
PRESS RELEASE 2023.2.20

New Shop14ショップを含む

2023.3.30  シャポー小岩 RENEWAL OPEN！

株式会社ジェイアール東日本都市開発は、運営するショッピングセンター「シャポー小岩」

（ＪＲ総武線 小岩駅直結）の千葉側エリアを、2023年3月30日(木)にリニューアルオープン

いたします。ゾーニングの見直しによる使いやすさ・買いやすさの向上のほか、小岩ならでは

の街情報の発信基地として地元企業と連携し、新たな取り組みをスタートいたします。今まで

以上に皆さまの生活に寄り添うショッピングセンターを目指します。

なお、オープン当初3月30日(木)・翌31日(金)は、皆さまに安心・安全にお買い物をお楽し

みいただくため、【事前入館予約制】とさせていただきます。

１．出店ショップ情報

モスバーガーは、”日本で生まれ、日本の味を大切に
する”ハンバーガー専門店として1972年にオープンしま
した。オープン当初から「おいしさ」を追求し、商品は
作り置きをせずひとつひとつ注文を受けてから作るアフ
ターオーダー方法で提供しています。「食を通じて人を
幸せにすること」が、私たちのモスの理念です。

モスバーガー / ハンバーガー

＜NEW＞

いつ行っても新しい発見がある「3COINS」は、あな
たの”ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店です。

生活雑貨・インテリア雑貨・服飾雑貨・モバイルアイ
テム・キッズアイテムなど、さまざまなアイテムを300
円を中心に、幅広く取り揃えています。

スリーコインズ / 生活雑貨

＜NEW＞

千葉側1階は、小岩駅直結のシャポー改札前から

続く約100メートルの通路に、個性豊かな14

ショップが並びます。通勤やお出掛け前にご利用

いただける「ファストフード」や「カフェ」、バ

ラエティ豊かな「生活雑貨」が出店するほか、地

域の皆さまからご要望の強かった「書店」の移転

増床オープン、地元で長年愛されているお店の再

出店などで、毎日の生活を彩ります。

■1階：生活を彩る飲食・物販１４ショップ

42ショップがオープン！



お惣菜のまつおかはホッと笑顔になる日本のおふくろ
の味を届けています。できたての美味しさを沢山食べて
ほしいからほとんどのお店の厨房で、毎日、毎日、安心
安全なお惣菜をコトコトぐつぐつ煮込んだり、味付けを
したりほっこりする家庭の味を、お店の厨房でちゃんと
作ることを大切にしています。あなたの食卓をもっと温
かく、もっと美味しく。

おばんざい工房まつおか/ 和惣菜・弁当

＜NEW＞

eat=fashion “心とからだをハッピーにするお手伝い”
素材や産地にこだわった食材を使用し、自由な発想で、
お客様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。店内で最終加工して出来たこだ
わりの米飯、サラダ、フライ、デリをフルラインナップ
で展開し、季節に応じて随時、新商品をご用意。

eashion（ｲｰｼｮﾝ） / 洋惣菜・弁当

＜NEW＞

■地下1階：活気あふれる生鮮・食料品など２８ショップ

地下1階は毎日の生活を支える「食」と「健

康」が中心のフロアです。これまで東西2か所に

分かれていた売場を1か所に集約し、利便性・買

い回りが向上します。

皆さまからご支持をいただいている生鮮売場が

「こいわ生鮮市場」として生まれ変わり、さらに、

こだわりの「惣菜」「グロサリー」が並ぶなど、

充実した食品フロアが広がります。隣接して

「ドラッグストア」「眼科」が並び、地域の皆さ

まの暮らしをサポートいたします。

「楽しい食生活のお手伝いとメニューの新提案」
①当社厳選のこだわり商品を提供し、食卓の新たなメニ

ュー提案を行います。
②お客様の豊かな食生活をサポートいたします。
③お客様が毎日立ち寄りたくなる"お買い物が楽しくな
る"を追求し続けます。

YASUNO Foodest（ﾔｽﾉ ﾌｰﾃﾞｽﾄ） / グロサリー

＜NEW＞

創業八十年「感謝・親切・丁寧・品質本位・博学」を
社是にフルーツの味と香りにこだわって参りました。日
本国内そして世界各地から。フルーツを通じてお客様に
満足・喜び・健康を提供して参りたいと考えております。

