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２０１８年１０月１８日 

報道関係各位 
株 式 会 社 Ｏ Ｐ Ａ 

八王子から新たなウェルネスライフをご提案 

「八王子オーパ」 

１１月２９日（木）ＡＭ１０：００ グランドオープン！ 

株式会社ＯＰＡ（以下、当社）は、２０１８年１１月２９日（木）、東京都八王子市に「八王子オーパ」

（以下、当施設）をグランドオープンします。 

当施設は、ＪＲ八王子駅から南口へ向かう自由通路（デッキ）と直結されている、日本貨物鉄道株式

会社と住友不動産株式会社が共同開発した商業と分譲住宅からなる複合施設内に出店いたします。商業

棟の１階から６階で展開し、西側には２０４戸の高層マンション「シティタワー八王子フレシア」が併

設されています。 

当施設は、“Ｕｒｂａｎ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ”をコンセプトに、八王子市初出店となる２８ショップを

含めた約４０ショップを展開。ご自宅と通勤・通学される場所との間をつなぐサードプレイスとして、

慌ただしい毎日に、自分なりに過ごす贅沢な時間と憩いの空間をご提供するなど、八王子市で暮らす全

ての人へ心地よいウェルネスライフをご提案します。 

●１・２階 あたらしい発見や驚きのある、ココロと身体に美味しい新感覚のフードエリア

１階は、鮮魚の「鮪翔万」や精肉の「コーシンファーム」、青果・果物の「Ｍｏｎａ Ｐｏｒｔ」、

デリカ・グロサリーの「Ｒ-ＧＥＮＫＩ ＧＲＯＣＥＲＹ」など鮮度や素材にこだわったいずれも八

王子市初出店となる食品専門店を集積します。

  ２階は、オールスクラッチの本格派ベーカリーの「パンプロ」、チョコレート専門店の「コンパー

テス」、レモネードの「レモネードバイレモニカ」などの食物販店と、和雑貨の「となりに。日本百

貨店」などの八王子市初出店の個性豊かなショップを集積し、毎日を健康に過ごす為に欠かせない

「おいしさ」「楽しさ」をご提供します。

●３・４階 ウェルネスとアクティブをテーマに、日常を心地よくするためのショップを展開

  ３階は、「ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ」が八王子市に初出店。充実した大人の知的ライ

フスタイルをご提案するとともに「憩いの場」をご提供します。

４階は、都市に住みながら自然が楽しめる八王子エリアに欠かせない、カジュアルファッション

やシューズ、帽子の人気ショップを集積します。 

●５・６階 ビューティサロンやフィットネススタジオなど、ちょっと贅沢な時間をご提供

  ５階は、地元で人気の「アポロビューティーリゾート」や、八王子市初出店のマツゲエクステの

「アンジェリック」などビューティ＆ナチュラルケアを体感できるサービスを展開します。 

  ６階は、八王子市初出店となる「オレンジセオリーフィットネス」など暮らしのサポートショッ

プを展開します。 
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【八王子オーパ概要】 

 

１．名 称： 八王子オーパ 
 
２．所 在 地： 東京都八王子市旭町１番１２号 
 
３．電 話： ０４２－６８６－２１００ 
 
４. ＨＰアドレス： http://www.opa-club.com/hachioji/ 
 
５．責 任 者： 八王子オーパ 館長 住川 譲  
 
６．延 床 面 積 ： 約１０,１００㎡（地上１階～６階） 
 
７. 総賃貸面積 ： 約  ６,２００㎡ 
 
８. 駐 車 場： 契約駐車場 １,３００台 
 
９. 開 店 日： ２０１８年１１月２９日（木） 
 
10. 営 業 時 間 ： １０：００～２１：００ ※一部ショップ除く 
 
11. ショップ数 ： 約４０ショップ（八王子市初出店２８ショップ、地元企業２ショップ含む） 
 
12. 休 業 日： 年中無休 
 
13. 基 本 商 圏 ： 自動車２０分商圏 商圏人口約５８万人 

 

※写真はイメージです（以下同様） 

※店名、業種内容ほか資料内の情報は１０月１８日時点のもので、変更になる場合がございます。 

 
【お問い合せ先 】 
 株式会社ＯＰＡ 経営企画部   ＴＥＬ：０４３－２１３－３２１５       
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【八王子オーパ フロア構成】 

