ち着いたくつろぎの空間で 

カフェタイムを楽しんだり、読書やお仕事などにも 

ご利用下さい。 
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【核店舗「イオンスタイル高崎駅前」の特徴】 

 

 １階に出店する「イオンスタイル高崎駅前」は、『Ｓｍａｒｔ Ｌｉｆｅ Ｓｔｏｒｅ』を   

コンセプトとするスーパーマーケットです。 

 “フードコミュニケーション”や“ヘルス＆ウエルネス”をキーワードに、高崎駅の近隣

にお住まいの方、周辺で働く方、通勤・通学で駅をご利用される方など、多様なお客さまの  

“Ｓｍａｒｔ Ｌｉｆｅ（賢い暮らし・洗練された暮らし）”を応援する商品やライフスタイル

を発信し、毎日をもっと便利で快適にする“情報発信基地”を目指します。 

 

※「イオンスタイル」は、様々なライフスタイルに応じて専門性の高い商品とサービスをご提供  

するイオンの新しい取り組みで、群馬県では初出店となります。 

 

 
『Smart Life Store』 

“フードコミュニケーション”や“ヘルス＆ウエルネス”をキーワードに 

毎日を便利で快適にするお店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆毎日の“食”をもっと楽しく、快適に。 

 新鮮な地場野菜や地域で人気の商品など、群馬にこだわった商品を多く品揃えします。  

また、お持ち帰りにもその場でお召し上がりにも最適な美味しいお総菜をバラエティ  

豊かに取り揃え、お客さまの様々なニーズに合わせて、毎日の食卓を彩る商品をご提供  

します。 

 

◆安全安心の商品で、お客さまの“ヘルス＆ウエルネス”を応援。 

オーガニック食品など、体へのすこやかさと自然環境へのやさしさに配慮した     

「トップバリュグリーンアイ」の商品や、環境に配慮したＭＳＣ・ＡＳＣ認証の水産物、

特定原材料を使用していない商品など、安全安心にこだわった良質な食材をご提案します。  

“心も身体も健康でありたい”との想いをカタチにする“ヘルス＆ウエルネス”商品を  

取り揃えます。 

 

◆“食”を通して会話が弾む、コミュニケーションの機会をご提供。 

 こだわりのお総菜・ステーキ＆ハンバーグショップでのお食事や、手作りパン・挽き立て  

コーヒーでのご休憩など、イートインコーナーは様々なシーンでご利用いただけます。  

また、ソムリエとの会話を楽しみながら、お酒やお料理をお召し上がりいただける 

「バル」を展開します。“集う・食べる・そして賑わう”、食を通したコミュニケーションの

輪が広がります。 

 

 

《店舗コンセプト》 

※図は全てイメージです。 
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毎日の“食”をもっと楽しく、快適に。                         

新鮮な地場野菜や、地域で人気の食材、お持ち帰りにもお召し上がりにも最適な美味しい  

お総菜を豊富に取り揃え、毎日の食卓を彩る商品をご提供します。 

 

▼群馬にこだわり、地域に愛される商品を品揃え 

  高崎市の生産者さまを中心に群馬県内各農協のご協力のもと、 

四季折々の新鮮な地場野菜・果物を取り揃える「まごころ農家」

コーナーを展開します。「国分にんじん（フードアルチザン認定 

商品※）」「高山きゅうり」といった地域の伝統野菜も旬の時期に 

期間限定でご提供します。 

また、群馬の銘柄豚で、きめ細かくあっさりした風味が特徴の 

「上州麦豚」や、群馬で古くから好まれている鮭の「西京漬」や

「塩麹漬」、国産大豆にこだわって熟練した職人が作る    

「たまむらとうふ」など、地域に愛される商品を取り揃えます。 
 

 ※イオンは全国各地で郷土の味を守り続ける生産者の皆さまと手を    

たずさえて、日本の優れた食文化を継承する活動を進めています。 

 

▼群馬の味・素材にこだわったお総菜 

  群馬の“味噌文化”にちなみ、嬬恋村産キャベツを使用した  

「ホルモン味噌焼きうどん」や、たっぷり野菜と何度でも食べ  

たくなる味付けにこだわった「もつ煮」など、群馬で愛されて  

いるメニューをご提供します。 

 

