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シャポー船橋 南館＆本館１階・Ｂ１階
２０１８年２月９日（金）グランドオープン！
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、2018年2月9日（金）にグランドオープンしま

す。南館（新館名称）２５ショップ、同時に本館（既存館名称）東京方面１階及びＢ１階リ
ニューアルエリア２８ショップを含む、合計５３ショップがオープンします。

１．開発計画概要
（１）シャポー南館（新館名称）概要
船橋駅は２０１１年冬より駅改良工事を進めており、２０１４年１月１８日に船橋駅構内に
５店舗がオープンしました。南館の開業により駅改良工事が完了すると同時に、船橋市で計画
しているペデストリアンデッキが南館の２階に接続し、駅周辺の利便性・回遊性が向上します。
Ｂ１階から５階がショッピングセンター、６階から１０階は日本ホテル株式会社が運営する宿
泊特化型ホテルのホテルメッツとなります。１階はスイーツを中心とした食物販等、２階から４
階はカフェ・飲食店、５階はクリニック・女性専用のヨガスタジオ等のサービスとなります。

＜南館：外観イメージ＞

＜南館1階：食物販ゾーンイメージ＞

（２）シャポー本館（既存館名称）第Ⅱ期リニューアル概要
シャポー船橋は２０１５年１１月１３日に第Ⅰ期として千葉方面１階及びＢ１階のファッショ
ンを中心とした「ライフスタイルゾーン」をリニューアルしました。２０１７年３月より東京方
面１階及びＢ１階の「フードマーケットゾーン（一部ライフスタイルゾーン含む）」の第Ⅱ期リ
ニューアルを進めており、食料品を中心にリニューアルオープンします。

＜本館１階：改札口エントランスイメージ＞

＜本館１階：食物販ゾーンイメージ＞

（３）開発コンセプト

「かえるをたのしむ、いつもがたのしい」
“たのしい”をキーワードに「ライフスタイルに合わせて選べる楽しさ」があったり「あたらしい
おいしいたのしい」を見つけられたり、日常にちょっとした変化を感じられる場所を目指します。

（４）ターゲット
①ライフスタイルにこだわる３０・４０代のビジネスパーソン
朝の出勤前においしいコーヒーを楽しみ、ランチには忙しい仕事の合間にゆっくりくつろ
げる空間を提供します。
②暮らしを大切にする３０・４０代の船橋在住ニューファミリー
ママ友達や友人とゆっくり食事をしたい時や、家族と一緒に夕食を楽しむことができる空
間を提供します。
③生活を楽しむ６０代以上のアクティブシニア
友人への気の利いたお土産の購入やお買い物途中でカフェやレストランで一休みできる、
毎日立ち寄りたいと思っていただける空間を提供します。

２．施設概要
（１） 施 設 名
（２） 所 在 地
（３） 開 業 日
（４） 売 場 面 積
（５） 店 舗 数
（６） 営 業 時 間

＜立面図＞

シャポー船橋
JR総武線 船橋駅直結 〒273-0005 千葉県船橋市本町7-1-1
1972年11月
約9,580㎡（うち南館：約2,490㎡、本館 第Ⅱ期：約2,690㎡）
96ショップ
物販店 １０：００～２１：００（予定）
飲食店 １１：００～２２：３０（予定）
※一部店舗の営業時間は異なります。

＜位置図＞

第Ⅱ期リニューアル
エリア

３．運営会社概要
（１） 会 社 名
（２） 代 表 者
（３） 設 立 年 月
（４） 所 在 地
（５） 会 社 H P

株式会社ジェイアール東日本都市開発
代表取締役社長 出口 秀已
1989年（平成元年）4月20日
東京都渋谷区代々木2－2－2 ＪＲ東日本本社ビル13階
http://www.jrtk.jp/

４．出店ショップ概要
船橋駅の乗降客数は約２７．6万人/日（ＪＲ，２０１６年実績）で、千葉県で最も駅の利用者
が多い駅です。また、都内へのアクセスが良いため、船橋市の居住者は年々増加しています。今
回のグランドオープンでは、船橋の魅力をより高める、話題のショップが多数加わります。
（１）バラエティ豊かな飲食店
南館と本館併せて新しく１５ショップの飲食店が出店します。ここに来たら食べたいものが見
つかる、わざわざ食べに来たいと思っていただけるような飲食店が勢揃いします。
㈱活美登利：回し寿司 活（ﾏﾜｼｽﾞｼ ｶﾂ）

