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北関東最大級の郊外大型ショッピングセンター 

「SMARK」 
開業以来初の大規模リニューアル 

4 月 24 日（金）リニューアルオープン 
―76 店舗が新規・改装開業― 

 
東京建物株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：佐久間一)と、株式

会社プライムプレイス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：乾武生）は、群馬県伊勢

崎市の大型ショッピングセンター「SMARK(スマーク)」(平成 20 年開業)において、開業以

来初の大規模リニューアルを進めております。 
本リニューアルは昨年春から始動し、本年 4 月にかけ段階的に店舗の新規導入・改装(合

計 76 店舗)及び施設環境の改修・整備を順次実施して参りました。そして、最終段階となる

4 月 24 日(金)には 7 店舗が新規オープンし、進化した SMARK としてリニューアルオープ

ンいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リニューアルのポイント 
◇76 店舗が新規・改装オープンし、総店舗数 181 店舗に 

（新規 30 店舗、改装･移転 46 店舗）  
・高感度ファッション・都市型ブランドの集積をさらに強化 
・地域最大級のキッズゾーンがさらに充実 
・核ゾーン大型店舗リニューアル、グルメやサービスもさらに充実 

◇どなたでも、安心して快適に過ごせる施設へ 
・電気自動車(EV)充電器設置、ベビー休憩室拡大、身障者駐車スペース増設など 

 

お知らせ 



 
≪4 月オープン店舗情報≫ 
＜ファッション＞ 
群馬県初出店！モードファッション展開する新ブランド 
■「KOE

コ エ

」 
 2014 年秋立ち上げのグローバル新ブランドが群馬県初出店。30 代フ

ァミリー層をターゲットにレディス・メンズ・キッズのモードファッシ

ョンを展開します。 
有力セレクトショップや都市型ブランドなど レディスアパレルのショ

ップが集積する 1F ファッションゾーンに、約 600 ㎡の広さの大型店舗

として登場いたします。 
10～20 代に人気の原宿ストリート系ブランド、群馬県内唯一の出店 
■「WEGO

ウ ィ ゴ ー

」 
 東京・原宿のストリート系ブランド。群馬県で唯一の出店となります。

10 代～20 代の学生・若者をメインターゲットとし、レディス・メンズ

の最新トレンドを提案いたします。 
 
今般のリニューアルでは、上記のような高感度ファッション・都市型ブランドを充実さ

せ、57 店舗あるファッションカテゴリ店舗のうち 13 店舗が新規・9 店舗が改装開業とな

ります。トレンドからベーシックまで様々なシーンでのスタイルをご提案いたします。 
 
＜ファッション雑貨＞ 

人気アクセサリーショップの新業態 服飾雑貨ブランド。スマークが初出店 
■「パナコレ」 
平成 20 年開業当初より当館内で営業中の人気アクセサリー雑貨店「Panash

パ ナ ッ シ ュ

」を展開

する㈱ラザフォードインターナショナルの新業態ブランドが初登場。 
人気のバッグ専門店が床面積を 2 倍に拡大してリニューアル 
■「GRANSAC’S

グ ラ ン サ ッ ク ス

 PREMIUM
プ レ ミ ア ム

」 
  人気バッグ専門店が大規模改装を実施。これまでの床面積からおよそ 2 倍に拡大、商

品をさらに充実させて「トレンド」と「こだわり」をテーマにセレクトしたブランドを

提案いたします。 
 
＜雑貨＞ 

100 円均一ショップが床面積を 2 倍に拡大リニューアル 
■「ダイソー」 
 人気の 100 円均一ショップ「ダイソー」が大規模改装を実施。これまでの床面積から

およそ 2 倍に拡大し、商品をさらに充実させ、生活雑貨から食品までより幅広い品揃え

を展開いたします。 
  



 
＜グルメ＞ 
直火焼きビーフが自慢のアメリカ発ハンバーガーショップ、伊勢崎初出店 
■「バーガーキング」 
 アメリカ発の人気ハンバーガーショップが登場。伊勢崎市内で初の出店となります。