▼食卓を彩るバラエティ豊かな洋風デリ 

  外はカリッと香ばしく、中はジューシーに焼き上げた「グリル

チキン」をご提供します。また、「ＤＥＣＯ ＤＥＬＩ（デコデリ）」

は、タルト生地のキッシュベースの上に具材を彩り良く    

トッピングした、見た目にも華やかな新感覚のおかずです。「海老

とアボカド」や「合鴨と彩り野菜のバジルソース」など、種類   

豊富に取り揃えます。 

 

▼手作り・焼き立てパン「Ｂｒｅａｄ Ｆａｃｔｏｒｙ（ブレッドファクトリー）」 

  毎日手作りの焼き立てパンをご提供する「Ｂｒｅａｄ Ｆａｃｔｏｒｙ

（ブレッドファクトリー）」では、「味噌だんべぇ」「達磨パン」などの

地域色あふれるパンや、具材たっぷりのこだわりサンドイッチなどを

豊富に取り揃えます。 

挽き立てのイオンドリップコーヒー（税込１００円）とご一緒に、

隣接するイートインコーナーでお楽しみいただけます。 
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安全安心の商品で、お客さまの“ヘルス＆ウエルネス”を応援。                      

安全安心にこだわった良質な食材をご提案します。“心も身体も健康でありたい”との想いを  

カタチにする“ヘルス＆ウエルネス”商品を取り揃えます。 

 

▼体へのすこやかさと自然環境へのやさしさに配慮した「トップバリュ グリーンアイ」 

  有機の原材料で生産された「グリーンアイオーガニック」の商品や、養殖・飼育で薬剤を

原則使用せずに育てた「グリーンアイナチュラル」のお魚・お肉、お客さまが購入の際に  

気にされる添加物や原材料１０９種類の使用に配慮した「グリーンアイフリーフロム※」の

商品を品揃えします。 

  たとえば「グリーンアイフリーフロム」“パン・ド・ミ” は、

通常食パンに使用されることの多いイーストフードやマーガリン

を使わずに、油脂としてオリーブオイルを使用しました。    

小麦粉本来のシンプルな味わいが楽しめます。 

※“フリーフロム（ｆｒｅｅ ｆｒｏｍ）”は日本語で「ない、存在しない」

の意味。 

 

▼自然環境へのやさしさにこだわった水産物 

  お魚コーナーでは、次世代へ豊かな食文化をつなぐために水産資源

の持続性や環境に配慮したＭＳＣ認証・ＡＳＣ認証※を取得した   

水産物を取り扱います。子どもたちへの魚食文化の継承と、日々の 

お買い物を通して取り組める“エコ”をご提案します。 

 ※ＭＳＣ認証：持続可能な漁法で獲られた水産物 ＡＳＣ認証：環境や生態系に配慮して養殖された水産物 

 

▼家族みんなで安心して食べられる“やさしごはん” 

  家族の中に食物アレルギーの方がいらっしゃるお客さまへ、  

“家族みんなで食べられる料理を簡単に作り、団らんの時間を   

増やしてほしい”との想いから開発した、特定原材料７品目（卵、乳、    

小麦、落花生、そば、えび、かに）を使用しない「トップバリュ     

やさしごはん」シリーズを取り揃えます。 

お子さまから大人まで満足感のある味わいのホワイトソースや 

パスタ、ミックス粉など、ご家庭でのアレンジが広がります。 

 

▼話題のカジュアルコスメから敏感肌スキンケアまで取り揃える化粧品 

  「エテュセ」や「リンメル」など人気のカジュアルコスメを豊富に品揃えします。また、

生活環境の変化や多忙な毎日の中で肌が敏感になりやすい方へ、「アルージェ」や「ビオ  

デルマ」などの敏感肌スキンケア、「メデル」や「ママバター」といったナチュラル素材の    

スキンケアなど、気軽にご購入いただけるアイテムを取り揃え、忙しい毎日の中でも   

美しくありたい女性を応援します。 
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“食”を通して会話が弾む、コミュニケーションの機会をご提供。             

お食事やご休憩など様々なシーンで、“集う・食べる・そして賑わう”、食を通した      

コミュニケーションの輪が広がります。 

 

▼“美味しい・わくわく”「ＭＥＡＴ ＨＵＮＴＥＲ（ミートハンター）」、「築地銀だこ」 

「ＭＥＡＴ ＨＵＮＴＥＲ（ミートハンター）」では、お客さまの  

目の前で焼いたステーキやハンバーグなどのグリルメニューを

リーズナブルにご提供します。ランチやディナーに最適な   

ボリュームたっぷりのセットメニューに加え、サイドメニューや

お酒もご用意し、お仕事帰りの「ちょい飲み」にもお応えします。 

群馬県桐生市創業のたこ焼きチェーン「築地銀だこ」では、  

皮はパリッと、中はトロッと、たこはプリッと焼き上げた熱々の

たこ焼をご提供します。活気と親しみに満ちた雰囲気の中、熟練

の職人が一つひとつ心を込めて焼き上げます。 

 

