報道関係者各位
2014 年 4 月 4 日
株式会社千葉ステーションビル

JR 稲毛駅「ペリエ稲毛コムスクエア」
待望のリニューアルに伴い
「ペリエ稲毛」リニューアルグランドオープン!!
4 月 25 日(金) 10 時
～毎日の生活を向上させる癒しと発見のサードプレイス～

○株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：椿 浩）は、昨年 11 月の「ペリエ
稲毛フードスクエア」のリニューアルオープンに続き、生活雑貨・ファッション・カフェなど生活密着型を追求
した 30 店舗を取り揃え、「ペリエ稲毛コムスクエア」を、2014 年 4 月 25 日（金）10 時に全面リニューアルオ
ープンします。本リニューアルにより、「フードスクエア」「コムスクエア」の全館リニューアルが完了し、「ペリ
エ稲毛」がグランドオープンします。
○「ペリエ稲毛コムスクエア」は、地域密着型の生活利便館として「Style Up Daily Life」をコンセプトに、新規
の 13 店舗と、長年ご愛顧頂いておりました 17 店舗も装いを新たにリフレッシュオープンします。
ファッションを中心としたこれまでの店舗構成から、この度、ローラ アシュレイ ギフト＆アクセサリーズや
MUJI com などの生活雑貨も加えた多種多様な店舗構成に変わり、毎日足を運んで頂いても飽きのこない、
日々の生活を彩る施設に生まれ変わります。
○今回のリニューアルに伴い、改装前のコムスクエアと SL グルメ号を含めたゾーンが「コムスクエア 1」、
新たに増床したゾーンを「コムスクエア 2」と、名称を新たにオープンします。また、レストスペース、多機能
トイレ、スロープの新設や営業時間の延長など、お客様にとって一層便利に使いやすい施設になります。
○ペリエ稲毛グランドオープンを記念して、豪華賞品が当たる「コムスクエア 1・2」「フードスクエア」合同スタ
ンプラリーや、ペリエメンバーズカードのポイントキャンペーンを実施致します。

※内装写真はイメージです。

【環境デザインコンセプト】
“Ｎａｔｕｒａｌ ＆ Ｒｅｌａｘ”
人々が集い、憩い、楽しむ楽園・劇場。ナチュラルで上質なくつろぎの
空間を提供します。

【トピックス】
１ ペリエ稲毛 注目店舗ピックアップ
○ローラ アシュレイ ギフト＆アクセサリーズ ＜インテリア雑貨＞【新店舗】
半世紀以上にわたり、上品なオリジナルテキスタイルで英国のライフスタイル
を提案するローラ アシュレイの、インテリア雑貨及びファッション小物を中心
に展開する雑貨専門店。
従来の上品でエレガントなデザインだけでなく、よりファッション性の高いデザ
インや、ユーモアを加えたカジュアルデザイン、日々の生活を楽しく演出する
遊び心のあるアイテムなど、イギリスらしい洗練された雑貨類を展開し、‘オト
ナの女性の雑貨ショップ’をお楽しみいただけます。

○MUJI com ＜生活雑貨＞【新店舗】
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・食・住の全商品の中
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、日々の暮らしをサポートする「無印良品」の小型シ
ョップです。

○DASHING DIVA・MiiMee Eyelash ＜ネイル・まつげエクステ＞【新店舗】
“ベスト・オブ・ニューヨーク”マニキュア部門を獲得したネイルサロンです。
ニューヨークブランドらしいスタイリッシュさとキュートな雰囲気で、数多くの
お客様に元気とキレイをお届けしています。

○マンスリースイーツ ＜菓子＞【新店舗】
人気のスイーツブランドはもちろん、北は北海道、南は九州まで各地で話題の
スイーツを織り交ぜて月替わりでご紹介いたします。様々なスイーツとの出会い
を是非、お楽しみください。

○ローソン ＜コンビニエンスストア＞【新店舗】
24 時間営業のコンビニとして、オリジナル商品（ファストフード、マチカフェ等）の
販売に加え、ローソンチケット・ATM・公共料金の支払い等地域の皆様に愛され
るお店作りを目指します。

