
2017年12月18日 

 
 

シャポー船橋 2018年2月9日（金）グランドオープン！ 
オープン記念キャンペーン 

 ＜南館1階：食物販ゾーンイメージ＞  ＜本館１階：改札口エントランスイメージ＞ 

 
 新規開業する南館の1階は、船橋海神にある老舗の地元洋菓子店“菓子工房アントレ”などが入る「フー
ドマーケットゾーン」、2階から4階は、千葉初出店の人気の回転寿司店“回し寿司 活”や船橋の人気焼き
肉店の新業態で、飲めるハンバーグが看板メニューの“将泰庵DINER” などが入る「レストランゾーン」、
5階は女性専用のホットヨガスタジオ“sopra”などが入る「サービスゾーン」となっております。 
 グランドオープンにより「ライフスタイルにこだわる30・40代のビジネスパーソン」「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」「生活を楽しむ60代以上のアクティブシニア」をター
ゲットとし、“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。 
 2018年2月9日（金）から2月28日（水）までは、グランドオープンを記念したキャンペーンを実施し
ます。館内でオリジナルフレームのフォトカードに投稿写真がプリントできる【SNS写真投稿キャンペー
ン】や、バレンタインにちなんだお買上げ先着プレゼント、オリジナルメッセージカードを作れるワーク
ショップ、その他、館内3つのゾーンを回るとお買物券がゲット利用できるスタンプラリーキャンペーン
を実施します。  
 また、館内は桜の生木や華やかな装飾で一足早い春を演出し、楽しいお買い物をお手伝いします。 

注目のレストラン＆カフェ、生鮮食料品、スイーツなど 
多彩な53ショップがNEWOPEN！ 

  株式会社ジェイアール東日本都市開発（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：出口 秀已）が運営する
「シャポー船橋」は、2015年11月13日（木）に第Ⅰ期として本館（既存館名称）千葉方面1階およびB1階の
「ライフスタイルゾーン」をリニューアルしました。そしてこの度、「かえるをたのしむ、いつもがたのし
い」を開発コンセプトにした、南館（新館名称）新設工事と、2017年3月より進めていた本館東京方面1階の
「フードマーケットゾーン」及び「ライフスタイルゾーン」B1階の一部の第Ⅱ期リニューアルが完了し、 2月
9日（金）にグランドオープンを迎えます。2月9日（金）～2月28日（水）には、グランドオープンを記念し
た様々なキャンペーンを実施します。また、シャポー船橋でしか買えない限定商品や限定メニューも各種ご用
意しております。 

PRESS RELEASE 



【実施期間】 2018年2月9日（金）～2月28日（水） 
【内容】 館内でみつけた「おいしい」写真を＃（ハッシュタグ）をつけて、TwitterやInstagram等の 
 SNSにアップすると、特設マシーンに自動連動し、無料でオリジナルフレームのフォトカード 
       をその場でプリントできます。 
  

■「シャポー船橋でおいしいみーつけた」SNS写真投稿キャンペーン 

①一足早いシャポー船橋からのバレンタインプレゼント 
【実施期間】 2018年2月9日（金）～2月12日（月・祝） 
【内容】 シャポー船橋館内ショップ合計3,000円（税込）以上ご利用の 
        レシート（※当日利用に限る）を特設カウンターに持参された 
        お客さまに、スイーツ＆コーヒーをセットでプレゼント。      
【人数】 各日先着300名様 
 
②ワークショップ 
【実施期間】 2018年2月10日（土）～2月12日（月・祝） 
【内容】 シャポー船橋館内ショップ合計1,000円（税込）以上ご利用の 
        レシート（※当日利用に限る）を特設カウンターに持参すると 
 オリジナルメッセージカード作りのワークショップに参加できます。 
【人数】 1日50名程度 ※各日先着予約制   
  

■バレンタイン 先着プレゼント＆ワークショップ 

【実施期間】 2018年2月9日（金）～2月28日（水） 
【内容】 期間中シャポー船橋館内ショップの500円(税込)以上のご利用でスタンプを1個押印。 
 ①レストランゾーン ②フードマーケットゾーン ③ライフスタイルゾーン、 
 3つすべてのゾーンでスタンプを集めるとお買物券としてご利用いただけます。 

■「３つのゾーンを巡ってゲット」スタンプラリーキャンペーン 

オープン記念キャンペーン 

JRE POINT ポイント3倍DAY 

グランドオープン内覧会応募キャンペーン実施（グランドオープン前実施） 

 オープンから4日間、JR東日本グループ共通ポイント「JRE POINT」のポイント 
 3倍キャンペーンを実施。通常100円（税別）で1ポイントのところ3ポイント貯まります。 
 ※実施期間：2018年2月9日（金）～12日（月・祝） 

 期間中、シャポー船橋でのお買い上げ1回1,000円（税込）以上で、応募用紙を1枚進呈します。 
 2018年2月7日（水）実施の内覧会ご招待券、または南館内の飲食店で利用できるお食事券のどちらか 
 を選んで応募できます。 
 