同店がオープンする 1 階「SMARK Dining(レストラン街)」は、飲食店が 16 店立ち並

ぶゾーンとなっておりますが、今般のリニューアルで 3 店舗が新規開業・4 店舗が改装

を実施し、和食・洋食・中華・イタリアン・カフェ・回転寿司など多種多様な飲食店を

揃えております。 
“本場”宇都宮発祥の餃子と炒飯のお店、群馬県初出店 
■「黄金の華」 
 宇都宮発祥の、餃子と炒飯の店が 3F「SMARK Kitchen(フードコート)」に登場。群

馬県内で初出店となります。 
 「SMARK Kitchen」には、うどん、たこ焼き、ラーメン、ピザなどバリエーション

豊富に 12 の飲食店が集積しており、様々な料理を楽しみながら、ご家族揃ってお食事

いただけるスペースとしてご好評を頂いております。また、今般のリニューアルでは、

36 の座席を増設(計 755 席)しており、より多くのお客様に快適にご利用頂けるようにな

りました。 
 
＜サービス＞ 
フェイシャルサロンとまつげエクステサロンの複合店舗、群馬県初出店 
■「Cinq

サ ン ク

- R
アール

＆blanc
ブ ラ ン

」 
エイジングケアを得意とするフェイシャルエステサロン「Cinq-R」と群馬県初出店の

まつげエクステサロン「blanc」の複合サロンが登場。 
住宅販売の地元企業がショールームをＳＣ内初出店 
■「大ちゃんのおうち」 

太田市の住宅販売会社㈱大雄建設が伊勢崎唯一のショールームを展開。ショッピング

モール内での出店は初となります。 
 
 
 ≪「ＳＭＡＲＫ」施設概要≫ 

モール名称 ＳＭＡＲＫ(スマーク)  

所在地 群馬県伊勢崎市西小保方町 368 

ＵＲＬ http://smark-isesaki.jp/ 

構造規模 鉄骨造地上 3 階(一部 5 階) 塔屋 1 階 

延床面積 約 110,900 ㎡ 

店舗面積 約 52,800 ㎡ 

駐車台数 3,000 台 

開業 平成 20 年 11 月 

店舗数 181 店舗 

店舗構成 ユニクロ、ＧＵ、しまむら、くまざわ書店、スーパースポーツゼビオ、CINEMA&GAMES

プレビ劇場、三越、無印良品、スーパーマーケットベルク 他 

運営 株式会社 プライムプレイス (スマークオペレーションセンター 0270-30-7111) 



 
       【リニューアル 店舗一覧】 

 
  

■1F 新規13店舗　移転・改装22店舗

No. 店名 業種 開業日 群馬県初 新業態 地元企業

1 AZUL by moussy レディス・メンズ 2014年3月21日

2 おひつごはん四六時中 和食 2014年7月1日

3 ヴィラカフェ イタリアン 2014年9月5日 ○

4 PENNY RAIN レディス 2014年10月17日 ○

5 RODEO CROWNS WIDE BOWL
レディス・メンズ・キッ
ズ

2014年11月1日 ○

6 ドコモショップ 携帯電話・通信 2014年11月13日

7 off&on KITCHEN キッチン雑貨 2014年11月14日

8 OZOC レディス 2015年3月20日

9 WEGO レディス・メンズ 2015年4月24日

10 KOE
レディス・メンズ・キッ
ズ

2015年4月24日 ○

11 パナコレ ファッション雑貨 2015年4月24日 ○ ○

12 バーガーキング ハンバーガー 2015年4月24日

13 キャンモア カフェ・スイーツ 2015年5月下旬 ○

No. 店名 業種 開業日

14 テキサスファミリー ステーキ・ハンバーグ 2014年2月8日

15 三越
ファッション・雑貨・
フード

2014年3月28日

16 LUSH 自然派化粧品 2014年9月12日

17 無印良品
衣服雑貨・生活雑貨・食
品

2014年10月3日

18 織部 陶器・和雑貨 2014年10月8日 (移転)

