
PRESS RELEASE 2017.5.17 

２０１７年６月１９日（月）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

本八幡」（ＪＲ総武線 本八幡駅直結）は、2017年6月19日（月）に26店がオープン

します。 

シャポー本八幡 グランドオープン！ 

 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まいり

ました。2017年4月の第3期オープンにつづき、2017年6月19日（月）第4期が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、地域にお住まいの方々がシャポーに行けば「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）業種・業態 

 今回の第４期ではファッションエリアに、日々ご利用いただける生活雑貨の店舗を新設し、第Ⅰ期のレスト

ランモール、Ⅱ期・Ⅲ期の食料品・サービスエリアと合わせて、シャポー本八幡で多様なシーンでお買い物を

お楽しみいただけます。 

（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、ベビールーム、多目的トイレの新設」  

「②お客様用エレベーターの新設」 「③無料Wi-Fiサービスの展開」を始めます。 

１．開発計画概要 

〈 2階 エントランスイメージ 〉 〈 1階 吹き抜けイメージ 〉 



（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 1,867㎡）  
（５）店 舗 数   26店舗 ※１店舗6月29日（木）開業予定 
（６）営業時間  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 

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）、堀越（m-horikoshi@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） 
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自主改装 

移転 

新規出店 

既存継続 

４．ショップ概要 

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
studio CLIP

(ｽﾀﾃﾞｨｵｸﾘｯﾌﾟ）
㈱アダストリア

レディス

雑貨

いつもの道の途中でふらっと立ち寄りたくなる。

忙しさから少しだけ離れて、

自分の中にいる女の子を喜ばせてくれる。

あるいは大切な人へ何を贈ろうか、と

小さな悩みが尽きない。

studio CLIPは「まいにち、よりみち」をコンセプトに

暮らしによりそうライフスタイルを御提案します。

○

2
JINS

(ｼﾞﾝｽﾞ)
㈱ジンズ

メガネ

サングラス

メガネを通して、美しく豊かな人生を。

JINS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。定番からトレンドのフレーム、ブ

ルーライトをカットするPC・スマホ用メガネ「JINS SCREEN」

まで、薄型非球面レンズ込5,000円（税別）からご用意し

ております。

○

3

atelier haruka

PLUS EYELASH

（ｱﾄﾘｴ ﾊﾙｶﾌﾟﾗｽｱｲﾗｯｼｭ)

