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2015. 11. 13（金）10：00 

 株式会社ジェイアール東日本都市開発が運営するショッピングセンター「シャポー

船橋」（ＪＲ総武線 船橋駅直結）は、2015年11月13日（金）に第Ⅰ期リニューアル

オープン（千葉側１階及びＢ１階）します。2004年以来の大規模なリニューアルと  

なりますので、新生シャポーにぜひご期待ください。 

NEW ２９ SHOP、RENEWAL ９ SHOP 

シャポー船橋 第Ⅰ期リニューアルオープン！ 

〈１階 エントランスイメージ〉 〈１階 吹き抜けイメージ〉 

 船橋駅南口にショッピングセンターとビジネスホテルを併設した10階建ての複合ビルが2017年度末に 

開業を予定しております。その先駆けの開発として、シャポー船橋は第Ⅰ期リニューアルオープンします。 

（１）リニューアルコンセプト 

「いつもをかえる、いつもがかわる」。今までのシャポーから“変わる”ことをキーワードに、毎日

使っていただく方々に毎日の変化、楽しみや感度の変化を感じる空間になります。 

（２）ターゲット・利用シーン 

 20代後半から40代前半の女性を中心に、雑貨とカフェを充実させるとともにファッション感度を高め、

毎日立ち寄っても楽しい場所に変わります。 

（３）お客さまサービス 

 新たに「①コンセプトを設けた魅力のあるお客さまトイレの展開」、「②無料Wi-Fiサービスの展開」、 

「③情報発信スペースの展開」、「④インフォメーションカウンターの設置」、「⑤ポイントカードの 

  導入（2016年2月より）」を始めます。 

１．開発計画概要 



（１）施 設 名   シャポー船橋 
（２）所 在 地   ＪＲ総武線 船橋駅直結 〒273-0005 千葉県船橋市本町7-1-1  
（３）開 業 日   1974年11月 
（４）売場面積  15,022㎡（内リニューアル7,590㎡）  
（５）店 舗 数   74店舗（内リニューアル区画38店舗） 
（６）営業時間  コアタイム 10：00～21：00 
   ※一部店舗の営業時間は異なります。 

（１）会 社 名  株式会社ジェイアール東日本都市開発 
（２）代 表 者  代表取締役社長 出口 秀已 
（３）設立年月 1989年（平成元年）4月20日 
（４）所 在 地  東京都渋谷区代々木2－2－2 ＪＲ東日本本社ビル13階 
（５）会 社ＨＰ http://www.jrtk.jp/ 

２．施設概要 

駅ビル建設 
予定地 

←東京方面 千葉方面→ 

３．運営会社概要 

＜取材のお問い合わせ先＞ 
      株式会社ジェイアール東日本都市開発 ショッピングセンター事業本部 
     営業部 販売促進課：ＴＥＬ(03）5334-1055 、ＦＡＸ(03)5334-1052 
  住友（sumitomo@jrtk.co.jp）、堀江（y-horie@jrtk.co.jp） 
     マーケティング開発部 開発課：TEL（03）5334-1056、ＦＡＸ(03)5334-1052 
  丸山（t-maruyama@jrtk.co.jp、山田（shintaro-yamada@jrtk.co.jp） 

リニューアルゾーン 



No. ロゴ 
ショップ名 

（フリガナ） 
業種 ブランド紹介 

1 
Fruit GATHERING 

（フルーツギャザリング） 
コスメ 

インポートブランドを中心としたビューティセレクトショップです。「あれこ
れ見て、いろんなブランドを揃えたい」「異なるブランドから目的のアイテム
を選びたい」「贈り物をしたい」欲しいものは十人十色。お客さまのそんな願
いを叶える為に Fruit GATHERINGは誕生しました。 

2 
Samantha Thavasa Petit Choice 
(サマンサタバサプチチョイス） 

ファッション
雑貨 

サマンサタバサの財布やパスケース、ポーチなどの小物ブランド。 
「バッグの中も可愛くコーディネート」をテーマに、ファッション性に富んだ
商品をラインナップ。 
内側に鏡やフォトケースが付属されたものなど、デザインだけでなく機能性も
大切にしています。 

3 
Samantha & chouette gallery 

（サマンサ＆シュエットギャラリー） 
ファッション

雑貨 

サマンサタバサがプロデュースするファストファッションブランド。 
サマンサタバサらしいデザインやトレンドを取り入れながら、 
より気軽にファッションを楽しめる、魅力的な価格帯でバッグや財布、雑貨 
などの小物まで取り揃えてます。 
幅広い世代の方がそのライフスタイルに合わせてオシャレを楽しんでいただけ
るブランドです。 

4 
COLLAGE GALLARDAGALANTE 

（コラージュガリャルダガランデ） 
レディス 
ウエア 

コラージュすることで、大人のライフスタイルを楽しむ、 
 知的で遊び心がわかるすべての女性に向けたセレクトショップです。 
そんな自分らしさを優しく表現できるようなオリジナルアイテムを展開します。