林フルーツ（ﾊﾔｼﾌﾙｰﾂ） / 果物

＜NEW＞

これまでもご愛顧いただいていた『澤光青果』『魚力』『ニュー

・クイック』『大川水産』『神田染谷』が移転リニューアルするほ

か、新たに『YASUNO Foodest』『林フルーツ』が加わり、充実し

た生鮮食品ゾーンが誕生します。「こいわ生鮮市場」内は共通レジ

でお会計ができ、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。



■小岩をモチーフとした３か所のコミュニティーアート

２．小岩の街の皆さまとの取り組み

■館内デジタルサイネージでの地域情報発信

小岩周辺の魅力を紹介するオリジナル動画を、館内「まちかど広

場」(1階)にある専用サイネージで発信します。動画の企画制作は、

小岩の情報をSNSなどを通してユニークな切り口で発信することで人

気の「小岩デラックス」を運営する小岩コンテンツプロジェクト（㈱

フォーナ）が行います。オリジナル動画では、小岩の名所から知られ

ざるスポット、小岩の街で活躍する方々など、様々な切り口で小岩の

魅力を発信していきます。

また、今後は動画と連動したイベントも実施予定で、小岩で暮らし

ている方も、小岩に初めて来た方も「思わず小岩を散策してみたくな

る」「小岩がもっと好きになる」そんな取り組みを目指していきます。

シャポーちゃんポポちゃんの

江戸川探訪

イメージ

イメージ

素敵な観葉植物を見つけたよ！

株式会社フォーアーツデザイン 人から受け継がれてきた描画という技術を磨き上げ
ながら幅広い美術制作活動している。2000年の設立以来、地元の小岩を拠点にグロー
バルなネットワークを活かして空間に存在するあらゆるものに対してイメージの世界
を形にしながら、そこにしかない個性づくりを実現している。人と社会をつなぐコミ
ュニティーアートを通してより良い社会環境に役に立つことを目指して活動中。

今回オープンするエリアには、小岩を拠点に活躍する「フォーアーツデザイン」が手がけるコミュ

ニティーアートが３か所に描かれています。小岩の街の多様性や賑わいを虹色で表現しています。

千葉側地下街角アート− 招き猫–

千客万来。小岩の様々なモチーフと

招き猫がお客さまと街角で出会います。

千葉側エントランス –花火−

千葉側のエントランスでは弾けるような

江戸川の花火がお客さまをお迎えします。

シャポー改札脇階段 −水–

江戸川、中川の水の流れを躍動感

あふれる虹色の水玉で表現しました。

小岩コンテンツプロジェクト 小岩の魅力を発信するYouTubeチャンネ
ル「小岩デラックス」を運営。同プロジェクトを通し、小岩のレトロな
店を紹介する書籍「ラブユー小岩レトロ」の出版をするなど、小岩の街
を盛り上げる様々な企画を行っている。



３．オープニング情報

■3月30日(木)・31日(金) シャポー小岩事前入館予約

3月30日(木)及び31日(金)は皆さまに安心・安全にお買い物をお楽しみいただくため、【事前入

館予約制】とさせていただきます。ご予約いただいた方は当日受付にて予約画面をご提示いただき

ます。

[写真投稿期間] 2023年3月30日(木) ～ 4月30日(日)

[応募方法]

①シャポー公式インスタグラムのフォロー「＠shapo_official_」

②シャポー小岩にて購入した商品を撮影

③撮影した写真と指定のハッシュタグ

「＃シャポー小岩いいわこいわ投稿キャンペーン」をつけてインスタグラムに投稿

■リニューアルオープン記念インスタグラム投稿キャンペーン

②事前予約受付カウンター (受付期間：3月20日(月)～29日(水) 10:00 ～18:00 )

シャポー小岩前にて事前予約の手順をご案内させていただきます。

ご自身のスマートフォンやタブレット等をご持参ください。

※ご予約は先着順となります。また各回受付人数には上限がございます。ご予約人数が上限に達し次第、終了とさせてい

ただきます。予めご了承ください。※ご予約にはメールアドレスが必要となります。※事前予約受付カウンターは、ご予

約人数が上限に達し次第、終了となります。※詳細はチラシや館内ポスター、シャポー小岩HPにてご案内いたします。

シャポー小岩で購入した商品の写真を指定のハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿すると

豪華お食事券のほか、ショップ賞品が当たるキャンペーンを開催！

[ご予約方法]

①シャポー小岩公式LINEアカウント (受付期間：3月20日(月)～31日(金) )

