
PRESS RELEASE 2016年6月9日

2016年7月12日（火）11：00

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「シャポー本八幡」
（ＪＲ総武線 本八幡駅直結）は、7月12日（火）に第Ⅰ期として10ショップのレストランモー
ルをリニューアルオープンいたします。
オープンに先立ち、抽選で選ばれた地域のお客さま及び報道関係者向けの内覧会を7月10日

（日）に開催いたします。また、7月12日（火）のオープン当日はフリーアナウンサー伊藤友
里さんが一日店長を務めますので、何卒ご取材いただきたくお願い申し上げます。

7月10日（日）に内覧会を開催、オープン当日はアナウンサーが一日店長を務めます。

シャポー本八幡 第Ⅰ期リニューアルオープン！

〈エントランスイメージ〉 〈店内イメージ〉

シャポー本八幡はＪＲ東日本の本八幡駅耐震補強工事に伴い、2015年4月から順次クローズをしておりま

す。その工事完了後の開発として、シャポー本八幡は第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 毎日にひとつ上の「くつろぎ」と「こだわり」を。

専門店機能を強化し、まちの魅力を高める空間を提案します。駅をご利用の方や地域にお住まいの方々に、

シャポーに行けば「くつろげる」場所がある、「こだわり」のある商品やお店がそろっている、と思っていた

だけるショッピングセンターになります。

（２）ターゲット・利用シーン

20代後半から40代前半の女性やお子様連れのご家族を中心に、カフェやレストランでゆっくりと時間を過

ごせて、毎日立ち寄りたいと思っていただける場所に変わります。

（３）お客さまサービス

今回新たに「①コンセプトを設けた魅力あるお客さまトイレ」「②ベビールーム、多目的トイレの新設」

「③離乳食の持ち込み・温めサービス」「④ショップコラボによる“地域の集いの場”の創出」「⑤無料Wi-Fi

サービスの展開」を始めます。

１．開発計画概要

毎日にひとつ上の「くつろぎ」と「こだわり」を。



（１）施 設 名 シャポー本八幡
（２）所 在 地 ＪＲ総武線 本八幡駅直結 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-17-1
（３）開 業 日 1972年10月
（４）売場面積 11,424㎡（今回リニューアル1,917㎡）
（５）店 舗 数 10店舗
（６）営業時間 コアタイム 11：00～22：00

※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

３．運営会社概要

リニューアルゾーン

住吉書房 丸亀製麺 Blue Dragon ORIENTAL 天丼てんや

おらが蕎麦とんかつ和幸鎌倉パスタ
牛たん さちのやTULLY’s COFFEE

Bouquet o! Bouquet

リニューアルゾーン拡大図



Bouquet o! Bouquet

コンセプト：「Cozy Room」
「木」のイメージで優しく自然を感じるデザインにする
ことで、ホッとする優しさ、居心地の良さ、自分のため
の部屋や場所と感じられる空間をつくります。

コンセプトを設けた魅力あるお客さまトイレ

4．新たなお客さまサービスの展開

ベビールーム、多目的トイレの新設

飲食ショップへの離乳食の持ち込み・温めサービスの実施
ベビールームの新設に合わせて、お子さま連れのお客さまにもゆっくりと
くつろいでいただくために、各飲食ショップにて離乳食の持ち込みと
温めのサービスを行います。※離乳食は未開封のものに限ります。

無料Wi-Fiサービスの展開
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×無制限で利用可能です。
・Wi-Fiアプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」に対応しており、初回登録すれば、以後利用登録は不要です。
・「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全体で利用可能です。
※一部電波の繋がりにくい場所があります。

ショップコラボによる「地域の集いの場」の創出
地域の皆さまの集いの場となるよう、毎月4回、TULLY’s COFFEE店内にてイベントを実施いたします。

イベント例 ・TULLY’s COFFEE ：コーヒー教室
・Bouquet o! Bouquet  ：ミニブーケ教室
・住吉書房 ：絵本の読み聞かせ

〈女性用トイレ内イメージ〉
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５住吉書房 丸亀製麺 Blue Dragon ORIENTAL 天丼てんや