※内装はイメージです。

２ キャンペーン
〇ペリエ稲毛グランドオープン記念「コムスクエア 1・2」・「フードスクエア」合同スタンプラリー！
期間中、1 会計につき、コムスクエアで 2,000 円（税込）以上・フードスクエアで 500 円（税込）以上のお買い
上げでスタンプを 1 個押印。スタンプを 3 個（コムスクエア 2 個・フードスクエア 1 個）集めたお客様に抽選
でホテル宿泊券や高級家電などの豪華賞品が当たるチャンス！！
期間：2014 年 4 月 25 日（金）〜5 月 8 日（木）の 2 週間
対象店舗：ペリエ稲毛店全店（※一部の店舗は対象外となります）
○ペリエメンバーズカードポイントキャンペーン
・事前入会促進キャンペーン
リニューアルオープン直前の 3 日間限定で、新規入会いただいた方にもれなく 100 ポイントを進呈。
期間：2014 年 4 月 22 日（火）〜4 月 24 日 （木）3 日間
場所：フードスクエア 正面入口付近 特設ブース
・ポイントアップデー
期間中、お買い上げ金額 100 円(税抜)ごとに 5 ポイントを進呈します。
期間：2014 年 4 月 25 日（金）〜4 月 27 日（日）3 日間
対象店舗：ペリエ稲毛店全店（※一部の店舗は対象外となります）

３ ペリエメンバーズカード概要
・種

類

：①ポイント専用（S カード）/年会費無料
②クレジット機能付き(W カード)/年会費 477 円(税抜)
・ポ イ ン ト ：お買上げ金額 100 円(税抜)ごとに 1 ポイントを進呈
・特
典 ：500 ポイントごとにペリエお買物券（500 円分）と交換可能

（S カード）

（W カード）

４ 運営会社
・名
・所 在
・会 社 設
・資 本
・運 営 施

称：株式会社千葉ステーションビル
地：千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル 7 階
立：1961 年 8 月 1 日
金：2 億円
設：ペリエ千葉、ペリエ稲毛、ペリエ西千葉、ペリエ津田沼、ペリエ検見川浜、
ペリエ稲毛海岸、ペリエ海浜幕張、Dila 津田沼（※）、四街道駅ビル（※）、アルカード茂原（※）
（※ペリエポイントカード対象外施設）

〇ペリエ稲毛 コムスクエア フロアマップ

拡大

（※下記店舗番号は次ページの予定店舗一覧の番号となります）

＜参考資料＞
■ペリエ稲毛 コムスクエア 1 予定店舗一覧
【基本営業時間】コムスクエア 1 平日 10：00～22：00 土曜・日曜・祝日 10：00～21：00
（※一部ショップにより異なります）
No. 館名

ペリエ稲毛
新規出店

1

2

○

3

店舗名

業種業態

店舗内容

青山フラワーマーケット

フラワーショップ

「Living With Flowers Everyday」をコンセプトに、花と緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案するフラ
ワーショップです。

タリーズコーヒー

カフェ

一杯一杯手作りで提供する本格的なコーヒーをお楽しみいただけるスペシャルティコーヒーショップです。
※全日 7：00～22：00

医療法人きぼう会ペリエ稲毛歯科

歯科

稲毛エリアを中心として最新、最善の診療技術・知識の研鑽や心温まる医療サービスを提供いたします。
※平日【午前治療】 10：00～13：30 【午後治療】 15：00～20：00
土曜【午前治療】 10：00～13：30 【午後治療】 14：30～17：00
（日曜・祝日休診）

4

○

MUJI ｃｏｍ

生活雑貨

毎日のように使うものはいつも通る場所でさっと買う。無印良品との新しい付き合い方。

5

○

バス案内所

バス案内所

平和交通と京成バスの窓口が設置されます。
※平和交通 平日 14：00～19：00、 土曜・日曜・祝日 13：00～18：00
京成バス 平日 15：00～20：00、 土曜・日曜・祝日 9：00～13：00

6

白洋舎

クリーニング

白洋舎は日本で初めてドライクリーニングを導入しました。大切な一着を白洋舎の高品質なクリーニングでケア
致します。
※平日 8：00～21：00、 土曜・日曜・祝日 9：00～20：30

7

ユニクロ

婦人服・紳士服
服飾雑貨

最新の店舗デザインでリニューアルオープンするユニクロペリエ稲毛店は、店舗面積が増床し取扱いアイテム
も増えました。

8

マツモトキヨシ

ドラッグストア
調剤薬局

医薬品・健康食品・化粧品を中心に「より良い品をより安く」をモットーに、安心・安全で美と健康に役立つ商品
をご提供致します。
※調剤コーナー営業時間 全日 10：00～20：30

9

くまざわ書店

書籍

話題の本、ロングセラー映像化商品や、仕事に関わる資格、語学書など幅広く品揃えしております。

10

Annie 1941

文具・雑貨

ちょっと楽しい、ちょっとおしゃれな文房具・小物雑貨を集めて見ました。きっとあなたのお気に入りに！

11

cactus..cepo.