シャポー小岩公式LINEアカウントにてご予約フォームへご案内致します。

予約受付開始前に友だち登録をしていただけると、予約開始をメッセージ

にてお知らせいたします。

↑シャポー公式インスタグラム

シャポー小岩
公式LINEアカウント

友だち登録はこちらから

■シャポーちゃんポポちゃん キャラクターグッズプレゼント

リニューアルオープンを地域の皆さまにお楽しみいただくため、シャポー公式キャラクター

「シャポーちゃん・ポポちゃん」のアクリルスタンドをオープン前に先着でプレゼントいたします。

※キャンペーン内容、商品は予告なく変更となる場合がございます。

※キャンペーン詳細は3月下旬頃ポスター、シャポー小岩HP等にてご案内致します。

[配布期間] 2023年3月22日(水)～

[配布場所] シャポー小岩 東京側入り口付近

[配布数] 先着2,000個（予定）※無くなり次第終了

※イメージ

※キャンペーン内容、商品は予告なく変更となる場合がございます。



４．ショップ一覧

No. フロア ショップ 会社名 業種 コメント NEW RENEWAL

1

1階

mani CREARE ㈱ポポヘアブティック 美容室

ヘアサロン「YOKOTA」が「mani CREARE」にリニューアルしました。“今
までと違う『あなた』を創る”というコンセプトのもと、お客様一人ひとりの骨
格、髪質、ライフスタイルに合わせたベストなヘアスタイルをご提案いたしま
す。＊Aujua（オージュア）取扱店。大人女性の髪質改善ケアサロン。

●

2 Kiitos ㈱スモール・プラネット
バラエティ

雑貨
フィンランド語で「ありがとう」を意味する”Kiitos”日常への感謝の気持ちを

大切に、生活の中に愉しさと豊かさを感じられるような雑貨をご提案します。
●

3 ジュエリー中真堂 中真堂㈱
貴金属
・時計

ジュエリー中真堂はおかげ様で創業109周年。お客様の立場に立ち＜夢＞を
叶えることを第一に誠実、真心の接客を心がけています、宝石は冷たい鉱物、
暖かい魂を吹き込み末永く身に着けていただけるようにお客様の豊かさ、夢の
実現のお手伝いを致します。

●

4 書房すみよし ㈱スーパーブックス
書籍・
文房具

新しいページをめくるたびに新しい発見があるように、訪れるたびに新しい
自分、自分に必要なコトに出逢える書店。お店のコンセプトである「めくり逢
い」の言葉の通り、本とお客様との「出逢い」の場となることを目指してまい
ります。

●

5
ACCESSORIES 
BLOSSOM

エステール
ホールディングス㈱

アクセサリー

ACCESSORIES BLOSSOMのコンセプトは - BLOSSOM GARDEN – 四季
折々の花が咲くブロッサムガーデンのように旬のトレンドアクセサリーが集ま
る場所。”今日身につけたいアクセサリーが見つかる。”そんな期待感が自然と
高まるアクセサリーショップです。

●

6 パスピエ パスピエ㈱
レディスファッ

ション

幅広い年齢層をターゲットにしたセレクトショップです。ディティールやモ
チーフを使った個性ある商品だけでなく流行のカラーや上質な素材を意識した
ベーシックな商品も多数取り揃えております。パスピエが独自で厳選した商品
を我々スタッフが自信をもってご紹介させて頂きますので、皆様のご来店を心
よりお待ち申し上げております。

●

7 ABC-MART ㈱エービーシー・マート
レディス
メンズ

シューズ

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ご用意、
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。人気ブランドの新
作・定番スニーカーから、ビジネス、レディースシューズまで厳選したアイテ
ムを取り揃えております。

●

8 コスメティックシドニー ㈱シドニー コスメ

お肌悩みを改善したい、似合うメイクを知りたい、化粧品の選び方を知りた
い、など様々なニーズにお応えできる化粧品専門店です。最新機器を使用して、
スキンケアやメイクの提案をし、お客様のキレイをお手伝いさせていただきま
す。

●

9 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

アメリカシアトル生れのスペシャルティコーヒーストア。「スターバックス
ラテ」をはじめとするエスプレッソドリンクやデザート感あふれるフラペチー
ノ®、ティーなど、バリエーション豊かな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。一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと
心あたたまるひとときを提供しています。

