
PRESS RELEASE 2019.3.15

シャポー市川 RENEWAL OPEN！
2019年6月28日(金)に72ショップがオープン

１．リニューアル概要

＜シャポー改札側 エントランスイメージ＞

シャポー市川は1972年9月にオープンして47年、地域のお客さまに支えられ、市川の街とともに

成長してきました。2018年7月より千葉方面1階及びB1階のリニューアルを進めており、1階はライ

フスタイルを中心とした毎日が楽しくなるショップ、B1階はいつもの食卓を美味しく楽しく彩る食

料品ショップを中心に2019年6月28日にリニューアルオープンいたします。また、生鮮ゾーンも装

いを新たに復活し、地域のお客さまの毎日の生活をサポートしてまいります。

なお、2020年春にはB1階一部のリニューアルを予定しており、より親しまれるショッピングセン

ターを目指し、シャポー市川は進化し続けます。

＜東側エントランス イメージ＞

ＪＲ総武線 市川駅に直結する「シャポー市川」は、2019年 6月28日（金）に
リニューアルオープンします。

“ここで働きたい”環境づくりPOINT.４

POINT.１ 地域最大級 の食料品エリアが出現！（47ショップ）

POINT.２ 市川の魅力や価値を高める２つのコミュニケーションスペース

POINT.３ すべての人にとってやさしい環境づくり

※

※市川市内にあるショッピングセンターの中での食料品のショップ数



閑静な住宅街、文教都市として、昔から多くの方に愛されてきた市川の街。都心部へのアクセスの

よさも相まって、居住者も年々増加しています。今回のリニューアルでは、地域の皆さまの毎日に寄

り添う「専門店クオリティ」にこだわるショップで、市川の魅力をさらに高めていきます。

２．出店ショップ概要

（１）食料品

成城石井（ｾｲｼﾞｮｳｲｼｲ）/ グロサリー

＜NEW＞

「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
富に取り揃えております。

房の駅（ﾌｻﾉｴｷ）/ グロサリー

＜NEW・千葉県のお店＞

千葉の名産品やお土産、食卓が楽しくなるような商品を販売し
ています。シャポー市川店では千葉の旬を目の前で感じて頂け
る、試食コーナーも設置します。

全47ショップの地域最大級の食料品エリア。千葉の名品を集めたグロサリーや、こだわり商品が人気のスー

パーマーケットがオープン。さらに、これまでご好評を頂いていたショップがパワーアップし、地元の名店も新

たに仲間入り。毎日のお買い物にはもちろん、ハレの日にもご利用いただける、食の専門店が揃います。

こだわりや / 自然食品

＜NEW＞

化学的な農薬や肥料、合成添加物などを極力含まない主に国内産原
料の食品やオーガニック食品を扱う専門店。「環境にも身体にもや
さしい」「次世代へつなぐ」「おいしい」。旬を大切に、時間と手
間を惜しまず丁寧に作り上げた逸品をご用意しております。

カルディコーヒーファーム / コーヒー豆・輸入食品

＜NEW＞

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。

日本百貨店しょくひんかん / 食料品

＜NEW・千葉県初出店＞

2013年7月に秋葉原に誕生した食のテーマパーク日本百貨店
しょくひんかん。2号店となる今回は全国各地のおいしい・楽し
いを集めます。目指すは「作り手と使い手の出会いの場」。

「もっと毎日の暮らしに」をコンセプトに、より便利で身近に
感じていただけるショップ。自家製パンや惣菜、国内外の厳選
した商品を取り揃え、毎日の食生活をお手伝いしてまいります。

Daily Table KINOKUNIYA(ﾃﾞｲﾘｰﾃｰﾌﾞﾙｷﾉｸﾆﾔ）

グロサリー＜NEW＞

/

POINT.１



RF1（ｱｰﾙ･ｴﾌ･ﾜﾝ）/ 惣菜

＜RENEWAL＞

サラダを中心とした商品を通じて、人々のライフスタイルが
より豊かなものになることを考えた惣菜ブランド。健康、安心
・安全にこだわったおいしさを食卓にお届けします。