おらが蕎麦とんかつ和幸鎌倉パスタ
牛たん さちのや
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より多くのお客さまに快適な時間をお過ごしいただくため、
ベビールーム及び多目的トイレを新設いたします。

TULLY’s COFFEE



No. ロゴ
ショップ名

（フリガナ）
会社名 業種 ブランド紹介 NEW RENEWAL

1 Bouquet o! Bouquet
(ブケ オ! ブケ)

㈱ゼントクコーポレーション フラワー

『Modern、Fresh & Casual』
3つ の言葉をコンセプトに、ハイクオリティなオ
ンリーワン商品をお手頃価格で展開。
パリのフラワーマルシェをイメージし、様々な生
活シーンをお花の演出でより素敵に。

●

2
住吉書房
(スミヨシショボウ)

㈱住吉書房
書籍・雑誌
文具・雑貨

住吉書房は、新刊・注目本を中心に取り揃え、お
客様のニーズにお応えできる書店を目指しており
ます。通勤・通学は勿論、お買い物やお食事に
シャポーにお越しの際は、是非ともお立ち寄りく
ださい。皆様のご来店を心よりお待ちしておりま
す。

●

3 丸亀製麺
(マルガメセイメン)

㈱トリドール うどん

手づくり、できたてにこだわったセルフ式の本格
讃岐うどん専門店です。
厳選した国産小麦を使用し、店内に設置した製麺
機で、打ち立て、ゆでたてを実現しています。
トッピングの天ぷらやおむすびも自由に組み合わ
せてお楽しみください。

●

4
Blue Dragon ORIENTAL
(ブルードラゴンオリエンタル)

際コーポレーション㈱
アジアン

中華

中国・台湾・ベトナムの麺に点心、本格料理。
すっきり鶏ガラのベトナム麺“フォー”や胡麻のコ
クが美味しい“担々麺”。見た目に華やかな生春巻
きに熱々が美味しい小籠包。何度食べてもまた食
べたくなる料理のみを厳選したアジアン中華ダイ
ニングです。

●

5
天丼てんや
(テンドンテンヤ)

㈱ジェイアール東日本都市開発 天ぷら

海老や旬の魚介、季節の野菜の天ぷらを丼やそ
ば・うどんでリーズナブルなお値段でお楽しみい
ただけます。 おひとりでも、グループ・ご家族連
れでも気軽に立ち寄れる店内です。 ご家庭でもお
店の味が楽しめるお持ち帰りの天丼弁当、天ぷら
盛合わせもご用意しております。

●

6
TULLY’s COFFEE
(タリーズコーヒー)

タリーズコーヒージャパン㈱ カフェ

世界各国より厳選した豆を使用、最高の品質を追
求し、一杯一杯手作りで提供する本格的なエスプ
レッソを気軽にお楽しみいただけるスペシャル
ティコーヒーショップ。スイーツやホットミール
等、コーヒーに良く合うフードメニューも充実し
ています。

●

7
牛たん さちのや
(ギュウタンサチノヤ)

和幸㈱ 牛たん

おすすめは、本格厚切りの牛たん。
こだわりのとろろと麦飯は、体にもいい健康食。
牛たんをメインに牛カルビ、豚のみそ焼きと、
優しいお料理がお客様のご来店をお待ちしており
ます。

●

8
鎌倉パスタ
(カマクラパスタ)

㈱鎌倉パスタ パスタ

デュラムセモリナ粉100%の食感抜群の生麺に厳
選素材とソースを鎌倉流にアレンジした生パスタ
をご用意しております。お店で焼き上げる焼き立
てのパンと一緒に是非ご賞味あれ！店内は「和」
を基調にした落ち着きあるシックな空間。ごゆっ
くりとお食事のひとときをお過ごし頂けます。

●

９
とんかつ和幸
(トンカツワコウ)

㈱東邦事業 とんかつ

とんかつ和幸の美味しさの秘密は、厳選した素材
と伝統の技術にあります。良質の豚肉を自家製の
生パン粉に包み、植物性100％の揚げ油で作り上
げたとんかつは、こだわりの逸品です。御飯・味
噌汁・キャベツのお替りは自由です。