＜千葉初出店＞

東京、横浜で大行列の人気回転寿司店、回し寿司活が千葉県初
出店！メニューの種類は２５０種以上、まぐろの赤身は２貫で
100円(税抜)から！元気な職人が握る大きなネタの寿司と和食
出身の総料理長による毎月の新メニューで、いつ行ってもメニ
ュー豊富、楽しいお店でお客様を飽きさせません。

㈱アール・ティー・コーポレーション：鼎泰豊（ﾃﾞｨﾝﾀｲﾌｫﾝ）
絶品小籠包が看板メニューの点心料理店です。1958年台湾台
北市で創業、1993年にはニューヨークタイムズ紙で「世界十
大レストラン」の1つにも選ばれました。その美味しさは世界
から認められ、日本を始め世界12ケ国140店（2017年10月現
在）を展開しています。

㈱トータルウェル：Pizzeria Campanile（ﾋﾟｯﾂｴﾘｱ・ｶﾝﾊﾟﾆｰﾚ）

＜千葉初出店＞

「真のナポリピッツァ協会」が認定する「PIZZERIA CAPOLI
」（新宿）の姉妹店として、本場仕込みのピッツァイオーロが
高温の薪釜で焼きあげた本場のナポリピッツァをご提供します
。農林水産省の「農業女子プロジェクト」メンバーの千葉農業
者などから仕入れた新鮮な野菜を使用した商品も展開します。

㈱トッペミート：将泰庵 DINER（ｼｮｳﾀｲｱﾝ ﾀﾞｲﾅｰ）

＜新業態・地元店＞

船橋で人気焼肉店の将泰庵が新業態として肉料理とワインを楽
しんでもらう業態を展開します。昼の限定メニューの“飲める
ハンバーグ”がいつでも召し上がれます。また、店内にはプロ
ジェクションマッピングを導入し、食事だけでなく、店内の雰
囲気でも楽しめます。

㈱マザー牧場：マザー牧場バル（ﾏｻﾞｰﾎﾞｸｼﾞｮｳﾊﾞﾙ）

＜新業態＞

千葉県産豚肉を中心とした新鮮で安心な原料を使用して、自社
工房で製造したこだわりのソーセージやラムのスペアリブに加
え、新鮮な牛乳を使ったパスタやチーズリゾットなどをメニュ
ー展開します。併せて自慢の料理に合うオリジナルカクテルも
開発したバルの新業態です。

４．出店ショップ概要
（２）充実したカフェ
船橋は「船橋コーヒータウン化計画」を掲げ、「コーヒーで笑顔が溢れる街を作ること」を目標
に活動をしています。シャポー船橋もその一端を担うべく、カフェを充実します。

㈱ラダー：RUDDER COFFEE（ﾗﾀﾞｰｺｰﾋｰ）

＜新業態＞

船橋コーヒータウン化計画実行委員長の梶氏とコーヒーブリュ
ワーズカップの世界チャンピオン粕谷氏とが船橋で手掛けるコ
ーヒースタンドの新業態。より船橋の魅力を発信できるように
船橋の名人たちとコーヒーのマリアージュをしていきます。そ
んな船橋のかじ（RUDDER）取りができる店を目指します。

スターバックス コーヒージャパン㈱：スターバックスコーヒー
「のめり込むようなコーヒー体験」をコンセプトとした「スタ
ーバックス リザーブ®バー」の業態が国内3店舗目として千
葉県初出店。定番商品に加え、希少で個性豊かなコーヒー豆「
スターバックス リザーブ®」でしか提供できない、特別な商
品もご用意します。

（３）コンパクトに集積したスイーツ

日常使いから手土産使いまで、その日の気分で選べるスイーツ。

髙木商事㈱：菓子工房アントレ（ｶｼｺｳﾎﾞｳ ｱﾝﾄﾚ）

＜地元店＞

船橋海神にある1971年創業の地元洋菓子店で、船橋市認定の
「ふなばしブランドセレクション」認定商品の髙木チーズを焼
菓子にした商品を中心にこだわりの焼菓子を展開します。見た
目にもおしゃれなパッケージでお土産に最適です。