5Ｆ 

WELLNESS BEAUTY 

1Ｆ 

LIVE MARKET 

2Ｆ  

FOOD BOUTIQUE 

3Ｆ 

WELLNESS TIME 

4Ｆ 

URBAN STYLE 

6Ｆ 

WELLNESS LIFE 

カジュアルファッション 

ビューティ＆ナチュラルケア 

飲食・食物販＆雑貨 

生鮮＆デリカ・グロサリー 

暮らしのサポートショップ 

八王子市駅南口

と 

デッキで直結 
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【八王子オーパ ショップ展開】 

 

 

 

 

◆１階：ＬＩＶＥ ＭＡＲＫＥＴ 

 鮮度や素材にこだわった食品専門店を集積したフードマーケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鮪翔万（八王子市初出店）】 

 天然の本鮪・南鮪を中心に、大人気の目鉢鮪のＡグ 

レード など厳選した、品ぞろえでお客さまにご提供 

します。特に鮪の生産、輸入、卸売販売を行っている 

株式会社新基の初の直営小売店として、卸売市場を通 

さないセリ前の極上の鮪を展開します。 

 

 

 

【Ｍｏｎａ Ｐｏｒｔ（八王子市初出店）】 

 魅せる青果店モナポルトは、青果のプロが選び抜いた 

新鮮でおいしい野菜と果物の専門店です。 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｒ-ＧＥＮＫＩ ＧＲＯＣＥＲＹ（八王子市初出店）】 

 「お客さまの食卓に笑顔を。」をモットーに、 

 こだわった食材をご提供します。 

 ご家庭での食卓をより楽しく、より美味しく！ 

 特別な時間をお過ごしいただくための品ぞろえを 

 展開しております。 

 

～１階・２階「Ｗｅｌｌｎｅｓｓ Ｍａｒｃｈｅ」～ 

あたらしい発見や驚きのある、ココロと身体に美味しい新感覚のフードエリア 
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◆２階：ＦＯＯＤ ＢOＵＴＩＱＵＥ 

 健幸（＝健康でＨａｐｐｙ）な毎日を過ごす為に欠かせない「おいしさ」と「憩いの場」を提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンパーテス（八王子市初出店）】 

 ハリウッドセレブ御用達として人気のアメリカ・ 

 ロサンゼルスのショコラティエ。 

 カラフルなドライフルーツチョコ「ラブフルーツ」や 

 濃厚な味わいの「ブラウニーサンド」など、日常のスイ 

 ーツや大切な方へのギフトなどに好適な美味しいチョコ 

 レート商品を多数展開します。 

 

 

 

【金沢回転寿し輝らり（東京都初出店）】 

「全てを本物にこだわる。それが金沢回転寿司。」 

日本海に面する北陸には世界的に見ても優れた漁場

が沢山あります。その全ての海産物が集まる中心地が

金沢。カウンターのお寿司屋さんで供されるような新

鮮な職人の握りを、気軽に楽しめるのが金沢回転寿司

の醍醐味。 

のどぐろ、バイ貝、ガス海老、白海老、寒ブリ等、 

ここでしか味わえないこだわりのお寿司を輝らりでお楽しみいただけます。 

 

 

【青山フラワーマーケット（八王子市初出店）】 

「Ｌｉｖｉｎｇ Ｗｉｔｈ Ｆｌｏｗｅｒｓ  

 Ｅｖｅｒｙ Ｄａｙ」をコンセプトに花や緑に囲まれ 

た心ゆたかなライフスタイルをご提案。パリのマルシェ 

をイメージした店内には、産地にこだわったお花を取り 

そろえています。ご自宅に気軽にお花を飾っていただき 

たいという思いから、生活シーンに合わせて作られた 

 「ライフスタイルブーケ」は、人気の定番商品。 
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【ＡＥＯＮ
イ オ ン