Meat&Vegetables I.T.O.
（ﾐｰﾄ&ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ ｱｲ･ﾃｨｰ･ｵｰ）/ 洋総菜 ＜NEW＞

肉と野菜をテーマにした新しいニューヨークスタイルの洋惣菜
ショップです。特にローストビーフは、ジューシーで柔らかい
人気商品です。彩豊かでお洒落な洋惣菜、お弁当など取り揃え
ております。

MONTPELLIER Ichikawa J gateaux club
（ﾓﾝﾍﾟﾘｴ ｲﾁｶﾜ ｼﾞｪｲ ｶﾞﾄｰ ｸﾗﾌﾞ）/ 洋菓子

＜NEW・新業態・千葉県のお店＞

地元市川の梨をつかった洋菓子をはじめ、旭日双光章を受章し
たシェフ渾身の焼菓子ギフト「ichikawa J gateaux club」や
できたてコルネージュをモンペリエのニューコンセプトショッ
プからお届けします。

カワシマパン / ベーカリー

＜NEW・千葉県のお店＞

『パンパンパンならカワシマパン～、ふんわりこんがりカワシ
マパン～』創業100年を超える伝統の味。コッペパンは千葉県
の食材を利用したものも取り揃えております。

eashion（ｲｰｼｮﾝ）/ 惣菜・弁当

＜RENEWAL＞

素材や産地にこだわった食材を使用し、お客さまの健康をスタ
イリッシュかつクイックにバックアップする洋風惣菜店です。

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー /
洋菓子 ＜NEW＞

パティシエが厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った自慢の
タルトなど、こだわりが詰め込まれたショーケース。贈り物に
喜ばれる季節のギフトや焼菓子も取り揃えています。



（２）ライフスタイル

日々の生活を彩り、ちょっとしたプレゼントにもぴったりな雑貨店など、皆さまの毎日がきっと楽しくな

る、ふらっと立ち寄りたくなるショップが並びます。

プレミィ・コロミィ/ことりパーティー/
生活雑貨・衣料品 ＜NEW＞

「あなたの欲しかったモノに気づかされるお店」をコンセプト
にした服飾雑貨・アパレルを展開するプレミィ・コロミィと
ことりグッズのことりパーティーです。

MUJIcom（ﾑｼﾞｺﾑ）/生活雑貨・衣料雑貨・食品

＜RENEWAL＞

毎日のように使うものはいつも通る場所でさっと買う。衣・生
・食の全商品の中から日常生活に必要な商品を選定しました。
自宅や職場、学校での必需品から、誰かへ贈るギフトまで、日
々のくらしをサポートいたします。

ライフスタイル&トレンドの2つの視点でセレクトしたシューズ
を多数ご用意！豊富な品揃えが魅力の足元からライフスタイル
を提案するシューズショップです。

ABC-MART（ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ）/
シューズ・ウェア・雑貨 ＜RENEWAL＞

ユニクロ / 衣料品

＜RENEWAL＞

優れたデザインと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ようなお店づくり
をしていきます。

Hibiya-Kadan Style（ﾋﾋﾞﾔｶﾀﾞﾝｽﾀｲﾙ）/
フラワー ＜NEW＞

「そばにいつも花のある暮らし」をコンセプトに、花とみどり
で、喜びと潤いに満ちたライフスタイルをご提案するフラワー
ショップです。

グラニフ / 衣料品

＜NEW＞

「Ｔシャツ×アート」をテーマに、グラフィックを中心とし
たオリジナルデザインＴシャツを販売。国内外アーティスト
とのコラボアイテムも多数リリースしております。



（３）レストラン・カフェ

気軽に、でもしっかりとお食事ができるレストラン・カフェが新たに出店。ご家族やご友人とはもちろん、

あまりお時間がない時やおひとりさまでも、お飲み物やお食事をお楽しみいただけます。

コメダ珈琲店（ｺﾒﾀﾞｺｰﾋｰﾃﾝ）/ カフェ

＜NEW＞

全国で830店舗以上を展開する名古屋発祥のフルサービス型喫
茶店。開店から午前11時まではドリンクの注文でトーストと
ゆで玉子が無料でつく「モーニングサービス」をお楽しみいた
だけます。