（４）使い分けができるベーカリー
日常使いできるベーカリーからハレの日にも使えるフランスベーカリーが揃います。

㈱ピーターパン：小麦市場ピーターパン（ｺﾑｷﾞｲﾁﾊﾞﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ）

＜新業態・地元店＞

船橋海神に本店があるピーターパンが駅ナカに続き、駅ソトに
も出店。出来立ての人気商品に加え、他店よりひと足先に新商
品をこのお店からお届けします。焼きたて揚げたてつくりたて
の商品をぜひお楽しみください。

㈱エーデルワイス：LE BIHAN（ﾙ ﾋﾞｱﾝ）

＜千葉初出店＞

船橋に初出店の本格ブーランジュリー。仏・ブルターニュに創
業の３代つづく職人、ル ビアン・ミッシェルが焼き上げるフ
ランスパンは、噛むほどに小麦のおいしさが口の中いっぱいに
広がります。素材と製法を大切にして作りあげた数々のパンを
お届けします。

４．出店ショップ概要
（５）種類豊富な惣菜店
今までなかった洋惣菜を加え、日々のお買いものとして便利な惣菜店が揃います。

岩田食品㈱：VPALETTE（ｳﾞｨﾊﾟﾚｯﾄ）

＜千葉初出店＞

「野菜フードスタイル」をコンセプトに、「主菜＋野菜」・「
ご飯＋野菜」の考え方で、四季を感じる食材を使用した惣菜シ
ョップで、新たにサンドイッチとジュースバーを併設します。

㈱セントラルフーズ：ローゼンハイム
1980年、ローゼンハイムは本場ドイツの製法を生かしたハム
・ソーセージ専門店として誕生。現在では季節感と素材にこだ
わったサラダや惣菜を取り揃えた洋惣菜専門店として、皆様の
食卓に『おいしさ』と『安心・安全』をお届けします。

（６）品揃え抜群の生鮮店舗
船橋で生鮮食品を買うならここ！と思って頂けるほど豊富な品揃えの生鮮食品が揃います。
＜生鮮売場名称＞

＜ロゴ＞

※商標登録出願済み

角上魚類ホールディングス㈱：角上魚類
＜鮮魚＞
（ｶｸｼﾞｮｳｷﾞｮﾙｲ）
新潟県は寺泊の魚屋として
、確かな目利きたちが、日
本海産を始めとした、その
日一番いい魚を仕入れてい
ますので、「鮮度の良さ、
魚種の豊富さ」に定評があ
ります。

㈱ニュー・クイック：ニュー・クイック
＜精肉＞
豊富な品ぞろえの精肉専門
店。創業より好きな量だけ
買える対面販売方式を採用
しています。また毎月9･19
･29日は「クイックの日セ
ール」を開催します。

㈱澤光青果：澤光青果（ｻﾜﾐﾂｾｲｶ）
＜青果＞
青果取扱量が東洋一の大
田市場で、自社の“目利き
”がその日に仕入れた安心
・安全でリーズナブルな
新鮮な野菜、クオリティ
の高い野菜・果物を販売
します。

千葉みらい農業協同組合：しょいか～ご
＜青果＞
産地直送の千葉県野菜や
果物、米をはじめ、国産
の農産物が揃います。な
かなか見かけない珍しい
品種や注目の西洋野菜な
ども揃えます。

４．出店ショップ概要
（７）日々の生活をサポートするサービス
駅直結でクリニック、女性専用のヨガスタジオ・リラクゼーション、ビジネスホテルなどのあっ
たら便利なショップが生活をサポートします。

医療法人弘仁会

板倉サテライトクリニック

＜地元店＞

開院77年以来船橋の地域医療を支え続ける板倉病院。サテラ
イトクリニックでは一般的な内科診療だけでなく、専門医やス
タッフによる生活習慣病のサポートを『ゆったり・じっくり』
提供します。身近なかかりつけ医として日常的な健康管理もお
手伝いします。

㈱ジェイアール東日本スポーツ：sopra × RelaXE（ｿﾌﾟﾗｱﾝﾄﾞﾘﾗｸｾﾞ）＜千葉初出店＞
女性専用ホットヨガスタジオ（sopra）とリラクゼーションサ
ロン（RelaXE）が併設した女性に優しいお店。ヨガや整体が
好きな方、心身ともにリフレッシュしたい方にオススメです。
なお、sopraは会員制、RelaXEは都度利用できます。