 応募期間：2018年1月2日（火）～14日（日） 13日間 ※内覧会招待券発送：1月31日（水）予定 
 賞品詳細： 
  A賞・・・内覧会ご招待（ペア500組1000名様） ※当日限定お買物券1,000円分付 
       内覧会開催日時／2018年2月7日（水）14:00～19:00  
  B賞・・・期間限定お食事券1,000円分（500名様） 
       利用期限：2018年2月9日（金）～28日（水） 
       利用可能店舗：南館飲食店 

■フードマーケットゾーン「食品感謝祭」 

【実施期間】 2018年2月15～3月31日までの木・金・土に開催 ※3月8～10日は除く 
【内容】 グランドオープン記念として、フードマーケットゾーンでは生鮮食料品を中心 
       にお得な商品を集めた「食品感謝祭」を実施します。 

その他、シャポー船橋でしか買えない限定商品や限定メニューも各種ご用意しております。 



■南館 ショップリスト 

ＮＯ．
ショップ名
（フリガナ）

会社名 業種
千葉県内
初出店

新業態
千葉県内企業○
船橋市内企業●

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 カフェ＆デリカデッセン ○ ○

2
LE BIHAN
(ﾙ ﾋﾞｱﾝ)

㈱エーデルワイス ベーカリー ○

3 リンツ　ショコラ　ブティック LINDT & SPRUNGLI JAPAN㈱ チョコレート ○

4 ダロワイヨ ㈱ダロワイヨ　ジャポン 洋菓子

5
RUDDER COFFEE

(ﾗﾀﾞｰｺｰﾋｰ)
㈱ラダー カフェ ○ ○ ●

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 チーズタルト

12
菓子工房　アントレ
(ｶｼｺｳﾎﾞｳ　ｱﾝﾄﾚ）

髙木商事㈱ 洋菓子 ●

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

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

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 ○ ●

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 ○ ○ ○

18
和だし茶漬け　一休

(ﾜﾀﾞｼﾁｬﾂﾞｹ ｲｯｷｭｳ)
東京レストランツファクトリー㈱ 和出汁 ○ ○

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 ○

20
回し寿司　活

（ﾏﾜｼｽﾞｼ ｶﾂ）
㈱活美登利 回転寿司 ○

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 ○ ○

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 ○

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 とんかつ・豚肉料理・酒 ○

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 ヨガスタジオ・リラクゼーション ○

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 医療

1F

2F

3F

4F

5F



■Ⅱ期リニューアル ショップリスト 

ＮＯ．
ショップ名
（フリガナ）

会社名 業種
千葉県内
初出店

新業態
千葉県内企業○
船橋市内企業●

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 ○ ●

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

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㈱ 洋惣菜・サンドイッチ ○

30
Rosenheim

（ﾛｰｾﾞﾝﾊｲﾑ）
㈱セントラルフーズ 洋惣菜

31
鶏三和

（ﾄﾘｻﾝﾜ）
㈱オールドリバー 鶏料理

32
La Quiche
（ﾗｷｯｼｭ）

㈱ホットランド キッシュ

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

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 ○

36
豆狸

（ﾏﾒﾀﾞ）
㈱阪急デリカアイ いなりすし

37
銀むすび

（ｷﾞﾝﾑｽﾞﾋﾞ）
㈱グゥ－ おむすび ○ ○

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

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

40
大川水産

（ｵｵｶﾜｽｲｻﾝ）
大川水産㈱ 塩干物

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 ○ ○

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 ミートソース専門店 ○ ●

43 ムンバイエクスプレス ㈲イートウェル インドカレー＆ナン ○

44
福満園

（ﾌｸﾏﾝｴﾝ）
㈲聖商事 中華 ○

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 農産物直売 ○

46
澤光青果

（ｻﾜﾐﾂｾｲｶ）
㈱澤光青果 青果

47 ニュー・クイック ㈱ニュー・クイック 精肉・惣菜

48
角上魚類

（ｶｸｼﾞｮｳｷﾞｮﾙｲ）
角上魚類ホールディングス㈱ 鮮魚専門店

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

52 サンマルクカフェ ㈱インターアクト カフェ

53
くまざわ書店

（ｸﾏｻﾞﾜ　ｼｮﾃﾝ）
㈱くまざわ書店 書籍

1F

ライフスタイルゾーン　B1F 　リニューアルショップ



自主改装 

移転 

新規出店 

既存継続 

＜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） 

■施設概要 

（１） 
（２）  
（３） 
（４）  
（５） 
（６） 

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。 

施 設 名 
所 在 地  
開 業 日 
売場面積  
店 舗 数 
営業時間 

■会社概要 

（１） 
（２）  
（３） 
（４）  
（５） 

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/ 

会 社 名  
代 表 者 
設立年月  
所 在 地 
会 社 H P 

■一般消費者からのお問い合わせ先：TEL（047）460-0065 10:00～18:00 

＜南館：外観イメージ＞ 


