
シャポー市川 6/28(金)10:00 RENEWAL OPEN!
「専門店クオリティ」にこだわる全74ショップ
オープニングキャンペーン＆期間限定イベントを開催

2つのコミュニティスペースにも注目！

PRESS RELEASE 2019.6.7

１．オープニングキャンペーン＆イベント

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、6/28（金）全74ショップがオープンいたします。

6/28（金）～7/7（日）には、全館をあげて、リニューアルオープンを記念したキャンペーンや

イベントを開催。また、お客さまや地域の皆さまの交流の場となる2つのコミュニケーションスペー

ス「むすぶば」「たべるば」でもいろいろな催しが行われます。

※

※前回発表時より2ショップ増えております。

●エコバッグプレゼント 6/28（金）･29（土）・30（日）
当日のお買上げレシート2,000円（税込）以上をプレゼントカウンターに
ご持参いただいたお客さま、各日先着1,000名様に
シャポーオリジナルエコバッグをプレゼント！（お一人様1個限り）
【プレゼントカウンター場所】シャポー市川 東京方面側入口前コンコース
【プレゼントカウンター時間】各日10:00～規定数終了時

●花の短冊に願いを（無料参加イベント） 7/1（月）～7（日）
カラフルなお花の短冊に願いを書いて飾れる、七夕イベントを開催。
（参加無料）

【開催場所】シャポー市川 千葉方面側入口

●オープン記念 JRE POINT 3倍DAY 6/28（金）･29（土）･30（日）
JRE POINTが3倍貯まるキャンペーンを開催。

●JRE POINT 新規入会50ポイントプレゼント 6/28（金）～7/15（月）
新規入会いただいたお客さまに、もれなく50ポイントプレゼント！
※6/28（金）～7/15（月･祝）は入会特設カウンターをご用意。
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２．2つのコミュニケ―ションスペース

＜イメージ＞

①【むすぶば】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ます。

■「むすぶば」イベント情報

日時 タイトル 内容 参加費 お申込み

6月29日(土)
6月30日(日)
両日
13:00-15:00

世界に１つだけの
マイリウムを
作ろう！

ドライフラワーを好きなサイズのボトルにつめて、オリジナル
のマイリウムをつくることが出来ます。
小さなお子様から大人まで、気軽に楽しんでいただけます！
この機会に、世界に一つしかないマイリウムを作ってみては
いかがでしょうか？！
（企画運営：Hibiya-Kadan Style）

Sサイズ：
1,620円(税込）
Mサイズ：
2,700円(税込)
Lサイズ：
3,780円(税込)

当日むすぶば会
場にて受付
（無くなり次第
終了）

6月29日(土)
14:00-15:00

6月30日(日)
11:00-12:00

薬草
ワークショップ

薬用植物を求め、アマゾン川流域からヒマラヤ山系におよぶ世
界の辺境を旅してきた植物界の探検家、渡邊高志先生。
そんな渡邊先生から「家族の健康と食」をテーマに、ハーブや
薬草の効果について学び、日常生活に取り入れやすいかを
お話いただきます。
また同時に、B1F「たべるば」にて渡邊先生レシピのハーブ
ティーや薬草スープを試食・販売します。

無料

ｸﾞﾛｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ市川
専用ｻｲﾄまたはむ
すぶば店頭にて
受付
（定員に満たし
てない場合、当
日参加可能）

7月3日(水)
11:00-12:00

7月4日(木)
11:00-12:00

コーヒーを
始めよう

コーヒーセミナーをまだ受講されたことがない方はもちろん
「自分のライフスタイルにあったコーヒーは?」とお探しの方、
コーヒーの楽しみ方を知りたい方へ。
コーヒーにふれる体験を通して、自分に合ったコーヒーを一緒
に見つけるセミナーを実施します。
（企画運営：スターバックスコーヒー）

1,080円(税込)

スターバックス
コーヒーホーム
ページより受付
https://www.star
bucks.co.jp/semi
nar/list.php?cont
ents=30&content
sId=16

(6/15より受付
開始)

7月3日(水)
14:00-15:00

ショップスタッフと
比べてみよう！
この夏のオススメ
UVケア！

夏のUVケアアイテム、「どう選んだらいいのだろう？」「どれ
も同じじゃないの？」と思っているそこのあなた！
ショップインのスタッフと一緒に、イチオシのアイテムを
楽しく試して・比べてみませんか？
様々なブランドのアイテムを一度に試せるこの機会！皆様の
ご参加お待ちしております♪
（企画運営：ショップイン）