（８）駅直結の宿泊特化型ホテル

日本ホテル㈱：ホテルメッツ船橋

【ロビー

イメージ】

ホテルメッツブランドで２４番目、千葉県では２番目のホテル
メッツです。
・客室数：１６１室（全室禁煙）
・朝食会場：和ごはんとカフェchawan（ちゃわん）
『シャポー船橋 南館』内２階
※ご予約の際にお申し込みください。
・予約受付中
・電話番号：０４７－４２５－００１１
・ホームページ：http：//www.hotelmets.jp/

※次ページ以降 出店ショップの一覧となります。

４．ショップ概要
■南館
ＮＯ．

ショップ名
（フリガナ）

会社名

業種

ショップ紹介

千葉初出店

新業態

カフェ＆デリカ 茨城県プラチナファームで栽培された有機野菜をお召し上がりいただける女性好み
のカフェ＆デリです。
デッセン

○

○

仏・ブルターニュで愛された３代つづく職人のこだわりの味と技。
ル ビアン・ミッシェルが焼き上げるフランスパンは、噛むほどに小麦のおいしさが口の中
いっぱいに広がります。

○

千葉企業○
船橋企業●

1F

1

CAFÉ&DELI PLATINUM VEGE
(ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾃﾞﾘ ﾌﾟﾗﾁﾅﾍﾞｼﾞ）

㈱ジェイ・ダヴリュウ・エー

2

LE BIHAN
(ﾙ ﾋﾞｱﾝ)

㈱エーデルワイス

3

リンツ ショコラ ブティック

LINDT & SPRUNGLI
JAPAN㈱

ベーカリー

世界中で愛されるスイスのチョコレートブランド「リンツ」のチョコレート専門店。人気の

チョコレート 「リンドール」が並ぶ「ピック＆ミックス」でチョコレートの量り売りをお楽しみいただけま
す。

4

ダロワイヨ

㈱ダロワイヨ ジャポン

洋菓子

フランス王家の食膳係として歴史を刻んできた美食の名店。「マカロン」を始め、ダロ
ワイヨが発祥のチョコレートケーキ「オペラ」、季節を感じるプティガトーなどフランスのス
ペシャリテを創り続けています。

5

RUDDER COFFEE
(ﾗﾀﾞｰｺｰﾋｰ)

㈱ラダー

カフェ

船橋コーヒータウン化計画実行委員長の梶氏とコーヒーブリュワーズカップの世界
チャンピオン粕谷氏が手掛けるコーヒースタンド。夜はビール&コーヒーカクテルBARで
す。

6

FLEURISTE BON MARCHE
(ﾌﾙｰﾘｽﾄﾎﾞﾝﾏﾙｼｪ）

㈲フラワーショップいしざか

フラワーショップ

7

成城石井
(ｾｲｼﾞｮｳｲｼｲ)

㈱成城石井

グロサリー

8

ラ・メゾン アンソレイユターブル
パティスリー

㈱ピー・エス・コープ

洋菓子

9

船橋屋
(ﾌﾅﾊﾞｼﾔ)