 ＳＴＹＬＥ
ス タ イ ル

 Ｄｉｇｉｔａｌ
デ ジ タ ル

Ｌａｂ
ラ ボ

】 

●店内設置の画面から商品の注文完了！ レジのない“デジタルのイオンスタイル”を展開。 

ＡＥＯＮ ＳＴＹＬＥ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌａｂ

は、駅直結の利便性と情報への関心が高い学生や

ニューファミリーが多い地域である八王子市に展

開する、イオンリテール初のデジタルをコンセプ

トとした「イオンスタイル」です。 

例えば、ギフトや季節の品々などが店内のサイ

ネージから注文ができ、一部商品では決済まで行

えるサービスも展開します。また、取扱商品の試

食会や体験会などを実施するほか、イオングルー

プの商品・サービスの情報発信も実施します。 

リアルで実感しご納得いただいたうえでご購入い

ただける、ネットとリアルの良さを併せ持つサー

ビスを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆３階：ＷＥＬＬＮＥＳＳ ＴＩＭＥ 

 慌ただしい毎日に、自分なりに過ごす贅沢な時間、充実した大人のライフスタイルを創造 

 

 

 

【ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ（八王子市初出店）】 

『ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ』は、本を購入する場所から選ぶ場所へ、新たな読書スタイ

ルを提供する「ＢＯＯＫ ＆ ＣＡＦＥ」書店として、慌ただしい生活の合い間に、お客さまが寛げる

時間と空間をご提供します。 

また、八王子駅直結の利便性にもすぐれた立地により、話題の本や文具・雑貨を豊富な品揃えで展開

することで、毎日でも行きたくなるような場所を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～３階・４階 「Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｐｌａｙｆｉｅｌｄ」～ 

ウェルネスとアクティブをテーマに、日常を心地よくするためのショップを展開 
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◆４階：ＵＲＢＡＮ STYLE 

 都市に住みながら自然を楽しめる八王子エリアならではのカジュアルファッション、シューズ、帽

子、アクセサリーが揃うフロア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シルバーマーク（八王子市初出店）】 

 ＳＩＬＶＥＲＭＡＲＫブランド（アウトドア）を 

 軸に、リンクするカルチャーのその他ブランド、 

 ギアをセレクト。 

 サーフ、スケート、アドベンチャー等、シーンに 

 沿ったアイテムを揃え、実際に体験、体感のできる 

 イベント等、楽しめる空間をパッケージにして 

 展開します。 

 

 

【Ｊ！ＮＳ】 

 メガネを通して豊かな人生を。 

 メガネを変えたら気分が変わった、そんな経験 

 ありませんか？ 

 Ｊ！ＮＳは、あなたの「見つめる」を豊かな 

 ものに変えていきたいと願うアイウエアブラン 

 ドです。 
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◆５階：ＷＥＬＬＮＥＳＳ ＢＥＡＵＴＹ 

 「ちょっとおしゃれな日常」を求める人たちに暮らしに上質感やリラックス感を与える、大人の感

性を刺激する内面からの自分磨き。ビューティ＆ナチュラルケアを体感できるケアサービスを展開し

ます。 

 

【アポロビューティーリゾート】 

 

アポロビューティリゾートが目指す美容室、 

（1）お客さまとスタッフが共に生み出す「感動価値」 

（2）お客さまとスタッフが共に輝く「時間価値」を、共

感、共創して参ります。 

店内の窓の向こうには、誰も見たことのない異世界の美

しい世界が広がり（世界初の１８ＫＶＲ空間）現実と異な

る時間が流れる空間の中で、別次元の美容体験ができま

す。更に、お客さまの理想の美を実現する為に、コミュニ

ケーションを重視した充実のカウンセリングスペースや、独立したヘッドスパルーム等、創業５０年を

誇るアポログループの「技術」×「人」×最先端の「テクノロジー」との融合によって生まれる、これ

からの時代の「未来の美」を創造する空間です。 

 

 

【ｉｄｏＬ ｂｙ やまと（八王子市初出店）】 

 レンタル振袖・袴専門店アイドルは、「記念日を通して、 

 喜びと感動をご提供します。」をコンセプトに、 

 お客さまの商品選びから成人式・卒業式当日のお支度まで、 

 一生一度の記念日をサポートします。 

 店内には常時３００枚以上の振袖、袴を展示。 

 すべてハンガーに掛けていますので、お客さま自ら 

 手にとってご覧いただけます。 

 

 

～５階・６階「Ｓｌｏｗ Ｌｉｆｅ Ｔｅｒｒａｃｅ」～ 

ビューティサロンやフィットネススタジオなど ちょっと贅沢なウェルネス時間をご提供 
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【アンジェリック（八王子市初出店）】 