●

10 アインズ＆トルペ ㈱アインファーマシーズ コスメ
国内のコスメはもちろん話題のアジアンコスメなど、スキンケア・メイクか

らビューティーケアまで、バラエティ豊かな品揃え。からだの中から外から美
しくなる、最新トレンドをいち早く発信するコスメのセレクトショップです。

●

3COINS ㈱パル 生活雑貨

いつ行っても新しい発見がある「3COINS」はあなたの”ちょっと幸せ”をお手
伝いする雑貨店です。生活雑貨・インテリア雑貨・服飾雑貨・モバイルアイテ
ム・キッズアイテムなど、様々なアイテムを300円を中心に、幅広く取り揃え
ています。

●11

12 モスバーガー ㈱モスフードサービス ハンバーガー

モスバーガーは、”日本で生まれ、日本の味を大切にする”ハンバーガー専門
店として1972年にオープンしました。オープン当初から「おいしさ」を追求し、
商品は作り置きをせずひとつひとつ注文を受けてから作るアフターオーダー方
法で提供しています。「食を通じて人を幸せにすること」が、私たちのモスの
理念です。

●

13 Hibiya-Kadan Style ㈱日比谷花壇 生花
「そばにいつも花のある暮らし」をテーマに、日常やギフトのワンシーンを

洗練されたデザインで季節感豊かに彩ります。
●

14 自然食品店ナチュラル ㈱ナチュラル 自然食品
食の安全は我が家の食卓から。小岩の駅ビルで営業して38年。これからもお

客様に安心・安全な食と健康をお届けしてまいります。
●

15

地下
1階

コンタクトのアイシティ HOYA㈱
コンタクト

レンズ

全国350店舗を展開するコンタクトレンズの専門店です。最新商品から、カ
ラーレンズ、遠近両用レンズと幅広く取扱っております。お客様ひとりひとり
のご要望に細やかにお応えします。

●

16 金子靴店 ㈲金子靴店 シューズ
創業７０年以上続く小岩で御馴染み老舗革靴専門店です。代々引き継ぐ豊富

な知識と足型測定による医学的、科学的データに基づいて商品を選択出来ます。
是非あなたの足とライフスタイルに合った上質な靴をお求め下さい。

●

17 わたなべ眼科クリニック わたなべ眼科クリニック クリニック
小さなお子様からご年配の方まで安心して受診いただけるよう丁寧で分かり

やすい説明を心がけております。
●

18 カメラのキタムラ ㈱キタムラ
写真・

買取(カメラ、

腕時計)

カメラのキタムラでは、スマートフォンからの写真プリント、各種証明写真
の撮影等写真関連サービスだけでなく、カメラ・レンズ、腕時計、スマート
フォンの買取等幅広い商品、サービスを取り扱いしております。写真・買取の
ことなら「カメラのキタムラ」へお任せください！

●

19 トモズ ㈱トモズ
ドラッグ
ストア

医薬品・サプリメントをはじめ、化粧品・日用雑貨など豊富に取り揃え、美
と健康のベストアドバイザーとしてお客様のライフスタイルをサポートいたし
ます。また、2023年4月より調剤薬局を開局いたします。全国どちらの病院・
クリニックからの処方せんもお受けいたします。「かかりつけ薬局」として、
どうぞお気軽にご利用、ご相談ください。

●

20
カッフェ
イタリアントマト

㈱イタリアントマト
カフェ・

洋食

スタッフ全員が心を込めてお迎えする「おもてなしの空間」で厳選した豆を
焙煎、抽出したコーヒーと季節を味わうオリジナルドリンク。ソースにこだわ
りオーダーいただいてから調理するパスタ、自慢の手作り生ケーキで「楽し
い」「美しい」「イタリアンモダン」を感じていただけるカフェです。

●

21 T-HOUSE ㈲ティーハウス
レディス

ファッション

2ヶ月に１度海外へ買い付けに行き、国内ではなかなか手に入らないブランドを
取り扱っています。レアなインポート商品と、国内の有名なメーカーとを組み
合わせたレディースセレクトショップです。アメリカンテイストたっぷりの当
店へ是非お越し下さいませ。