ドトールコーヒーショップ / カフェ

＜RENEWAL＞

国内の自社工場にて焙煎した、新鮮で最高品質のこだわり抜いた
コーヒーをお客様に提供致します。コーヒーにぴったりのサンド
イッチやケーキも豊富に取り揃えており、老若男女共に親しめる
お店を目指しております。

スターバックス / カフェ

＜NEW＞

アメリカシアトル生まれのスペシャルティーコーヒーストア。
高品質のアラビア種、コーヒー豆から抽出したエスプレッソが
ベースのバラエティ豊かなエスプレッソドリンクやペストリー、

サンドイッチをお楽しみいただけます。

Time is Curry（ﾀｲﾑｲｽﾞｶﾘｰ）/ カレー・スープ

＜NEW・新業態＞

厳選したスパイスを使った5種のカレーと、季節ごとのヘルシー
で満足感のある2種のスープをご用意して、皆様のご来店をお待
ちしています。お好みでルーの種類やトッピングをチョイスでき
る、お客様だけのカスタムカレーを是非お楽しみください。



３．ショップリスト（全72ショップ）

フロア ショップ名 会社名 業 種 NEW RENEWAL 備考

1階

日本百貨店しょくひんかん ㈱日本百貨店 食料品 ● 千葉県初出店

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 ●

MUJIcom ㈱良品計画 生活雑貨・衣料雑貨・食品 ● 現在営業中ショップ

ユニクロ ㈱JR東日本リテールネット 衣料品 ● 現在営業中ショップ

スーツセレクト ㈱コナカ 衣料品 ●

グラニフ ㈱グラニフ 衣料品 ●

Silver Leaf ㈲サンシャインバザール 衣料品 ●

銀座花菱 ㈱花菱 衣料品 ●

ABC-MART ㈱エービーシー・マート シューズ・ウェア・雑貨 ●

LUTECE ㈱エル バッグ・鞄・袋物類 ●

チュチュアンナ ㈱チュチュアンナ 靴下・ランジェリー ●

GEORGE'S ㈱ウェルカム 雑貨・文具 ●

ショップイン ㈱東京ドーム コスメ・雑貨 ●

ハウスオブローゼ ㈱ハウスオブローゼ コスメ・雑貨 ●

プレミィ・コロミィ/
ことりパーティー

㈱JR東日本リテールネット 生活雑貨・衣料品 ●

KIITOS ㈱スモールプラネット 生活雑貨・衣料品 ●

VERITE ㈱ベリテ ジュエリー ●

Hibiya-Kadan Style ㈱日比谷花壇 フラワー ●

ミスターミニット ミニット・アジア・パシフィック㈱ 修理・リフォーム ● 現在営業中ショップ

スターバックス スターバックスコーヒージャパン㈱ カフェ ●

コメダ珈琲店 ㈱コメダ カフェ ●

ドトールコーヒーショップ ㈱ドトールコーヒー カフェ ●

Time is Curry ㈱第一興商 カレー・スープ ● 新業態

ちよだ鮨 ㈱ちよだ鮨 立ち食い寿司 ●

B1階

MONTPELLIER
Ichikawa J gateaux club

モンペリエ勝㈲ 洋菓子 ●
新業態

千葉県のお店

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 ●

ゴディバ ゴディバジャパン㈱ 洋菓子 ●

モロゾフ モロゾフ㈱ 洋菓子 ●

ユーハイム ㈱ユーハイム 洋菓子 ●

ステラおばさんのクッキー ㈱アントステラ 洋菓子 ●

銀座コージーコーナー ㈱銀座コージーコーナー 洋菓子 ●

文明堂銀座店 ㈱文明堂銀座店 和洋菓子 ●

日本橋屋長兵衛 ㈱日本橋屋長兵衛 和菓子 ●

三原堂本店 ㈱三原堂本店 和菓子 ●

赤坂柿山 ㈱赤坂柿山 和菓子 ●

サーティワンアイスクリーム B-R サーティワン アイスクリーム㈱ アイスクリーム ●

山本山 ㈱山本山 茶・海苔 ●

RF1 ㈱ロック・フィールド 惣菜 ●

eashion カネ美食品㈱ 惣菜・弁当 ●

Meat&Vegetables I.T.O. 伊藤ハムフードソリューション㈱ 洋惣菜 ●

十五夜米八 ㈱米八東日本 おこわ・惣菜 ●