▼ティータイムやお買い物の合間のひと休みにぴったりの、ケーキや焼き立てクレープ 

  地元で人気の洋菓子店「パティスリーシャンティー」が   

出店し、フルーツたっぷりのケーキや焼き菓子をお楽しみいただ

けます。「Ｄｉｐｐｅｒ Ｄａｎ（ディッパーダン）」では、薄く  

軽い食感で冷めても美味しい生地にこだわり、アイス・ホイップ

クリームをトッピングしたデザートクレープから、お食事として

も召し上がっていただけるホットクレープまで、バラエティ  

豊かに約５０種類を取り揃えます。 

 

▼約８０席のイートインコーナー 

  店内のお総菜や「ＭＥＡＴ ＨＵＮＴＥＲ」の   

ステーキなどをお召し上がりいただくことも、   

焼き立てパンやクレープでお買い物の合間にご休憩

いただくこともできます。食を通した様々なシーン

で、コミュニケーションの輪が広がります。 

 

▼“発見・体験・共感”がある「イオンリカー」と「Ｔ－ＳＴＹＬＥ ＢＡＲ」 

  リカー専門店「イオンリカー」では、イオンのワイン専門輸入商社「コルドンヴェール」

直輸入ワインを中心に約５００種類のワインを取り揃えます。日本酒コーナーでは、群馬の

酒蔵から「大盃（牧野酒造/高崎市）」や「谷川岳（永井酒造/川場村）」など、地元のお酒    

約８０種類をはじめ、全国の清酒約２００種類を取り揃えます。 

リカーショップに併設するカジュアルな「バル」では、    

ソムリエおすすめの約１０種類のグラスワイン（税込３２４円 

から）や、高崎の大麦を使用した「嬬恋高原ブルワリー」の   

地ビール、そしてお酒に合うお料理をお召し上がりいただき  

ながら、ソムリエとの会話もお楽しみいただけます。 

バルでは、お酒のプロが提案する商品を実際に味わい“体験”

いただけます。気に入ったワインはイオンリカーでご購入いただ

けるので、ご家族・ご友人と一緒に楽しんだり、大切な方にプレ

ゼントしたりと、“共感”の輪が広がります。 
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【高崎オーパ 施設の特徴】 

 
【インフォメーション】 

◆２階のニュートラルで白を基調としたイメージを取り込んだデザインとしており、デザイン

のアクセントに壁面植栽やペンダント照明で空間を演出しています。 

インフォメーションでは、“館内お呼び出し、落し物・忘れ物案内、迷子の保護、駐車券サ

ービス、車椅子・ベビーカー貸出しサービス”などお客さまの利便性を考慮した機能として

います。 
 
【トイレ環境】 

◆２階から４階は「ＮＥＵＴＲＡＬ ＣＯＭＦＯＲＴ」をコンセプトとし、落ち着き感のある

心地よい空間を演出、５階６階は「ＦＥＥＬＩＮＧ ＣＯＭＦＯＲＴ」をコンセプトとし、質

感を楽しむ心地よい空間を演出、７階８階は「ＰＲＥＭＩＵＭ ＲＥＳＯＲＴ」をコンセプト

とし非日常を楽しむ心地よい空間を演出し、フロア環境イメージに沿ったコンセプトと演出を

しています。 

トイレ前のエントランススペースには、グリーンスペースやレストスペースを設置します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆パウダースペース 

 １階と３階～８階トイレに併設しています。４階～６階のトイレには、広めのパウダースペ

ースを併設しています。 
 
◆みんなのトイレ 

 トイレ内部に音声によるレイアウト案内やオストメイト用便器を備えたみんなのトイレを

２箇所設置します。 
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【館内の設備】 

◆デジタルサイネージ 

館内に３１台のデジタルサイネージを設置し、内４台にタッチ式パネルを採用し飲食専門店

等の情報を始め、トイレ等、お探しの場所の位置や情報がご覧いただけます。 
 

◆ハートビルインターフォン 

介助が必要なお客さまのために、２階北側入口にインターフォンを設置します。また、イン

フォメーションでは、貸し出し用車イスをご用意し、介助が必要なお客さまを館内にスムー

ズにご案内いたします。 
 

◆ベビールーム 

調乳器と授乳スペースを設けたベビールーム（赤ちゃん休憩室）を４階と８階に、オムツ替

えシート台を設けたベビールームを４階～８階各フロアに設置しています。それぞれのベビ

ールームにはオムツ専用ボックス、空気清浄機を設置しより清潔で心地よい空間づくりを目

指しています。 
 

◆ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

 館内に２台のＡＥＤを設置します。従業員に対しては、ＡＥＤの使用方法についての講習会

を実施し、従業員の誰もが緊急時にサポートできる体制づくりを目指します。 

 