5 
CAPRICIEUX LE'MAGE 

 （カプリシュ レマージュ） 
レディス 
ウエア 

CAPRICIEUX＝きままな LE’MAGE＝魔法使い 
クオリティの高いデイリーウェアを基本に、ベーシックアイテムとシーズンア
イテムをミックスした、 女性らしく遊び心のあるコーディネートを提案。 
「心地良い 素材 着ごこち」の洗練されたアイテムを提案します。 

6 
ear PAPILLONNER 
（イアパピヨネ） 

ファッション
雑貨 

『日常【ベーシック】の大切さと非日常【トレンド】の面白さを改めて実感す
る』をコンセプトにエスニック、エキゾチック、オリエンタルをベースにトレ
ンドをミックスしたバッグやアクセサリーなどのファッション雑貨を、オリジ
ナルデザインとセレクトアイテムで取り揃えています。 

7 
shiro 

（シロ） 
コスメ 

ブランド「LAUREL」の始まりとなった月桂樹（＝ローレル）のオイルをはじ
め、ブランド「sozai LAUREL」は、函館の「がごめ昆布」、小林酒造（北海
道夕張郡）の「酒かす」、高知の「しょうが」など"国産の素材のみ"にこだ
わっています。 

8 
船橋珈琲焙煎所 

（フナバシコーヒーバイセンジョ） 
カフェ 

店内焙煎にこだわる挽きたて珈琲の専門店。挽きたて豆を使った珈琲は、一杯
ごとのハンドドリップで丁寧にお淹れします。豆を炒っている香ばしい香りに
つつまれながら、リラックスした時間をお過ごしください。また、千葉県産の
新鮮な玉子を贅沢に使った厚焼き玉子サンドイッチやフレンチトーストもおす
すめです。 

９ 
La Maison ensoleillé table 

（ラ・メゾン アンソレイユターブル） 
カフェ 

「太陽の陽射しがいっぱいのあたたかな食卓を持つ家」というコンセプトの店
名には、友人の家を訪れるようにいつでも気軽に立ち寄っていただきたいとい
う思いが込められています。お店で仕上げる季節ごとに変わるタルトや、オー
ブン料理などのプロヴァンス風料理、オリジナルブレンドのハーブティー、日
替わりのランチなど充実したメニューと最高のサービスで大切なひとときを心
からおもてなしします。 

10 
Y’S mart 

(ワイズマート） 
スーパー 

「お客様の身近な冷蔵庫代わりでありたい」という企業理念のもと、コンパク
トな店内に生鮮食品、お惣菜、加工食品を幅広く品揃えし、地域のお客様の食
卓を安心・お値打ちにサポートするスーパーマーケットです。 

自主改装 

移転 

新規出店 

既存継続 

（１）注目ショップ 

４．ショップ概要 



自主改装 

移転 

新規出店 

既存継続 

（２）ショップ一覧 

No. フロア テナント名 フリガナ 会社名 業種 
船橋 

エリア初 
NEW RENEWAL 

1 

１F 

COLLAGE GALLARDAGALANTE コラージュガリャルダガランテ ㈱パル レディスウエア ● 

2 CAPRICIEUX LE'MAGE カプリシュレマージュ ㈱パル レディスウエア ● ● 

3 Doux archives ドゥアルシーヴ ㈱ピーアンドエム レディスウエア ● 

4 one after another NICE CLAUP 
ワンアフターアナザーナイス 
クラップ 

㈱ナイスクラップ レディスウエア ● 

5 Techichi テチチ ㈱キャン レディスウエア ● 

6 Fabulous Angela ファビュラス アンジェラ ㈱ジャパンイマジネーション レディスウエア ● ● 

7 leVERT ル・ベール ㈱阪急スタイルレーベルズ レディスウエア ● 

8 RANDA ランダ ㈱ジェイ・ビー レディスシューズ ● 

9 蔦美 ツタミ ㈱松栄 ランジェリー ● 

10 Samantha Thavasa Petit Choice サマンサタバサ プチチョイス ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド ファッション雑貨 ● 

11 Samantha & chouette gallery 
サマンサ&シュエット 
ギャラリー 

㈱サマンサタバサジャパンリミテッド ファッション雑貨 ● ● 

12 ear PAPILLONNER イアパピヨネ ㈱パル ファッション雑貨 ● ● 

13 Cocoonist コクーニスト 
㈱サザビーリーグアイシーエル 
   カンパニー 

ファッション雑貨 ● ● 

14 canmeet キャミート ㈱阪急商業開発 ファッション雑貨 ● ● 

15 Heartdance ハートダンス ㈱玉屋 アクセサリー ● 

16 Samansa Mos2 home’s サマンサモスモス ホームズ ㈱キャン 
レディスウエア・

生活雑貨 
● ● 

17 Fruit GATHERING フルーツギャザリング エフ・ジー・ジェイ㈱ コスメ ● ● 

18 shiro シロ ㈱ローレル コスメ ● ● 

19 shop in ショップイン ㈱東京ドーム コスメ ● 

20 オルビス・ザ・ショップ オルビス・ザ・ショップ オルビス㈱ コスメ ● 

21 Bleu Bleuet ブルーブルーエ ブルーブルーエジャパン㈱ 生活雑貨 ● 

22 La Maison ensoleillé table 
ラ・メゾン アンソレイユ 
ターブル 

㈱ピー・エス・コープ カフェ ● 

23 スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー スターバックスコーヒージャパン㈱ カフェ ● 