●

10
おらが蕎麦
(オラガソバ)

㈱グルメ杵屋 そば

価格はリーズナブルですが、ボリュームたっぷり
の自家製麺そばをだしのきいたつゆで提供する本
格派そば屋です。
夜は、ハイボールのジョッキを片手に「名物 や
みつき唐揚げ」や一品料理でちょっと一杯お楽し
みください。

●

5．ショップ概要



TBSのサンデーモーニング等で活躍中のフリーアナ
ウンサー、伊藤友里さんが7月12日（火）オープン
初日のシャポー本八幡一日店長に就任します。
当日は、午前11時のオープンに合わせて店頭での
お客さまお出迎えの他、TULLY’s COFFEEと住吉書
房のコラボレーションイベントである絵本読み聞か
せなども行う予定です。

（２）アナウンサー 伊藤 友里さんがシャポー本八幡の「一日店長」に就任！

6．オープニングキャンペーン

（１）地域のお客さま・報道関係者さまを対象に内覧会を開催！

7月12日（火）のオープンに先立ち、抽選で選ばれた地域のお客さま及び
報道関係者さまを対象とした内覧会を開催いたします。内覧会当日は、各飲食
ショップおすすめのメニューをいち早くお楽しみいただけます。

（４）飲食ショップでの本八幡店限定メニュー＆オープニングメニュー【7月31日（日）まで】を販売！

（３）シャポー本八幡特製トートバッグを先着プレゼント！

伊藤 友里 いとう ゆり

1987年8月26日生
セント・フォース所属

【経 歴】
TBS：サンデーモーニング
TOKYO-FM：TOYOTA Athlete Beat

他 多数

【内覧会スケジュール】
■7月10日（日）

第Ⅰ部（地域のお客さま）
11:30～14:00

第Ⅱ部（報道関係者さま）
15:00～17:00

【ご参加方法】
■地域のお客さま（抽選）

期間中にシャポー本八幡各ショップで税込1,000円
以上お買上げごとに応募用紙を1枚進呈。必要事
項をご記入の上、応募BOXにご投函ください。

■報道関係者さま（事前申込）
取材申込書（別紙）をご提出ください。

7月12日（火）以降、シャポー本八幡のレストランエリアで税込2,000円以上
お買上げのお客さま先着500名様へ、シャポー本八幡の「特製トートバッグ」
（非売品）をプレゼントいたします。
本八幡駅から見える風景がデザインされた、Ａ4サイズも入る大容量のバッグ
です。肩掛けもできるので、日常使いにぴったりです。

飲食ショップ８店舗にて、シャポー本八幡だけでしか味わえない限定メニューや、
7月31日（日）までのオープニングメニューを販売いたします。

※イメージ

＜炙りハモとフレッシュトマトのペペロンチーノ＞

＜牛バラ四川山椒せいろ蒸し飯＞

TULLY’s  COFFEE・・・・・・・アフォガードコーヒー
Blue Dragon ORIENTAL・・・・牛バラ四川山椒せいろ蒸し飯
鎌倉パスタ ・・・・・・・・・・炙りハモとフレッシュトマトのペペロンチーノ

蒸し鶏とトロトロなすのアラビアータ
牛たん さちのや・・・・・・・・炙り牛たん定食、牛たん入りメンチカツ
おらが蕎麦 ・・・・・・・・・・本八幡セット(ざるそば・天ぷら・うな丼)
天丼てんや ・・・・・・・・・・煮穴子天丼セット
とんかつ和幸 ・・・・・・・・・とんかつ茶漬けセット
丸亀製麺 ・・・・・・・・・・・牛すき釜玉うどん ※各メニューは変更となる場合がございます

＜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） 阿部（y-abe@jrtk.co.jp）
マーケティング開発部 開発課 ：TEL（03）5334-1056 、 FAX(03)5334-1052

久保（y-kubo@jrtk.co.jp)  大西（i-ohnishi@jrtk.co.jp）

※イメージ