【安全・安心への取り組み】 

◆防煙垂壁 

防煙垂壁は、従来のガラス製ではなく透明不燃シートを採用しています。更に天井内の 

重量配管やダクト、ケーブルラック等の脱落防止対策を行うほか、耐震型スプリンクラーヘ

ッドを採用するなど、大規模地震等における脱落、破損による２次災害を抑制しています。 
 

◆災害時の断水対策 

 災害時の緊急対応を想定し、耐震性を有した受水槽は断水・停電状態であっても、受水槽内

の飲料水を利用できるように緊急用給水取り出し口を設置しています。 

 

【環境保全の取り組み】 

◆ＬＥＤ器具の採用 

 館内共用部、外部サインでは、１００％ＬＥＤ化を実現しております。また、各専門店も大

部分がＬＥＤを採用しております。また、発熱量が少ないため、冷房負荷の低減にも貢献し

ています。 
 

◆空調における省エネルギーと機能維持の新たな取り組み  

 空調熱源は高効率の電気式熱源を採用し、従来の熱源（ガス冷温水発生器等）に比べＣＯ２

排出量を削減します。 

また、モジュール制御（複数台の熱源が連携し高い効率を発揮する）により、館内滞留人員

にあわせた柔軟な運転を行い、省エネルギーを実現すると共に、１台故障時でも機能を維持

することが可能です。 
 

◆節水型衛生器具の採用 

水資源節約のために節水型便器を設置しました。更に、利用者が必要以上に洗浄水を流すこ

とがないように、従来の洗浄装置ではなく、手動洗浄としています。 
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【館内植栽演出の強化】 

2～7階の植栽演出は、GREEN FINGERS 代表、プラントアーティスト川本諭氏を起用。 

 

川本 諭  GREEN FINGERS 代表 ／ プラントアーティスト 

グリーンがもつ本来の自然美と経年変化を魅せる、独自のスタイリングを提唱するプラントアーティストと 

して活動。 自身がディレクションする植物を中心としたライフスタイルショップを、東京、NYなどに 7店舗

展開し、インスタレーションや空間スタイリング、商品デザインなど、植物のみにとどまらず、幅広い 

ジャンルのディレクターとしての活動も行う。 

2015年には、ラフォーレミュージアムにおいて、植物をテーマにしたものとして最大規模の個展「HERE AND 

THERE」を開催。近年では、UNITED ARROWS、GAP、WOOLRICH などをクライアントとした空間演出を手掛け、 

グリーンと人との関わり方をより豊かに、身近に感じてもらえる新しいフィールドを開拓している。 

 

 

【オーパビジョン】 

約２６０インチの店頭大型ＬＥＤビジョンを２Ｆメイン入口ファサード壁面に設置。 

広告、イベント情報発信の他、高崎市広報、観光情報など地ラジオ高崎ライブ放送など多彩

な情報を発信します。 
 

◆基本仕様 

制御方式：ＳＭＤ（３in１） 

画面サイズ：Ｗ:５，７６０×Ｈ:３，２００mm 

画素ピッチ：１０mm ピッチ  

画面輝度：最大５，０００cd/㎡ 

 

 

 

【施設壁面ＬＥＤ】 

東面、南面外壁には内部にＬＥＤ照明を装備し、 

季節や、イベントによって照明の色やデザインを 

変化させ、季節感を伝えます。また、２Ｆフロアは 

高崎駅とデッキで接続され、デッキ前にイベント 

スペースが誕生。市民行事など、人々が集う駅前の 

情報発信地として今後役割を担ってまいります。 
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【高崎オーパ 店舗リスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県初：８１店舗　高崎市初：１４店舗　新業態：１３店舗
※店名・業態および本資料については、１０月１０日現在のため変更となる場合がございます。