㈱船橋屋

和菓子

10

京都祇園 仁々木
(ｷｮｳﾄｷﾞｵﾝ ﾆﾆｷﾞ）

㈱仁々木

和菓子

11

BAKE CHEESE TART
(ベイク チーズタルト）

㈱BAKE

菓子工房 アントレ
(ｶｼｺｳﾎﾞｳ ｱﾝﾄﾚ）

髙木商事㈱

12

○

○

○

●

花で気持ちを伝え、季節を伝えるためのコミュニケーションデザインブランドです。
BON MARCHEはフランス語で「良い買い物」を意味します。

「世界の食品を世界の街角の価格で」をコンセプトに、バイヤーが国内はもとより世
界中から厳選した“おいしいもの”を豊富に取り揃えています。

南の島に佇む一軒家がコンセプトのパティスリー。贈り物に喜ばれる季節のギフトや
焼き菓子も取り揃えています。

○

1805年、亀戸天神社の境内で創業したくず餅のお店。あんみつ、おしるこなどの
甘味・ギフトも取り揃えています。

京都東山八坂神社からすぐの祇園町に本店を構え、名代のおもたせ「祇園ぷり
ん」や「黒糖どらやき」、「季節のフルーツ大福」が人気の和菓子店です。

○

北海道がルーツの焼きたてチーズタルト専門店。北海道産のクリームチーズをメイン

チーズタルト に使用したチーズムースのフワッととろける口どけと、丁寧に2度焼きしたサクサク食感
のタルト生地が特徴です。
船橋海神にある1971年創業の地元洋菓子店で、船橋市認定の「ふなばしブラン
ドセレクション」認定商品の髙木チーズを焼菓子にした商品を中心にこだわりの焼
菓子を展開します。

洋菓子

2F

13

和ごはんとカフェ
chawan
(ﾜｺﾞﾊﾝﾄｶﾌｪ ﾁｬﾜﾝ）

㈱すかいらーく

和ごはん
カフェ

14

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

※千葉企業○は千葉県内の企業、船橋企業●は船橋市内の企業です。

「chawan」から連想される優しさ、安心感、素材感をテーマに、新しい形の定食ス
タイルを提案しています。

「のめり込むようなコーヒー体験」をコンセプトとした「スターバックス リザーブ® バー」
の業態が国内3店舗目として千葉県初出店。希少で個性豊かなコーヒー豆「ス
ターバックス リザーブ®」でしか提供できない、特別な商品もご用意しています。

●

４．ショップ概要
■南館
ＮＯ．

ショップ名
（フリガナ）

会社名

業種

ショップ紹介

千葉初出店

新業態

千葉企業○
船橋企業●

○

●

○

3F

15

鼎泰豊
(ﾃﾞｨﾝﾀｲﾌｫﾝ）

㈱アール・ティー・
コーポレーション

台湾料理

小籠包が看板の点心料理店です。
その美味しさは世界から認められ、日本を始め世界12ケ国140店舗（2017年
10月現在）を展開しています。

16

将泰庵 DINER
(ｼｮｳﾀｲｱﾝ ﾀﾞｲﾅｰ）

㈱トッペミート

ハンバーグ
ステーキ
肉料理・酒

船橋に3店舗目の出店。肉料理とワインを楽しんでもらう新業態で、店内の作りの
こだわりとしてプロジェクションマッピングを導入しています。

17

マザー牧場バル
(ﾏｻﾞｰﾎﾞｸｼﾞｮｳﾊﾞﾙ）

㈱マザー牧場

バル

千葉県産豚肉を中心とした新鮮で安心な原料を使用。自社工房で製造したこだ
わりのソーセージ、ラムのスペアリブ、新鮮な牛乳を使ったパスタやチーズリゾットなど、
どれも自慢の逸品です。

○

○

18

和だし茶漬け 一休
(ﾜﾀﾞｼﾁｬﾂﾞｹ ｲｯｷｭｳ)

東京レストランファクトリー㈱

和出汁

“こだわりの和出汁で食べるひつまぶし”
コンセプトは世界から注目される日本の心 「和出汁」
六本木で行列の出来る店「松六家」監修の下、様々な出汁をご用意してiます。
ここでしか味わえない日常の「ひとやすみ（一休）」をご堪能ください。

○

○

19

博多天ぷら やまみ
（ﾊｶﾀﾃﾝﾌﾟﾗ ﾔﾏﾐ）

㈱やまや食工房

天ぷら

揚げたてを1品1品提供する博多天ぷら定食の専門店。
特製のコク深い天つゆや綿実油とコーン油を配合した独自の油を使用し、サクサク
の軽い食感や香り高いうまみを引き出します。

○

4F

20

回し寿司 活
（ﾏﾜｼｽﾞｼ ｶﾂ）

㈱活美登利

回転寿司

メニューの種類は２５０種を超える、手頃な値段で大満足できる回転寿司。元
気な職人が握るデカネタの寿司と和食出身の総料理長が毎月新メニューを提供い
たします。

○

21

Pizzeria Campanile
（ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ・ｶﾝﾊﾟﾆｰﾚ）