好餃子 ㈱ハオチャオズ 餃子・点心 ●

銀むすび ㈱グゥー おむすび・惣菜 ●

紅燈籠 ㈱東方紅 中華惣菜 ● 千葉県初出店

京樽 すし三崎港 ㈱京樽 鮨 ●

日本一 ㈱日本一 焼鳥・鰻 ●

とんかつ和幸 和幸商事㈱ とんかつ・弁当 ●

老舗大佐和 ㈱大佐和老舗 茶・海苔 ●

崎陽軒 ㈱崎陽軒 しゅうまい・弁当 ●

亀戸 升本 ㈱升本フーズ 弁当・惣菜 ●

焼魚専門店 二代目 魚日出 ㈱魚日出 魚惣菜・弁当 ●

武田ハム ㈱丸正タケダ 加工肉・惣菜 ●

珈琲タンネ ㈲タンネ商事 コーヒー豆・カフェ ●

カワシマパン ㈱川島屋 ベーカリー ● 千葉県のお店

サンジェルマン ㈱サンジェルマン ベーカリーカフェ ●

台所屋雑貨店 南海通商㈱ キッチン雑貨 ●



この他、数ショップがオープン予定です。（全72ショップ）

（１）２つのコミュニケーションスペース

①まちへ開かれ、つながるところ（１階）

季節のイベントやマルシェなどをお楽しみいただけるほか、地域の皆さまの多様な活動の場としても活用い

ただけるスペースをつくります。サークルの活動発表の場やママ会の場など、様々な使い方を想定。いつも

何か面白いことをやっている、そんなスペースを地域の皆さまとともに作っていきたいと考えています。

②食をたのしみ、たたずむところ（ B1階）

中央のスペースにはキッチンを設け、シャポー内の商品でアレンジできるテーブルコーディネートや、料理

教室などのキッチンを使ったイベントなど、シャポー内のショップとも協業し、いつもの食卓を豊かに彩る

情報を発信。地域の皆さまのサードプレイスとなるような場所を目指します。

４．新しい取り組み

＜イメージ＞ ＜イメージ＞

＜管理運営会社＞ 株式会社グローカルポイント（本社：東京都港区、代表取締役：前田 俊秀）

POINT.２

フロア ショップ名 会社名 業 種 NEW RENEWAL 備考

B1階

こだわりや ㈱こだわりや 自然食品 ●

房の駅 ㈱やます グロサリー ● 千葉県のお店

成城石井 ㈱成城石井 グロサリー ●

Daily Table KINOKUNIYA ㈱紀ノ國屋 グロサリー ●

九州屋 ㈱九州屋 青果・果物 ●

林フルーツ ㈱ハヤシフルーツ 果物・青果 ●

ニュー・クイック ㈱ニュー・クイック 精肉・惣菜 ●

肉のアマイ ㈱アマイ 精肉・惣菜 ●

魚の北辰 ㈱北辰水産 鮮魚・鮨 ●

大川水産 大川水産㈱ 塩干 ●



（２）やさしい環境づくり

■シャポー市川をご利用の皆さまに

エレベーターの新設や、トイレ・館出入口の段差解消の

他、ちょっとおやすみできるパブリックスペースを新設。

すべての方に心地よくお過ごしいただけます。

■お子さま・ご家族に

キッズスペースでは、お子さまが夢中になる仕掛けを新

たにご用意。お子さまの動きに映像が連動し、からだを

つかって遊べる映像コンテンツです。お子さまが楽しく

遊んでいる間、保護者の方が傍でほっと一息お休みいた

だける場所もございます。

■お買い物の皆さまに

生鮮・グロサリーの５店舗のお買い物がまとめてできる

共通レジを整備。お買い物カートも新しく導入し、毎日

のお買い物がより便利になります。また、地球環境に配

慮し、共通レジではレジ袋を有料化させていただきます。

一部エントランスには本物の植物を用いたグリーン装飾

を施し、皆さまに安らぎや心地よさをもたらします。

＜キッズスペース イメージ＞

（３）“ここで働きたい”環境づくり

シャポー市川は、ショップスタッフの皆さまに「ここで働いてよかった」「ここで働きたい」と思って

いただける環境づくりを目指しています。

■バックヤード

リニューアルに合わせ、使いやすく清潔なバックヤードを整備します。特にスタッフ休憩室では、気兼ね

なくくつろげるカウンター席に加え、おしゃべりやちょっとした打合せに使えるソファ席を新たにご用意。