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

スーパーマーケット 1F イオンスタイル高崎駅前

たこ焼き 1F 築地銀だこ

高崎マルシェ 1F 高崎じまん ○ 〇

カフェ 1F スターバックス コーヒー

ATM 1F 群馬銀行ATM

ATM 1F 高崎信用金庫ATM

ATM 1F しののめ信用金庫ATM

ATM 1F イオン銀行ATM

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

レディス 2F スナイデル ○

レディス 2F ジェラートピケ ○

雑貨・コスメ 2F コスメキッチンマーケット ○

レディス 2F ロペ

レディス・メンズ・インテリア 2F フリークス ストア

レディス・メンズ・キッズ 2F トミー ヒルフィガー

レディス 2F ミラオーウェン ○

メンズ・レディス 2F ピアラウンジ バイ アーク ○

レディス・メンズ 2F デスペラード マス ○

レディス・メンズ 2F イッコヤ ラボ

レディス・メンズ・キッズ 2F アウトサイド・ザ・ボックス ○ ○

メンズ 2F オーナーズガーメント

生活雑貨 2F 中川政七商店 ○

生活雑貨 2F ハット クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー ○ ○

服飾雑貨 2F ソット

コスメ 2F マークスアンドウェブ ○

カフェ 2F リンツ　ショコラ　カフェ ○

ベーカリー・カフェ 2F プラリネ ロゼ ○

お茶 2F ルピシア

グリーン・雑貨 2F プラント アンド クラフト

レディス・メンズ 2F チューズライフ バイ キャサリンハムネット 〇

コスメ 2F サボン(リミテッドストア)

レディス・メンズ・カフェ 2F
ネストローブ／ネストローブ コンフェクト

※エヌアール カフェ
〇

１Ｆ

２Ｆ
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【高崎オーパ 店舗リスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

レディス 3F チェスト オブ ドロワー ○

レディス 3F マイプレジール

レディス 3F マイルピア

レディス 3F アングリッド ○

服飾雑貨 3F ヌーヴェルヴァーグプラス 〇

アクセサリー 3F ブルックリン チャーム アパートメント ○

インナー 3F プレジャー バイ プレジャージーン ○

アクセサリー 3F ストーンマーケット

服飾雑貨 3F エスパリエ 〇

バッグ 3F エフィーズクローゼット 〇

コスメ 3F オサジ ○

コスメ 3F オルビス・ザ・ショップ

フレグランス 3F ジューシィ ジュエル ○

ジュエリー 3F フェスタリア ボヤージュ ○

カフェ 3F カフェコムサ

スイーツ 3F スイートバーム

雑貨 3F アロハストリート

サテライトスタジオ 3F ラジオ高崎 メディアスタジオ

脱毛・まつ毛エクステ 3F パリス・デ・スキン／パリス・デ・アイ ○

レディス・メンズ 3F マーノ・ガーメントコンプレックス ○

レディス 3F オフオン ○

レディス 3F エリフェ ○

レディス 3F デュラス

レディス 3F フィンベル

レディス 3F ハミルトンエッセンス ○

レディス 3F トーナル ○

レディス 3F マルシェ・ド・クリアインプレッション ○

スマートフォングッズ 3F ハイパースタイル

生活雑貨 3F オソト ホーム

３Ｆ
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【高崎オーパ 店舗リスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

レディス・メンズ 4F センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ ○

レディス・メンズ 4F ヴァンスシェアスタイル ○

レディス 4F ジーナシス ○

レディス・メンズ 4F ウィゴー

着物 4F きもの工房まつや ○

レディス 4F テチチ ○

レディス・メンズ 4F アズール バイ マウジー

レディス 4F ビス ○

レディス 4F ロペピクニック　 ○

レディス 4F パラビオン ○

レディス 4F グリーンパークス サラ

レディス 4F ダズリン

レディス 4F モンリュクス ○ ○

靴下 4F 靴下屋

インナー 4F エメフィール

アクセサリー 4F エヴァンジル

雑貨 4F メリー デイズ ストア ○ ○

雑貨 4F ムーチョ ○

シューズ 4F フェミニンカフェ ○

生活雑貨 4F プラザ ○

帽子 4F 金古屋

ジュエリー 4F ザ・キッス カップルズ

レディス 4F アルシーヴ ○

カフェ 4F グラム　※12月オープン予定

ネイル 4F ネイルサロン エイチアンドエス

雑貨 4F ジャックポット

４Ｆ
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【高崎オーパ 店舗リスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