24 atelier haruka アトリエハルカ ㈱アトリエはるか ヘアメイク ● 

25 チャンスセンター チャンスセンター ㈱クロノス 宝くじ ● 

26 

B1F 

earth music&ecology premium 
store 

アースミュージックアンド 
エコロジープレミアムストア 

㈱クロスカンパニー レディスウエア ● 

27 a.g.plus エージープラス ㈱ジャパンイマジネーション レディスウエア ● 

28 Honeys ハニーズ ㈱ハニーズ レディスウエア ● 

29 ABC MART エービーシーマート ㈱エービーシー・マート 
レディス・ 

メンズシューズ 
● 

30 LUTECE リュテス ㈱エル バッグ ● 

31 Zoff ゾフ ㈱ゾフ メガネ ● 

32 tutuanna チュチュアンナ ㈱チュチュアンナ 靴下 ● 

33 Chacott チャコット チャコット㈱ 服飾雑貨 ● 

34 B-Three ビースリー ㈱バリュープランニング 服飾雑貨 ● 

35 ３COINS OOOPS! スリーコインズウープス ㈱パル 生活雑貨 ● ● 

36 MUJI com ムジコム ㈱良品計画 生活雑貨 ● 

37 船橋珈琲焙煎所 フナバシコーヒーバイセンジョ ㈱トリドール カフェ ● ● 

38 Y'S mart ワイズマート ㈱ワイズマート スーパー ● 



【１F女性トイレ】コンセプト：「もっと、好きな自分へ。～my switching room～」 
自分の部屋のような居心地のよさと、女性を華やかに演出してくれる空間で、気持ちの切り替えができます。 

【B1F女性トイレ】コンセプト：「お気に入りの場所。～secret garden～」 
さわやかな風が吹いているような緑と雑貨を飾った空間の中で、どんなお客さまでも心地よく過ごし、 
リフレッシュしてもらえます。 

【B1F男性トイレ】コンセプト：「男の、癒し空間。～hotel-like relax～」 
ホテルのラウンジでひと時を過ごすような落ちつきのある空間で、日常生活で疲れた心を癒しながら、 
気持ちも少し引き締めてくれる、“かっこいい”男を演出する、男性のための場所です。 

（１）コンセプトを設けた魅力あるお客さまトイレの展開 

５．新たなお客さまサービスの展開 



名称： 
 
由来：船橋＋「アトリウム」を掛け合わせた造語です。 
   船橋に関わるあらゆるモノ、コト、カルチャーが 
   行き交う場所になるようにという想いを込めました。 
 
展開：生まれ変わったシャポー船橋にふさわしい「期待感」  
   「わくわく感」を演出する空間を提供します。 
   「ショップ情報」・「館のイベント情報」・ 
   「船橋の見どころ」を紹介しながら、地域の方々の 
    コミュニティスペースとなるよう様々な情報を 
    提供いたします。 

①Wi-Fi概要 
 NTT東日本が提供している公衆無線LANアクセスポイントの 
 「光STATION」を新たに導入します。 
②サービス概要 
 ・１日６０分×４回まで利用可能です。 
 ・Wi-Fiアプリの「Japan Connected‐free Wi-Fi」に対応しており、 
  アプリに初回登録すれば、以後利用登録は不要です。（※12月より順次対応予定） 

 ・「Japan Connected-free Wi-Fi」は、NTTBPが提供する、 

  無料Wi-Fiインターネットに接続することができるアプリです。 
③利用可能箇所 
 第Ⅰ期リニューアルエリアの共用部で利用可能です。 
 ※一部電波の繋がりにくい場所があります。 

（３）情報発信スペースの展開 

（２）無料Wi-Fiサービスの展開 

（４）インフォメーションカウンターの設置 

CS向上を目的として当社として初めてインフォメーションカウンターを設置します。 
お客さまが便利と感じていただけるようなショップ情報や館内設備等のご案内に加えて、 
地域密着のショッピングセンターとして「大切な毎日」を支えるサービスを提供します。 

（５）ポイントカードの導入（2016年2月より） 

新たな取組みとして、ＪＲ東日本グループ共通ポイント 
「ＪＲＥ POINT(ジェイアールイー・ポイント）」 
を2016年2月より導入予定です。http://www.jrepoint.jp/ 