㈱アトリエはるか
美容

サービス

「atelier haruka PLUS EYELASH」は、メイクやヘアアレン

ジに加え、まつげエクステの施術が短時間＆リーズナブルに受

けられる専門店です。結婚式やちょっとしたお出かけ前はもち

ろん、普段使いまでお客様のご要望に合わせて新しい魅力を

ご提案します！

○

4
GODIVA

（ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ）
ゴディバ ジャパン㈱ 洋菓子

ベルギーを代表する高級チョコレートブランド。上質で味わい

深いチョコレート製品をご用意しております。
○

5
TULLY'S COFFEE

（ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ）

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。

○

6

※6月29日　開業予定

カルディコーヒーファーム ㈱キャメル珈琲
コーヒー豆

輸入食品

こだわりのオリジナルコーヒー豆30種をはじめ、見ているだけで

楽しくなるような世界各国の珍しい食材やお菓子、ワイン、

チーズ、スパイスなどが所狭しと並んでいます。店頭でサービス

をしているオリジナルブレンドのコーヒーを飲みながら世界の食

材巡りの旅をお楽しみ下さい。

○

7
AG by aquagirl

（ｴｰｼﾞ- ﾊﾞｲ ｱｸｱｶﾞｰﾙ）
㈱インターキューブ レディス

日常をポジティブにオシャレを楽しむ女性に向けて、親しみや

すいプライスでトレンドを提案するセレクトショップ。

本八幡店では、自分らしいスタイルを楽しみたい女性に向け、

現代的なフェミニンモードカジュアルを提案するニューライン

“レピスリー”も展開。

○

8 シェ・シーマ ㈱シェ・シーマ 洋菓子

シェ・シーマは1998年市ヶ谷に開店以来代々トップシェフに

恵まれフランス菓子の伝統を守りつつ素材に拘った商品、和と

の融合商品等新しいケーキ作りに励んでいます。クレームアン

ジュは創業以来30年の一番人気看板商品、アイシングの

メッセージマカロンも通年の人気商品。

○

9
ITS'DEMO

(ｲｯﾂﾃﾞﾓ)
㈱ファッションクロス

アパレル

雑貨

「ITS'DEMO」は、いつでも「ちょっと幸せ」「ちょっと気が利いて

る」「ちょっと助かる」をキーワードに、

働く女性が「朝も帰りも立ち寄りたくなる」商品とサービスを提

供する、女性に向けたファッションストアです。

○
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10
PLAZA

(ﾌﾟﾗｻﾞ）

株式会社スタイリングライフ・

ホールディングス

プラザスタイル カンパニー

輸入

生活雑貨

世界中から新しい発見や驚きに満ちた「ニュースを持った雑

貨」をセレクトしてお届けしています。毎日の生活にワクワクとド

キドキを与えてくれるモノたちに出会えます。

○

11
Fabulous Angela

(ﾌｧﾋﾞｭﾗｽ　ｱﾝｼﾞｪﾗ）
㈱ジャパンイマジネーション レディース

働く「大人の女性」に向けてのコンテンポラリーエレガンススタイ

ル。”きちんと感”を大切にしながら「いくつになっても女性らしく

輝きたい！」そんな女性のための《オトナキレイ》を提案しま

す。

○

12 アジェデアクセサリーズ ㈲ムラ・クリエイティブハウス アクセサリー

日々の装い、特別の日のジュエリー、大切な方への贈り物。

様々なスタイル、シーンに見合う瞬なアイテムを幅広くご用意

しております。加えて、カスタム・フルオーダー、製品加工、お修

理など、ジュエリー・アクセサリーに関する事なら何なりと、ご用

命ください。

○

13
銀座花菱

(ｷﾞﾝｻﾞﾊﾅﾋﾞｼ）
㈱花菱 婦人服

品格ある大人の装いは、銀座花菱から。

コンサバ・リッチをコンセプトに、バラという花がもつ上品さ、気

品を形にしたエレガンスから、花菱らしいこだわりを盛り込んだ

ハイセンスなカジュアルまで。

洗練された女性の魅力を惹き立てる、上品な大人のスタイル

をご提案いたします。

○

14 パスピエ パスピエ㈱ 婦人服

シンプルな中にも高級感のあるフェミニン系の婦人服がたくさ

ん。ネックレスやバックなどの雑貨も流行に合わせてセレクトし

たい。

そんな自分らしいスタイルを楽しむ女性のためのお店です。

清潔感があり、機能的で、上質・上品なアイテムを豊富に取

り揃えております。

○

15
Passport

(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ)
㈱パスポート 生活雑貨

“Find KAWAII For ALL　全ての人のカワイイを見つけよ

う”をコンセプトに、カワイイ雑貨が好きなあなたに楽しんでいた

だける雑貨店です。

ベーシックな商品からトレンド商品まで、幅広い「カワイイ」をお

手頃価格で日々の暮らしにご提供します。

○

16
FONTAINE COUTURE

（ﾌｫﾝﾃｰﾇ ｸﾁｭｰﾙ）
㈱アデランス

ファッション

ウィッグ

髪から、もっとキレイになる。

フォンテーヌは、いつまでも輝き続ける女性のために生まれた

ファッションウィッグのトップブランドです。ウィッグで自分らしく、

自由なおしゃれをお楽しみいただけるよう、専門店ならではの

品揃えと、安心、充実のサービスでお客様をお迎えします。

○

17
蔦美

(ﾂﾀﾐ)
㈱松栄

ファッション

下着

蔦美はワコールを中心とした下着専門店ならではの豊富な品

揃えで皆様に満足していただけるご提案をさせていただきま

す。

○

18 ビオレッタ ㈲ビオレッタ 化粧品

お客様に最高の美肌をかなえて頂くため　カウンセリングから

使い方まで　お肌の体験を通してアドバイスさせて頂きます。

（取扱い）資生堂、クレドポーボーテ、ベネフィーク、アルビオ

ン、イグニス、エレガンス、グローバルカネボウ、トワニー、リサー

ジ、デコルテ、プレディア他

○
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19