レディス・メンズ 5F イッカラウンジ

メンズ 5F ジャックローズ ○

メンズ 5F メンズビギ

メンズ 5F コムサコミューン ○

メンズ 5F ペイントイットネイビー ○

メンズ 5F ラトルトラップ ○

レディス・メンズ 5F ウエストコーストフィッターズ ○

メンズ 5F ブルートルネード ○

レディス・メンズ 5F アウトドアプロダクツ ○

服飾雑貨 5F メルポ ○

スポーツ用品 5F スポーツオーソリティ ○

シューズ 5F アルカヤ靴店

アイウェア 5F メガネのイタガキ　匠 ○ ○

服飾雑貨 5F メルティングポット ○

レディス・メンズ 5F ロンドンコーリング ○

服飾雑貨 5F サックスバー ○

時計 5F エイチエフエイジ

メンズ・レディス 5F スクエアフィールド ○

レディス・メンズ 5F リアライズ ○

メンズ・レディス 5F トランジション ○

バッグ・メンズ 5F チャーリー ブレイバー ○

メンズ 5F テットオム

メンズ 5F リポ・トレンタ・アンニ 〇

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

レディス・メンズ・キッズ 6F アーノルドパーマー タイムレス ○

レディス 6F イーストボーイ

振袖 6F ジョイフル恵利 ○

レディス・メンズ 6F パーフェクトスーツファクトリー

キッズ 6F マーキーズ ○

ベビー・キッズ 6F ダッドウェイ ○

スイムウェア 6F ピークアンドパイン ○

ビーズ・アクセサリー 6F パーツクラブ ○

服飾雑貨 6F スタイルレザークラフト ○

雑貨 6F サンキューマート ○

シューズ 6F ザ・ウォーキングカンパニー ○

アイウェア 6F メガネのイタガキ マイストーリー 〇 ○

シューズ 6F アスビー

時計 6F タイムステーションネオ ○

文具 6F カキモリ ○

和雑貨 6F 織部 ○

インテリア 6F ウニコルーム ○

生活雑貨 6F ベターリビング ○

インテリア 6F ヨギボー ストア

サービス 6F アイフォン修理工房 ○

キッズ 6F にんじゃがキッズ

アミューズメント 6F ナムコあそびパークPLUS ○

キャラクター雑貨 6F ナムコ キャラポップストア

ザ・ローリングストーンズ

オフィシャルTシャツコンセプトストア
メンズ・レディス 5F

５Ｆ

６Ｆ
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【高崎オーパ 店舗リスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

100円ショップ 7F キャンドゥ

CD・DVD 7F タワーレコード

アイスクリーム 7F サーティワンアイスクリーム

スイーツ 7F フード ボート ○

和食 7F おひつごはん 四六時中

クラフトビール 7F シンキチ醸造所

高崎グルメ 7F 開運たかさき食堂 本店 〇 〇

ラーメン 7F なかじゅう亭

串焼き 7F 串バル 和み ○ ○

ハワイアン 7F ククイ テラス ○ ○

カレー 7F バングラデシュ　インディアン　カレー　バタチキ ○

カレー 7F 100時間カレーエクスプレス ○

パスタ・カフェ 7F サブリナ パスタ＆クラムチャウダー 〇 〇

楽器・スタジオ 7F ウインズ・ユー ○

サービス 7F スーモカウンター

携帯ショップ 7F ワイモバイル

携帯ショップ 7F ソフトバンク

携帯ショップ 7F UQスポット ○

サービス 7F アカギグループ 運転めんきょの窓口

料理教室 7F ABCクッキングスタジオ

カフェ 7F スタジオ カフェ メイクオーバー

サービス 7F イオンカードカウンター

業種 フロア 店名 群馬初 高崎初 新業態

書籍・カフェ 8F 未来屋書店※ミライヤブックマークラウンジカフェ 〇

ステーキ 8F デンバープレミアム ○

餃子 8F 大連餃子基地ダリアン ○

台湾点心料理 8F 羽根つき焼小籠包　鼎’s ○

和食 8F 和ごはんとカフェ チャワン ○

回転寿司・和食 8F 金沢回転寿司 輝らり 〇

コンタクトレンズ 8F 中央コンタクト ○

クリニック 8F 増淵眼科医院

７Ｆ

８Ｆ
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【広域マップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【周辺マップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス   

公共交通機関ご利用の場合・・・ＪＲ高崎駅西口２Ｆデッキより直結 

   お車でのご来店の場合  ・・・周辺提携駐車場をご利用ください。 

 

 

 



23 

 

 