 関東・関西圏に展開中の実力派まつ毛エクステ専門店 

「アンジェリック」２０代から８０代まで幅広い人気の 

秘密は、種類の豊富さとその技術力。一人ひとりにあっ 

たデザインをセレクトする熟練アイリストのカウンセ 

リング力も好評でお客さま一人ひとりにぴったりな 

デザインに導きます。ナチュラルからゴージャスなデザ 

インまで、最高級の技術と材料を使ったエクステをご提供します。 

 

 

 

 

６階：ＷＥＬＬＮＥＳＳ ＬＩＦＥ 

 素敵なトキの過ごし方。フィットネススタジオと暮らしのサポートショップを集積。 

 
【オレンジセオリーフィットネス（八王子市初出店）】 

オレンジセオリーは、世界２１ヵ国に１０００店を 

展開する、今話題のフィットネススタジオ。人気の 

秘密は、効果の高い独自の６０分のトレーニング。 

参加者の心拍数をモニターしながら、有酸素運動、 

筋力強化、俊敏性を高める運動を交互に繰り返すこ 

とで、運動後も最長３６時間、脂肪燃焼が続く 

「アフターバーン効果」が得られます。認定コーチが 

指導する少人数のセミパーソナルトレーニングなので 

初心者も安心で、引き締まった健康的な体が実現でき 

ます。 
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【八王子オーパ 店舗一覧】 
八王子市初出店：２８ショップ、地元企業：２ショップ   

フロア 店舗名 業種 八王子市初 地元企業 

１Ｆ 鮪翔万 鮮魚 〇  

１Ｆ コーシンファーム 精肉 〇  

１Ｆ Ｍｏｎａ Ｐｏｒｔ 青果・果物 〇  

１Ｆ Ｒ-ＧＥＮＫＩ ＧＲＯＣＥＲＹ デリカ・グロサリー 〇  

１Ｆ うめ八 梅干専門店  〇 

２Ｆ パンプロ ベーカリー 〇  

２Ｆ レモネードバイレモニカ レモレード 〇  

２Ｆ カルディコーヒーファーム グロサリー   

２Ｆ コンパーテス チョコレート 〇  

２Ｆ クリスピー・クリーム・ドーナツ ドーナツ   

２Ｆ 青山フラワーマーケット 生花 〇  

２Ｆ 金沢回転寿し輝らり  寿司 〇※１  

２Ｆ となりに。日本百貨店 和雑貨 〇  

２Ｆ キャスキッドソン 生活雑貨   

２Ｆ ウエルシア ドラッグ   

２Ｆ ＡＥＯＮ ＳＴＹＬＥ ＤｉｇｉｔａｌＬａｂ 情報ステーション 〇  

２Ｆ イオン銀行 ＡＴＭ   

３Ｆ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 書籍・雑貨・カフェ 〇  

４Ｆ シルバーマーク アウトドアアパレル・雑貨 〇  

４Ｆ コカ レディス 〇  

４Ｆ アーノット インテリア雑貨 〇  

４Ｆ アンロゼ 服飾雑貨・アクセサリー 〇  

４Ｆ イチヨンプラス 服飾雑貨（帽子・他） 〇  

４Ｆ メディストア 服飾雑貨（アクセサリー・他） 〇  

４Ｆ Ｊ！ＮＳ メガネ   

４Ｆ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ シューズ   

５Ｆ アポロビューティーリゾート 美容室  〇 

５Ｆ アンジェリック マツゲエクステ 〇  

５Ｆ ｉｄｏＬ ｂｙ やまと レンタル着物・フォトスタジオ 〇  

５Ｆ ルピス アクセサリー 〇  

５Ｆ ハピンズ 生活雑貨 〇  

５Ｆ キンジ アパレル 〇  

５Ｆ サンキューマート バラエテー雑貨 〇  

６Ｆ オレンジセオリーフィットネス フィットネス 〇  

６Ｆ ナムコ アミューズ 〇  

６Ｆ キャンドゥ １００円均一    

６Ｆ スーモカウンター 不動産 〇  

６Ｆ 保険相談サロンＦ.Ｌ.Ｐ 保険 〇  

 
※１ 東京都内初出店 