婦人服、服飾雑貨

シンプルアイテムとトレンドをMIXした自然に溶け込む気取らないカジュアルショップ。元気いっぱいハッピーライ
フを提案します。

ITS'DEMO

婦人服・雑貨

いつでも「ちょっと幸せ」「ちょっと助かる」をキーワードに「いつでも立ち寄りたくなる」商品とサービスを提案する
ファッション・コンビニエンスストアです。

○

B.L.U.E.

婦人服・服飾雑貨

自由・自然に・自分らしいスタイルを楽しむ女性に向けたジーニング×ワーク×リラックスベースのカジュアルブ
ランドです。

○

DASHING DIVA・MiiMee Eyelash

ネイル・まつげエクステ

NY発、セレブご用達のネイルブランド。人気のジェルネイルをはじめ豊富なメニューを揃えています。DASHING
DIVAはネイルを通じてお客さまに元気をお届けいたします。またまつげエクステもあり、お客様にトータル
ビューティーをご提案いたします。

リラクゼ

リラクゼーション

個室空間で「至福のひととき」を！ほぐし・整体・リフレ・アロマトリートメントなどを通じて、身体にたまった疲れ
やコリを癒します。

PRIMO

カフェレストラン

千葉駅前で、長年ご愛顧頂いている「トレビアン」の新業態となります。パスタを中心に、地元の食材をふんだ
んに使ったメニューでお迎えします。
※全日 7：00～翌2：00

ブランド楽市

リサイクル

ブランド品・貴金属・宝石をプロの目利きが高価買取致します。憧れの高級ブランド品を格安提供致します。

12
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15

16

○

17

18

○

マンスリースイーツ

菓子

マンスリースイーツは月替りで、人気の定番スイーツから地域の隠れた名店まで幅広くスイーツを提供。

19

○

ローラ アシュレイ ギフト＆アクセサリーズ

インテリア・生活雑貨

英国ブランド「ローラ アシュレイ」のギフトアイテムやインテリア＆生活雑貨、ファッション小物を展開する雑貨
専門店です。ブリティッシュテイスト溢れる商品を通して、心安らぐ英国のライフスタイルを提案します。

20

ハウス オブ ローゼ

化粧品

ハウス オブ ローゼは肌にやさしい自然志向のスキンケアを中心に、生活にうるおいと楽しさを与える商品を揃
えたショップです。

21

靴下屋

靴下

靴下専門店ならではの素材にこだわった商品から、トレンドの商品まで幅広い品揃えになっております。

22

off&on KITCHEN

生活雑貨

オリジナルアイテムに加え、専門的なキッチン商材のラインナップやバラエティ豊かな食品が充実しています。

23

○

プレミィコロミィ

生活雑貨

「世界中を旅して集めた想い出の品をお客様に届けたい」をコンセプトにしたお店のつくりと、ちょっと可愛いギ
フトラッピングにはこだわっています。

24

○

プレイヤーズ自由が丘

バック・服飾雑貨

PLAYERSは、大人かわいいバッグや雑貨を通して多くの楽しさをお届けします。ハンカチや雑貨はギフトにも最
適です。

デジタルフォトパークデピット

写真プリントサービス

当店は「お客様に尽くす」を大切にし、お写真のプリント等思い出作りのお手伝いをしています。

25

■ペリエ稲毛 コムスクエア 2 予定店舗一覧
【基本営業時間】コムスクエア 2 全日 10：00～21：00
（※一部ショップにより異なります）
No. 館名

26

27

28

29

30
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ペリエ稲毛
新規出店

店舗名

業種業態

店舗内容

○

ローソン

コンビニエンスストア

24時間営業のコンビニとして、オリジナル商品（ファストフード、マチカフェ等）の販売に加え、ローソンチケット・
ATM・公共料金の支払い等地域の皆様に愛されるお店作りを目指します。
※全日 24時間営業

○

QBハウス

ヘアカット専門店

ヘアカットに特化した専門店です。男性女性問わずご利用頂けます。お仕事帰りや、お買物の合間などお気軽
にお立ち寄り下さい。

KORAN

婦人服

オリジナルや輸入(スペイン/フランス)の個性的な服や、パーティードレス、スーツ、タウンファッション等、品格
のある洗練された服を集めています。

MAIL by VOICE

婦人服

ちょっとおしゃれで輝きあるライフスタイルをあなたにご提案。魅力あるプライスにてお待ちいたしております。

東京靴流通センター

靴

生活に欠かせないアイテムをエブリデイロープライスで提供する靴の専門店です。

○