明るく爽やかな内装にもこだわり、貴重な休憩時間を心地よく有意義に過ごせるようサポートします。

■グリーティングイベント

アルバイト・パートスタッフを含むすべてのスタッフを対象としたグリーティングイベントも開催予定。

お客さまだけでなく、スタッフにも楽しんで頂ける売場・職場づくりを目指します。

★シャポー市川で一緒に働いてみませんか？

採用特設サイト開設中！新店の求人情報をまとめてご覧いただけます（随時更新）。合同面接会も開催予定！

詳しくはリンクをクリック！ https://job-gear.net/shapoichikawa/

POINT.３

POINT.４

＜映像コンテンツ イメージ＞

https://job-gear.net/shapoichikawa/


５．施設概要

（２）シャポー市川ストアコンセプト

「今日も、ほんのり、カラフルに。」

シャポー市川は、利便性が高く快適な環境をご提供することはもちろんのこと、お気に入りのヒト・

モノ・コトに出会える場所になること、また、すべての人にシンプルでやさしい空間であることを目

指します。日常的にシャポー市川を訪れていただくお客さまの毎日を、ほんのりと色づけるような存

在でありたいと私たちは考えています。

「シャポー」は、(株)ジェイアール東日本都市開発の運営するショッピングセンターです。

【シャポー 一覧】

・シャポー小岩 （JR小岩駅直結）

・シャポー市川 （JR市川駅直結）

・シャポー本八幡 （JR本八幡駅直結）

・シャポー船橋 （JR船橋駅直結）

・シャポーロコ平井（JR平井駅直結）

【ロゴサイン】 【コンセプト】

（１）シャポーについて

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

シャポー市川

JR総武線 市川駅直結 〒272-0034 千葉県市川市市川1-1-1

1972年9月

約10,000㎡（うち今回リニューアルエリア：約5,100㎡）

約140ショップ

施 設 名

所 在 地

開 業 日

売 場 面 積

店 舗 数

＜平面図＞

今回リニューアルエリア

▲

▼

▲
▲

▼
▼

▼

▼

シャポー改札口

東側エントランス

※シャポー市川ホームページ http://shapo.jrtk.jp/ichikawa/

※リニューアル特設サイト http://shapo.jrtk.jp/ichikawa_renewal/

リニューアルの情報を順次お知らせしていきます。ぜひご覧ください！

（３）シャポー市川 施設概要

今回リニューアルエリア

http://shapo.jrtk.jp/ichikawa/
http://shapo.jrtk.jp/ichikawa_renewal/


（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

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/

全19ＳＣ（シャポー 5ＳＣ ・ ビーンズ 13ＳＣ ・ エキュート 1ＳＣ）

会 社 名

代 表 者

設 立 年 月

所 在 地

会 社 H P

運営するＳＣ

＜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

総務部 広報：ＴＥＬ(03）5334-1041

菅野（かんの）（a-kanno@jrtk.co.jp）

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

谷（y-tani@jrtk.co.jp）・岡（shizu-oka@jrtk.co.jp）

マーケティング開発部 開発課：TEL（03）5334-1056

久保（y-kubo@jrtk.co.jp）・黒田（y-kuroda@jrtk.co.jp）

６．運営会社概要

http://www.jrtk.jp/