無料

むすぶば店頭ま
たはｸﾞﾛｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ
市川専用ｻｲﾄにて
受付
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②【たべるば】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。

＜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）

株式会社グローカルポイントは、GLOCAL CAFEを青山と池袋で2店舗運営しています。日本政府観光局（JNTO）外国人

観光案内所認定制度において、日本初のカフェ型の観光案内所として認定され、海外からのお客様をお迎えしているほか、

地元や日本各地、海外にまつわる各種イベントを開き、多様な人が集まり交流する場をプロデュースしています。

＜イメージ＞

むすぶばロゴ

むすぶばパース

■「たべるば」イベント情報

日時 タイトル 内容 参加費 お申込み

6月28日(金)～
平日常時開催

17:00-21:00
寄るカフェ

曜日ごとにテーマを設け、色々な人たちが繋がっていく
場を提供します。
仕事帰りにちょっと寄り道をして、クラフトビールや
ビオワインを片手に、気軽に交流を楽しみませんか？

１ドリンク代

ｸﾞﾛｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ市川
専用ｻｲﾄにて受付
（当日お申込み
可）

6月28日(金)より
毎週金曜開催

17:00-21:00

全国のおつまみ
atたべるば

毎週金曜日は、日本全国からご当地おつまみをご用意し
ます。ビールやワインと共に素敵なフライデーナイトを
お過ごしください♬
※同時開催「寄るカフェ」スペースにてご購入できます。
（協力：日本百貨店しょくひんかんいちかわ）

各商品代
当日お越し下さ
い。

6月29日(土)
1部12:00-13:15
2部14:00-15:15

親子で
オリジナルピザを
作ろう

楽しくトッピングや盛りつけをして、オリジナルのピザ
を作ります。
店頭で焼いたのち、できたてのピザをお持ち帰りいただ
けます。
パンについての質問タイムもあり！
親子でパン作りの楽しみを体験しませんか？
（企画運営：デリフランス）

2,000円(税込)
デリフランス
シャポー市川店
店頭にて受付

7月5日(金)
19:00-20:30

7月6日(土）
12:00-13:30

あるもんで
燻製ワークショップ

作るのが難しそうな燻製料理を、ご家庭で簡単にできる
方法をご紹介。
チームでアイデアを出し合って、お好みの食材で色々な
燻製にチャレンジして頂きます。
さらに、燻製料理に合うお酒も体験頂けます。
燻製とお酒のマリアージュに新たな発見があるかもしれ
ません。
燻製を知って、日々の暮らしを少し豊かにできることを
ご提案します。

2,000円(税込)
(燻製料理、
ワンドリンク付)

むすぶば店頭ま
たはｸﾞﾛｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ
市川専用ｻｲﾄにて
受付

※イベント内容、日時が変更になる場合があります。6月28日以降、イベントの最新情報を以下のグローカルポイ

ント市川専用サイトにてお知らせいたしますので、ご確認下さい。28日より前にイベントの最新情報を確認され

たい場合は、以下のメールアドレスまでお問合せ下さい。

URL （市川専用サイト） https://glocal-ichikawa.jp イベント最新情報のお問合せ先 ichikawa@glocalpoint.jp
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話題のショップや、千葉県発のショップなどがリニューアルオープンを記念して

シャポー市川だけの限定商品や先行販売商品を用意しております。

３．シャポー市川限定商品

【オープン記念限定商品】オレンジのタルト
￥450（税込） （直径7㎝）

シロップに漬けたオレンジを使用した爽やかなタルトです。

販売期間：6/28（金）～7/7（日）

【オープン記念限定商品】桃とマスカルポーネのタルト

￥450（税込） （直径7㎝）

白桃と相性抜群なマスカルポーネを合わせた優しい味のタルトです。

販売期間：6/28（金）～7/7（日）

■Tokyo Baked Base

【シャポー市川限定商品】いちごとベリーの

リコッタチーズタルト
1ピース￥799（税込）

1ホール￥3,218（税込）（直径約16㎝）

カスタードタルトにいちごジャム、バニラクリーム、

リコッタストロベリークリームを重ね、いちごとベリーを

飾った市川限定タルトです。

販売期間：6/28（金）～7月下旬頃

■ラ・メゾンアンソレイユターブルパティスリー

【シャポー市川限定セット】Enjoy Peanuts 3点セット

￥1,080（税込）販売期間：6/28（金）～7/7（日）

■房の駅

￥1,080（税込）

￥864（税込） ※2サイズ有り

販売開始：6/28（金）～

【シャポー市川先行販売】GEORGE‘S30周年記念

オリジナルマグカップ

■GEORGE‘S

■カワシマパン

￥734（税込）

販売期間：6/28（金）～7/7（日） 各日20個限定

【シャポー市川限定商品】まるごとカニコッペ

4※商品や価格等が変更になる場合があります。



（１）食料品

全54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、地元の名店も新たに仲間入りするほか、これまで好評を博していた
ショップもパワーアップし、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。