㈱トータルウェル

ピッツァ

「真のナポリピッツァ協会」が認定する「PIZZERIA CAPOLI」（新宿）の姉妹店
として、本場仕込みのピッツァイオーロがナポリの伝統製法を守り、薪釜で焼き上げ
る本場のナポリピッツァをご提供します。

○

22

紀州清流担々麺
produce by KEISUKE
（ｷｼｭｳｾｲﾘｭｳﾀﾝﾀﾝﾒﾝ）

㈱グランキュイジーヌ

ラーメン

けいすけグループの新業態の担々麺は、白ごま、黒ゴマ、ピスタチオ、カシューナッ
ツ、ピーナッツ、くるみ、松のみなどの木の実を選ぶことができます。
紀州、和歌山産のぶどう山椒を使用した、濃厚でさわやかな香りの担々麺です。

23

豚食ダイニング 岡本庵
（ﾄﾝｼｮｸﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｵｶﾓﾄｱﾝ）

㈱キチット

○

創業50年 伝統の厚切りとんかつ ぶつ切りひれかつが名物料理。

とんかつ
千葉県の豊富な食材をふんだんに使った小皿料理と選りすぐりの日本酒、焼酎、
豚肉料理・酒

○

国産ワインをご用意しました。

5F
女性専用ホットヨガスタジオ（sopra）とリラクゼーションサロン（RelaXE）が併設

24

ｓopra × RelaXE
（ｿﾌﾟﾗ ｱﾝﾄﾞ ﾘﾗｸｾﾞ）

㈱ジェイアール東日本スポーツ

25

板倉サテライトクリニック
（ｲﾀｸﾗｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ）

医療法人弘仁会板倉病院

ヨガスタジオ
した女性に優しいお店。
リラクゼーション

ヨガや整体が好きな方、心身ともにリフレッシュしたい方にオススメです。

医療

開院77年以来地域医療を支え続ける板倉病院。サテライトクリニックでは一般的
な内科診療だけでなく、専門医やスタッフによる生活習慣病のサポートを『ゆったり・
じっくり』提供します。身近なかかりつけ医として日常的な健康管理もお手伝いいた
します。

○

○

４．ショップ概要
■本館第Ⅱ期リニューアル
ＮＯ．

ショップ名
（フリガナ）

会社名

業 種

ショップ紹介

千葉初出店

新業態

千葉企業○
船橋企業●

○

●

1F

26

小麦市場ピーターパン
（ｺﾑｷﾞｲﾁﾊﾞ ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ）

㈱ピーターパン

ベーカリー

船橋で大人気のピーターパンです。出来たての人気商品に加え、他店よりひと足
先に新商品をお届けします。
焼きたて揚げたてつくりたての商品をぜひお楽しみください。

27

カルディーコーヒーファーム

㈱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。世界の食材巡りの旅をお楽しみください。

28

サンクゼール

㈱サンクゼール

グロサリー

29

ＶＰＡＬＥＴＴＥ
（ｳﾞｨﾊﾟﾚｯﾄ）

岩田食品㈱

30

Rosenheim
（ﾛｰｾﾞﾝﾊｲﾑ）

㈱セントラルフーズ

洋惣菜

1980年、本場ドイツの製法を生かしたハム・ソーセージ専門店として誕生した、季
節感と素材にこだわったサラダや惣菜を取り揃えた洋惣菜専門店です。

31

鶏三和
（ﾄﾘｻﾝﾜ）

㈱オールドリバー

鶏料理

明治三十三年創業以来「名古屋コーチン」とともに歩んできた鶏三和。
究極の美味しい鶏「純鶏名古屋コーチン」と、諸国名産鶏を中心に、鶏肉本来の
味と美味しさを引出した焼鳥、鶏惣菜、親子丼を提供します。

32

La Quiche
（ﾗｷｯｼｭ）

㈱ホットランド

キッシュ

焼き立てキッシュの専門店です。朝食から夕食、おつまみやお酒のおともなど、時間
やシーンを問わず食べるキッシュのスタイルを提案します。

33

銀座コージーコーナー
（ｷﾞﾝｻﾞｺｰｼﾞｰｺｰﾅｰ）

㈱銀座コージーコーナー

洋菓子

人気のジャンボシュークリームをはじめ、季節のケーキやプリン、パティシエこだわりの
焼菓子など、バラエティゆたかに取り揃えています。

34

うすかわ五右衛門
（ｳｽｶﾜｺﾞｴﾓﾝ）

㈲モグモグ

たい焼

35

和惣菜 みよかわ
（ﾜｿｳｻﾞｲ ﾐﾖｶﾜ）

㈱美濃忠

和惣菜

お弁当、天ぷら、煮物類を中心とした手作りのぬくもりを感じる和惣菜を取り揃えて
います。 地元育ちの「みよかわ」が感謝を込めて、千産千消活動を推進し、地元
食材を使った商品も提供します。