くまざわ書店

（ｸﾏｻﾞﾜ　ｼｮﾃﾝ）
㈱くまざわ 書　籍

通勤・通学に便利な駅にある本屋です。

新刊・話題書はもちろん、リアル書店として地域の皆様のご

期待に応えられる品揃えでご来店をお待ちしております。

○

20
Andemiu

(ｱﾝﾃﾞﾐｭｳ）
㈱アダストリア レディース

変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライ

フスタイルを提案します。
○

21

earth music&ecology

premium store

（ｱｰｽ ﾐｭｰｼﾞｯｸ＆ｴｺﾛ

ｼﾞｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾄｱ）

株式会社ストライプ

インターナショナル
レディース

オシャレ着から通勤、カジュアルまで女性の様々なシーンで楽

しんでいただけるナチュラルガーリッシュなアイテムを提案しま

す。
○

22
市川　島村

（ｲﾁｶﾜ　ｼﾏﾑﾗ）
㈱島村 和洋菓子

創業明治26年。

伝統を守りながら、安心・安全をモットーに原材料にこだわり、

旬のお菓子とまごころをお届けします。

手軽なお土産から贈り物までご利用頂ける和洋菓子のお店

です。

○

23
リトルマーメイド

※デニッシューバー取扱店

ジェイアール東日本

フードビジネス㈱

ベーカリー

カフェ

赤い人魚のマークが目印の焼きたてベーカリー。本八幡店の

オーブンは石窯。石窯の熱でじっくり焼き上げた本格志向のパ

ンを揃えています。

また、「デニッシュバー」の商品を取扱っており、定番のデニッ

シュバーに加えて、サクサク食感が特長の新商品シュークラン

チを提供します。

○

24
Rew de Rew

（ﾙｩ ﾃﾞ ﾙｩ）
㈱三鈴 婦人服

トレンドを取り入れつつ、シーンに合わせ『上品・安心感・大

人可愛い』演出を忘れない女性のためのブランド。

いつもキラキラ輝いていたいお洒落な女性たちのココロを刺激

するスタイルを提案します。

○

25 ドゥアルシーブ ㈱ピーアンドエム 婦人服

ベーシックとトレンドをMIXし、“フレンチフェミニン”の要素をベー

スにしながら、さまざまなライフスタイルを送る女性たちの個性を

引き出すブランドです。
○

26
洋菓子のヒロタ

（ﾖｳｶﾞｼﾉﾋﾛﾀ）
㈱洋菓子のヒロタ 洋菓子

新鮮・手造り・安心・健康をキーワードに、素地ひとつひとつに

こだわり、真心こめて造りあげたシュークリームです。見てわくわ

く！食べてわくわく！ヒロタオリジナルのバラエティー豊かな

シュークリームを是非ご賞味下さい。

○

27
文誠堂

(ﾌﾞﾝｾｲﾄﾞｳ）
㈱ブンセー 文具

地域密着型の文房具専門店です。文房具のことなら何でも

ご相談ください。皆様のご来店をお待ちしております。
○



５．オープニングキャンペーン 

■オープン記念キャンペーン  
「グランドオープン・レストランモール一周年記念 おいしいキャンペーン」（仮称） 

 JREポイント会員限定で、期間中ご応募いただきましたお客さまに抽選でシャポー本八幡レストラン 
 モールのレストラン「指定メニューのお食事券」（各店舗指定・1名分）をプレゼントいたします。 
 実施期間 ① 応募期間： 6月19日（月）～ 6月30日（金） 
 ② ご招待期間： 7月12日（水）～ 7月23日（日）  
 

■オープン記念イベント 
 オープンを記念して4日間連続で日替りのイベントを実施いたします。 
 6月19日（月）「メイクアップショー」 6月20日（火）「ビール講座」 
 6月21日（水）「ワイン講座」     6月22日（木）「フラワーアレンジメント教室」 
 ※変更する場合がございます。詳しくは6月中旬以降にシャポー本八幡HPをご確認ください。 
 

■開業特典 
 開業特典として、シャポー本八幡全体でグランドオープン記念商品などをご用意しています。 
 また、今期オープンのショップでは、福袋・限定商品・ノベルティプレゼント・特別価格など、 
 多くの特典をご用意して皆さまのお越しをお待ちしています。 
 ※一部をご紹介 
   AG by aquagirl  ・・・・・・・・・5,000円（税込）以上お買上げのお客さまにオリジナルトートバッグ・ 
                    クリアファイルをプレゼント※なくなり次第終了 
       studio CLIP ・・・・・・・・・・・オープニングフェア実施（全品2点以上お買上げで10％OFF） 
   ゴディバ・・・・・・・・・・・・・ゴディバオリジナル保冷バッグ 
                   （6月19日(月)～6月25日(日)  50個限り限定販売※なくなり次第終了） 
   PLAZA  ・・・・・・・・・・・・・2,000円（税込）以上お買上げのお客さまにバーバパパデザインの 
                    ミラーをプレゼント※なくなり次第終了 
   ビオレッタ・・・・・・・・・・・・各ブランドのオープン記念オリジナル限定セット※数量限定 

6．新たなお客さまサービスの展開 

１階「Delightful Room」 

 「Delight」人の感覚に心地良いもの、喜ばしいものを形容する言葉。 

毎日忙しい子育てママもオシャレを楽しんだりパパがこだわりの品を見つけたり
ちょっと素敵な雑貨を探しながら女性たちが買い物を楽しむ。新しい発見、仲間
や家族と過ごす楽しい時間。喜びや楽しみを感じることの出来るスペース。 

２階「Dressing Room」 

 会社に行く前に、デートの前に、地元の飲み会の前に、ちょっと立ち寄って気
分をあげる場所。 

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

２ 

〈１階女性用トイレ内イメージ〉 

  お客様用エレベーターの新設 
 北口広場からご利用いただけるエレベーターを新設いたします。  

  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：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。 

３ 