（２）ライフスタイル

日々の生活に欠かせない日用品や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、ぷらっと立ち寄りたくなるショップが並びます。

（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。

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。

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。

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。

４．ショップ概要と注目ショップ

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。

房の駅（ﾌｻﾉｴｷ） / グロサリー

＜NEW・千葉県のお店＞
日本百貨店しょくひんかんいちかわ / 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」。

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。
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５．ショップリスト（全74ショップ）

フロア ショップ名 会社名 業 種 NEW RENEWAL 備考

1階

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 ●

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

洋食 大野亭 ㈱Ｂ級グルメ研究所 洋食 ● 千葉県初出店

ちよだ鮨 ㈱ちよだ鮨 寿司 ●

日本百貨店しょくひんかん いちか
わ

㈱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 ●

Hibiya-Kadan Style ㈱日比谷花壇 フラワー ●

LUTECE ㈱エル バッグ、鞄、袋物類 ●

GEORGE'S ㈱ウェルカム 生活雑貨・衣料品 ●

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 ●

ABC-MART ㈱エービーシー・マート シューズ・ウェア・雑貨 ●

チュチュアンナ ㈱チュチュアンナ 靴下・ランジェリー ●

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 ●

VERITE ㈱ベリテ ジュエリー ●

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

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 ●

エイチ・ビー ㈱花菱 衣料品 ●

パスピエ パスピエ㈱ 衣料品 ●

スーツセレクト ㈱コナカ 衣料品 ●

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

B1階

MONTPELLIER
Ichikawa J gateaux club

モンペリエ勝㈲ 洋菓子 ● 新業態

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 ●

東京凮月堂 ㈱東京凮月堂 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 ●

口福堂 ㈱柿安本店 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 ●

中華惣菜 紅燈籠 ㈱東方紅 中華惣菜 ● 千葉県初出店

京樽 ㈱京樽 寿司 ●

すし三崎港 ㈱京樽 寿司 ●

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 ● 千葉県の企業

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 ● 6



駅ならではの利便性と回遊性 日常生活のちょっと上質な快適性 バラエティに富んだ商業機能

気軽に立ち寄れる駅ならではのアクセスの

良さを活かし、毎日歩いても飽きない・
使いやすい回遊性のある商業エリア

川のほとりでゆったりした時間を過ごせる
レストスペースやイートインなど、地域
交流の活性化を促すたまり空間づくり

エリアごとの賑わいのあるショップの集積
と、ショップを引き立てる空間づくり

流 れ たまり きらめき

＜シャポー改札側 エントランスイメージ＞＜東側エントランス イメージ＞

※前回発表より2ショップ増えております。

６．リニューアル環境デザインコンセプト

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 ● 千葉県の企業

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 ● 千葉県初出店

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 ●

大川水産 大川水産㈱ 塩干 ●

ビアードパパの作り立て工房 ㈱麦の穂 洋菓子 ●

イロドリアザヤカ ㈱麦の穂 ジュース・ドリンク ●

Tokyo Baked Base ㈱博多風美庵 洋菓子 千葉県初出店
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（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㎡）

110ショップ（6/28時点）

施 設 名

所 在 地

開 業 日

売 場 面 積

店 舗 数

※駐車場 東駐車場104台 西駐車場74台

※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/

※一般のお客さまからのお問合せ先

インフォメーション TEL：047-324-8611

（３）シャポー市川 施設概要

７．施設概要
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（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

＜ご取材および掲載画像についてのお問い合わせ先＞
株式会社フルハウス

TEL：03-5413-0384 FAX：03-3401-8085
田尾（k.tao@fullhouse.jp）、日江井（s.hiei@fullhouse.jp）

８．運営会社概要

＜平面図＞

今回リニューアルエリア

今回リニューアルエリア
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