36

豆狸
（ﾏﾒﾀﾞ）

㈱阪急デリカアイ

いなりすし

大阪の北は発祥のいなりすし専門店。昭和47年より変わらぬ味を守り続けていま
す。定番の豆狸いなりは素朴な中にも奥の深い味わいです。

37

銀むすび
（ｷﾞﾝﾑｽﾞﾋﾞ）

㈱グゥ－

おむすび

和をテーマとした、惣菜・お弁当・おむすびをクイックにご提供。
その時期に厳選したお米と旬の食材を使用した冷めても美味しい『おむすび』。店
内のカウンターでは『にぎりたて』を召し上がれます。

38

はなまるダイニングセレクト

㈱はなまるフードサービス

総合惣菜
洋惣菜

出来立てメニューを すべて店内厨房よりご提案いたします。家庭料理代行業の
総合惣菜です。

39

とんかつ和幸（売店）
（ﾄﾝｶﾂﾜｺｳ ﾊﾞｲﾃﾝ）

和幸商事㈱

とんかつ

昭和33年の創業以来、こだわりの味と伝統の技術を守り続けているとんかつ専門
店です。定番のとんかつから季節に合わせた限定商品まで幅広く取り揃えていま
す。

40

大川水産
（ｵｵｶﾜｽｲｻﾝ）

大川水産㈱

塩干物

自社製の干物をはじめ、全国各地から取り寄せた水産加工品（塩干物）を取り
扱うセレクトショップです。また、ご家庭で温めるだけでお召し上がりいただける、焼
魚・煮魚も取り扱います。

毎日の料理が楽しくなるこだわりのグロッサリーや、上質なワイン。サンクゼールの提
案する「Country Comfort」 田園の恵みと上質な時間をお届けします。自社醸
造のワインも気軽に楽しめるワインバルも併設しています。

「野菜フードスタイル」をコンセプトに、四季を感じる食材を使用した惣菜ショップで

洋惣菜
す。
サンドイッチ サンドイッチとジュースバーを併設し、野菜フードスタイルならではのサンドイッチと

○

ジュースもお届けします。

パリッとした皮に包まれた、とろけるようなあんが特徴の薄皮たい焼専門店です。た
い焼の常識を超えた新しい美味しさを提供します。

○

○

○

○

４．ショップ概要
■本館第Ⅱ期リニューアル
ＮＯ．

ショップ名
（フリガナ）

会社名

業 種

ショップ紹介

千葉初出店

新業態

41

PLATINUM UDON
稲庭手業うどん AKITA
（ﾌﾟﾗﾁﾅｳﾄﾞﾝ ｲﾅﾆﾜﾃﾜｻﾞｳﾄﾞﾝ ｱｷﾀ）

㈱ジェイダヴリュウエー

稲庭うどん

手作りにこだわるうどんのみを使用し、本物の味をお客様に伝えていきます。
オーソドックスな冷製うどん、温製うどんの他にも月替わりでアジアンテイストやイタリア
ンテイストの創作うどんもお楽しみいただけます。

○

○

42

スパゲッティミートソース専門店
フォークダンス
（ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨﾐｰﾄｿｰｽｾﾝﾓﾝﾃﾝ
ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ）