19 石焼炒飯店 石焼チャーハン 2014年10月24日

20 鎌倉パスタ パスタ 2014年10月24日

21 トリンプ レディス 2014年10月31日

22 COMME ÇA ISM ファミリー 2014年11月7日

23
MARCHE DE ECLAT AMIS
BLOOM

アクセサリー 2014年11月8日

24 off&on KITCHEN キッチン雑貨 2014年11月14日 (移転)

25 ベルク スーパーマーケット 2014年12月19日

26 グレース 美容室 2014年12月19日

27 おめで鯛焼き本舗 鯛焼き 2015年2月6日

28 神戸元町ドリア チーズフォンデュドリア 2015年2月7日

29 ORBENE レディス 2015年2月27日

30 口福堂 和菓子 2015年3月1日

31 ARROW レディス 2015年3月5日

32 味噌汁や 和食 2015年3月19日

33 PLST レディス・メンズ 2015年3月28日 (増床)

34 GRANSAC’S PREMIUM バッグ＆小物 2015年4月24日 (増床)

35 その他1店舗

移転・改装

新規

※「地元企業」：群馬県内に本社を置く企業 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■3F 新規13店舗　移転・改装13店舗

No. 店名 業種 開業日 群馬県初 新業態 地元企業

51 GU ファミリー 2014年3月21日

52 マザウェイズ ベビー・キッズ 2014年4月25日

53 イレブンカット 美容室 2014年4月26日 ○

54 ALGY ジュニア・キッズ 2014年5月3日

55 Kidzooona 室内遊園施設 2014年7月11日 ○

56 パスゴ 石焼専門店 2014年8月6日 ○ ○ ○

57 センプレピッツァ ナポリピッツァ 2014年9月26日

58 HYPER SHOP スマホアクセサリー 2014年10月25日 ○

59 ブランシェス キッズ 2014年11月14日

60
ハンプティーダンプ
ティーチビ

キッズ・ベビー 2014年11月21日 ○ ○ ○

61 黄金の華 餃子 2015年4月24日 ○

62 大ちゃんのおうち サービス 2015年4月25日 ○

63 その他1店舗

No. 店名 業種 開業日

64 スタジオアリス 子供写真館 2014年3月21日

65 mo'a &JADES レディス 2014年10月4日

66 Museum24 時計 2014年11月14日

67 原宿シャイン バラエティー雑貨 2015年1月31日

68 ゲンキキッズプラス 子ども靴 2015年2月13日

69
サーティーワンアイスク
リーム

アイスクリーム 2015年2月21日

70 BILLY THE KID キッズ 2015年2月19日

71 チチカカ ファッション雑貨 2015年2月28日

72 パティズ バラエティー雑貨 2015年3月1日 (移転)

73 PASSPORT インテリア雑貨 2015年3月1日 (移転)

74 HUSHUSH ファミリー 2015年3月13日

75 ザ・ダイソー 生活雑貨 2015年4月24日 (増床)

76 その他1店舗

移転・改装

新規

■2F 新規4店舗　移転・改装11店舗

No. 店名 業種 開業日 群馬県初 新業態 地元企業

36 H.I.S 旅行 2014年11月10日

37 FUN レディス 2015年3月20日 ○

38 CALM レディス 2015年4月10日

39 CinQ-R＆blanc エステティック 2015年4月6日 ○

No. 店名 業種 開業日

40 love hair ヘアーサロン 2014年11月13日

41
アジアングレイス

ベルエポック
リラクセーションサロン 2015年1月15日

42 パレットプラザ フォトプリント＆グッズ 2015年1月30日

43 THE SHOP TK レディス・メンズ 2015年2月20日

44 ABC-MART MEGA STAGE シューズ 2015年3月5日 (増床)

45 CLEF DE SOL レディス 2015年3月20日

46 METHOD レディス・メンズ 2015年3月20日

47 ミルフローラ 宝飾 2015年3月21日

48 くまざわ書店 書籍・文具 2015年3月21日

49

50

移転・改装

新規

その他2店舗