●



No. フロア ショップ 会社名 業種 コメント NEW RENEWAL

22

地下
1階

ヴィ・ド・フランス ㈱ヴィ・ド・フランス ベーカリー
食パンやフランスパン、クロワッサンといったスタンダードな製品から、季

節感や旬の素材を使用したオリジナルの惣菜パンが勢揃い。素材や製法にこだ
わったバラエティーにとんだパンで、幅広い層のお客様をお迎えします。

●

23 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。世界の食材巡りの旅をお楽しみ下さい。

●

24 eashion カネ美食品㈱ 洋惣菜・弁当

eat=fashion “心とからだをハッピーにするお手伝い” 素材や産地にこだわっ
た食材を使用し、自由な発想で、お客様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。店内で最終加工して出来たこだわりの米飯、
サラダ、フライ、デリをフルラインナップで展開し、季節に応じて随時、新商
品をご用意。

●

25 おこわ米八 ㈱米八東日本 おこわ・弁当

創業以来、今も変わらず店内厨房で、両手でやさしく、もち米がつぶれない
よう「観音洗い」の米とぎから朝がはじまるおこわ作り。選ばれた素材と精錬
の技で丁寧に蒸し上げます。自慢のお赤飯は毎日「ささげ」を炊き、煮汁だけ
で自然な赤色に仕上げた無添加・無着色の逸品です。お赤飯をはじめ年間20種
類以上展開する季節のおこわと選べるおこわのお弁当。米八は「おこわ」を通
して日本の食文化と美味しさをつないでいきます。

●

26 横浜 昇龍園 ㈱大和グループ 中華惣菜・弁当

手造りにこだわり、安全でおいしい中華惣菜をお届けします。お客様のシー
ンに合わせてご利用いただけますようにお弁当や麺類、揚げ物や冷菜など、種
類豊富にご用意しております。飽きないよう四季に合わせた限定商品やフェア
などもご用意してお待ちいたしております。

●

27 おばんざい工房まつおか ㈱まつおか 和惣菜・弁当

お惣菜のまつおかはホッと笑顔になる日本のおふくろの味を届けています。
できたての美味しさを沢山食べてほしいからほとんどのお店の厨房で、毎日、
毎日、安心安全なお惣菜をコトコトぐつぐつ煮込んだり、味付けをしたりほっ
こりする家庭の味を、お店の厨房でちゃんと作ることを大切にしています。あ
なたの食卓をもっと温かく、もっと美味しく。

●

28 京樽 ㈱京樽 寿司
定番の茶きん鮨や伝統の技でつくる上方鮨、心のこもった商品をお作りして

います。日本の味「おすし」に京樽の心を託し、巻きずしなど充実の品ぞろえ
でお待ちしています

●

29 Butz SANDWICH ㈱ブッツ・デリカテッセン
サンドウィッチ

・惣菜
選んで楽しい、食べておいしい彩り豊かなサンドウィッチと軽食をご用意し

ております。
●

30 崎陽軒 ㈱崎陽軒 シウマイ・弁当

1859年の開港以来、世界の文化を広く取り入れてきた横浜。その横浜の地で
1908年創業。横浜で生まれ育った誇りを胸に、「名物・名所の創造」に挑み続
けています。豚肉と干帆立貝柱の風味豊かな「シウマイ」。“冷めてもおいし
い”へのこだわりが詰まった「シウマイ弁当」、日本人の味覚に合わせた「横濱
月餅」や「中華まん」など横浜の味を取り揃えております。

●

31 とんかつ和幸 和幸商事㈱
とんかつ・弁当
※イートイン有

厳選した良質の豚肉を自家挽きしたパン粉で包みオリジナルの植物性100%
の油でサクッと揚げた和幸のとんかつ。創業から60余年、伝統の調理技術とま
ごころ込めた笑顔の接客でお客様が幸せを感じていただけるお食事のひと時を
ご提供いたします。また、テイクアウトも可能ですので、ご家庭でも和幸の味
をお楽しみいただけます。

●

32 ちよだ鮨 ㈱ちよだ鮨 寿司
テイクアウトコーナーでは鮮度が自慢の「江戸前すし」を豊富に取り揃えて

います。イートインコーナーでは、寿司の原点とも言える「立食カウンター」
で本格的な江戸前すしの握りたてを召し上がっていただけます。

●

33 日本一 ㈱日本一 焼鳥・惣菜・鰻

焼鳥・惣菜・うなぎ蒲焼・お弁当などバリエーション豊富に展開。焼鳥は鮮
度にこだわった鶏肉を使用し、店内のオープンキッチンで熟練のスタッフが1本
1本丁寧に直火で焼き上げております。また、お惣菜やお弁当も店内キッチンに
て手作りし、お客様の食卓を彩ります。