(同)オークウェイ

ムンバイエクスプレス

㈲イートウェル

スパゲッティは小麦粉づくりから、ソースはフォンづくりから始めます。

ミートソース
必要を省かない、余分を加えない自家製の一皿。ゆったりとしたカウンターテーブル
専門店

○

インドカレー
日々のテーブルをより充実させるテイクアウトデリと、イートインスペースにて絶品バ
＆ナン

○

ターチキンと焼きたてナンをお楽しみください。

44

福満園
（ﾌｸﾏﾝｴﾝ）

㈲聖商事

45

農産物直売所 しょいか～ご船橋店
（ｼｮｲｶｰｺﾞ ﾌﾅﾊﾞｼﾃﾝ）

千葉みらい農業協同組合

46

澤光青果
（ｻﾜﾐﾂｾｲｶ）

㈱澤光青果

47

ニュー・クイック

㈱ニュー・クイック

横浜中華街から初出店。一流の中国人シェフが創り出す本格料理をリーズナブル
でカジュアルなメニューをご提供します。

中華

産地直送の千葉県野菜や果物、米をはじめ、国産の農産物を〝農家の畑から

農産物直売 食卓までを最短に！〟をモットーに、定番はもちろん、スーパーなどではなかなか見
かけない珍しい品種や注目の西洋野菜なども取り揃えています。

青果取扱量が東洋一の大田市場で、自社の“目利き”がその日に仕入れた鮮度
抜群の野菜・果物を販売。安心・安全でリーズナブルな新鮮な野菜、クオリティの
高い果物を毎日お届けします。

青果

精肉専門店のニュー・クイックです。創業より対面販売方式を採用し、「好きな量

精肉・惣菜 だけ買えて便利」とお客様よりご好評を頂いています。また、毎月9・19・29日は
「クイックの日セール」を開催しています。

48

角上魚類
（ｶｸｼﾞｮｳｷﾞｮﾙｲ）

●

で、おひとりでも安心してお食事が楽しめます。

厳選された食材とスパイスを使用した本格インドカレーとナン。

43

千葉企業○
船橋企業●

角上魚類ホールディングス㈱

鮮魚専門店

新潟県は寺泊の魚屋「角上魚類」が船橋にやってきました。
確かな目利きたちが、日本海産を始めとした、その日一番いい魚を仕入れています
ので、「鮮度の良さ、魚種の豊富さ」に自信があります。

B1F
皆様の「美」と「健康」をトータル的にサポートするドラッグストアです。
医薬品、サプリメントや日用品や化粧品など、豊富な品揃えでお客様のご要望に
お応えします。

49

コクミンドラッグ

㈱コクミン

ドラッグ
ストア

50

ユニクロ

㈱ＪＲ東日本リテールネット

アパレル

51

きもの やまと

㈱やまと

呉服

カジュアル・フォーマルきものから和装小物まで幅広くご要望にお応えします。
成人式の振袖も多数揃えています。きもののお手入れ・お直しや簡単着付け教室
なども承ります。

52

サンマルクカフェ

㈱インターアクト

カフェ

オーダーを頂いてから一杯ずつ豆を挽き抽出する一杯立てのコーヒーと、焼きたてパ
ンが自慢で落ち着いた空間のカフェ。大人気のチョコクロ、手作りサンドイッチやデ
ザート、季節限定ドリンクに加え、390円パフェが新登場。ご休憩時に是非ご利用
下さい。

53

くまざわ書店
（ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮﾃﾝ）

㈱くまざわ書店

書籍

今話題の本やベストセラーをはじめ、ビジネスに役立つ実務書から、女性向けの美
容・料理・恋愛の本まで幅広く取り揃えています。

高品質でベーシックカジュアルな商品を厳選し、地域のお客さまの生活がより豊かに
なるお手伝いをいたします。

○

○

５．新しいお客さまサービス
（１）充実したベビールームの展開
周辺に増えているファミリー層に向けて、本館Ｂ１階に充実したベビールームを用意します。
おむつ替えコーナーや授乳室、キッズトイレを新しく整備し、お子様連れのお父さんでも入り
やすく、リラックスしてゆったりと過ごせる空間デザインとしています。

＜外観イメージ＞

＜内部イメージ＞

（２）無料Wi-Fiサービスの完備
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」を既に本館で
導入しておりますが、今回のエリアにも導入し、館内全てで利用可能となります。
＜サービス概要＞
・1日60分×無制限で利用可能です。
・NTTBPが提供するWi-Fiアプリ「Japan Connected‐free Wi-Fi」（無料Wi-Fiインターネッ
トに接続できるアプリ）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。
※一部電波の繋がりにくい場所があります。

＜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）、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

山田（shintaro-yamada@jrtk.co.jp）、松井（k-matsui@jrtk.co.jp）