●

34 グリーン・グルメ ㈱ロック・フィールド 惣菜・サラダ

グリーン・グルメは、サラダを中心に健康、安心・安全、鮮度にこだわった
そうざいを提案するブランド「RF1」がプロデュースする、そうざいのセレク
トショップ。和・洋・アジアの野菜いっぱいのSOZAIを提案します。姉妹ブラ
ンドである和そうざいの「いとはん」、アジアンフードの「融合」、コロッケ
のお店「神戸コロッケ」のバラエティに富んだ商品を取り揃えています。

●

35 肉のアマイ ㈱アマイ 精肉・惣菜
澄んだ空気と清らかな水に恵まれた山形の大地に自社直営牧場を持つほか、

当社目利きのプロが全国各地の和牛を常にリサーチし、納得のいく物だけを厳
選して仕入れ、販売しております。それらを使った手作り惣菜もお薦め。

●

36 ニュー・クイック ㈱ニュークイック 精肉・惣菜

お肉の専門店、ニュー・クイックです。専門店の豊富な知識と品揃えで美味
しい品をリーズナブルに提供します。自慢のお肉を使ったハムやお惣菜もオス
スメです。また、9の付く日（9日、19日、29日）は『クイックの日セール』を
開催！是非、お立ち寄りくださいませ。

●

37 神田染谷 ㈲染谷 鶏肉専門店
大正７年創業の老舗鶏肉専門店です。他では類を見ない商品を取り揃え、国

産にこだわり安心・安全を追求しています。
●

38 魚力 ㈱魚力 鮮魚

創業以来「安心・安全・満足」をモットーに、鮮魚専門店として鮮度、価格、
味にこだわり続け、毎朝当社のバイヤーが市場で買付けた新鮮な魚をお客様へ
提供しております。また、鮮魚専門店ならではの「旬の魚、こだわりのネタ」
を使用したテイクアウト寿司も品揃えしております。

●

39 林フルーツ ㈱ハヤシフルーツ 果物
創業八十年「感謝・親切・丁寧・品質本位・博学」を社是にフルーツの味と

香りだわって参りました。日本国内そして世界各地から。フルーツを通じてお
客様に満足・喜び・健康を提供して参りたいと考えております。

●

40 大川水産 大川水産㈱ 干物
和食文化の「ひもの」。健康志向の中、栄養価も高く焼くだけでおいしく食

べられる現代人に最適な食品。こだわりのさかなを召し上がってください。
●

41 YASUNO Foodest ㈱ヤスノ グロサリー

「楽しい食生活のお手伝いとメニューの新提案」
当社厳選のこだわり商品を提供し、食卓の新たなメニュー提案を行います。

お客様の豊かな食生活をサポートいたします。お客様が毎日立ち寄りたくなる
"お買い物が楽しくなる"を追求し続けます。

●

42 澤光青果 ㈱澤光青果 青果
大田市場より新鮮で品質の良い野菜、果物を直送。当社専属バイヤーが自信

をもってお客様に提供致します。笑顔と活気に溢れるお店です。
●

※2月20日(月)時点のショップ一覧となります。
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６．運営会社概要

シャポー小岩

JR総武線 小岩駅直結 〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-24-15

1972年7月

約6,582㎡（うち今回リニューアルエリア：約3,948㎡）

42ショップオープン予定（2月20日(月)時点）

施 設 名

所 在 地

開 業 日

売 場 面 積

店 舗 数

（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 根本 英紀

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20SC

(シャポー 5SC・ビーンズ 13SC・エキュート 1SC・味の食彩館のぼりと)

会 社 名

代 表 者

設 立 年 月

所 在 地

会 社 H P

運営するＳＣ

（２）シャポー小岩 リニューアル概要

※シャポー小岩ホームページ https://shapo.jrtk.jp/koiwa/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

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 ：ＴＥＬ(03）5334-1055

谷（y-tani@jrtk.co.jp）・森川（morikawa@jrtk.co.jp）

マーケティング開発部 ：TEL（03）5334-1056

高橋（g-takahashi@jrtk.co.jp）・西澤（nishizawa@jrtk.co.jp）

５．施設概要

「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

※閉鎖中のシャポー改札は、2023年4月1日(土) 6:30より通行いただけます。

シャポー改札 利用時間：6:30～24:00

http://www.jrtk.jp/
https://shapo.jrtk.jp/koiwa/

