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報道関係各位 

2017 年 7 月 10 日 

東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社 

株式会社千葉ステーションビル 

 

ペリエ千葉（2階～7階）9月 7日(木)新規オープン！ 

出店する全 107 ショップリストを公開！！ 
千葉県初出店は 30 ショップ 

『BEAMS』や『東急ハンズ』など千葉市初出店大型ショップにも注目！ 

 

東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社(千葉県千葉市中央区/千葉支社長:西田 直人)と株式会社千葉ステー

ションビル(本社:千葉県千葉市中央区/代表取締役社長:椿 浩)は、共同事業で推進する千葉駅・駅ビル建替え

計画に伴い、千葉駅ビル「ペリエ千葉」の 2 階から 7 階を 2017年 9月 7日(木)に新規オープンいたします。 

この度、出店する全 107 ショップを公開いたします。 

最新のレディス・メンズファッションを扱う『BEAMS
ビ ー ム ス

』 『nano
ナ ノ

・
・

universe
ユ ニ バ ー ス

』 『URBAN
ア ー バ ン

 RESEARCH
リ サ ー チ

 ROSSO
ロ ッ ソ

』

『ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ』をはじめ、ハウスウェア、ヘルス&ビューティ、ステーショナリーなど、幅広い分野

で多種多様な商品を取り揃える『東急
とうき ゅ う

ハンズ』、革新的で機能に優れたアウトドアウェアからタウンを快適にするウェアま

で多彩なユーザーニーズに対応する『Columbia
コ ロ ン ビ ア

 Sportswear
ス ポ ー ツ ウ ェ ア

』、千葉県初出店で、ナショナルブランドとのコラボレ

ーションをはじめ、東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信する『atmos
ア ト モ ス

』、ゆったりくつろげる空間で書籍とカフェ

の融合の場を提供する『くまざわ書店
し ょ て ん

』 『タリーズコーヒー』など様々なジャンルのショップがオープンいたします。 

5 階には、食事をしながら笑顔と会話が弾む、バラエティ豊かなレストラン・カフェ 13 ショップを集積した「ペリエダイニン

グ」が登場。２階、3階には、「千葉でのくらしをより良く」をテーマに常設ショップや期間限定ショップ、フリースペースなどで

構成された『チバコトラボ』を展開します。 

また、お子さまをお連れのお客さまも安心してショッピングをお楽しみいただけるよう5 階にベビールームを設置するととも

に、緑あふれる屋上庭園『えきうえひろば』をはじめ、4 階から 6 階の各フロアにはレストスペースを配し、お買い物の合

間の憩いの場としてご利用いただけます。さらに、ご案内やカード入会のお手続きといった従来の機能はもちろんのこと、

外国から訪れるお客さま向けに一括免税手続き機能を持ったインフォメーションの開設、6 階には 3 つのクリニック、調剤

薬局を集積するなど、様々な生活シーンに対応したサービスを拡充いたします。 

その他、ご宴席や会議など多彩な目的でご利用いただける『ペリエホール』や、ＪＲ東日本グループが推進する子育

て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」の一環である『植草
う え く さ

学園
が く え ん

千葉駅
ち ば え き

保育園
ほ い く え ん

(仮)』（2018 年 4 月開園予定）

の開設など、ファッションビルにとどまらない街の新しい「交流の場」となる商業施設を目指してまいります。 

 

千葉駅・駅ビル建替え計画では、千葉駅から発信する新しいライフスタイルステーションの創造『From 千葉』を合

言葉に、2018 年のグランドオープンを目指して開発を推進しています。都心から発信される都市型の刺激的で先進

的なスタイルと、千葉のオーガニックでカジュアルなスローライフを掛け合わせた、千葉ならではの豊かなライフスタイルを提

案してまいります。 
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フロア構成(9 月 7 日現在) ※青色部分が新規オープンするエリア                       
 



 

3 

 

 

 

＜３階＞８ショップ 

「トレンドパレット」をテーマに、ペリエ千葉のメインエントランスとしてふさわし

い人気のショップと雑貨を集積し、トレンドを日々発信していきます。 

メンズ・ウィメンズのカジュアルウェアや小物を中心に、雑貨も充実したライ

ンアップを取り揃える『BEAMS
ビ ー ム ス

』(レディス・メンズファッション)、高感度なトレ

ンドを創造し、ヨーロピアン・トラディショナルが持つエレガントさを打ち出すこと

で、おしゃれをする喜びをお届けするセレクトショップ『nano
ナ ノ

・universe
ユ ニ バ ー ス

』(レ

ディス・メンズファッション) などが千葉市初出店で登場いたします。 

 

 

 

 

<2階・３階 チバコトラボ＞ ６ショップ 

2 階と 3 階にまたがる約 200 坪のメゾネット空間に、「千葉でのくらしをより良く」をテーマとした、6 つの物販・飲食店

と、約 80 席の客席を配置したフリースペースから構成される「チバコトラボ」が誕生します。 

物販では、美しい自然や季節を表現する生花、日常の中のちょっとしたギフト提案を軸にした生活雑貨、ワインを中

心に日々の食を彩るグロッサリーなどを展開します。 

飲食店では、近隣の方々が集い楽しむ、千葉のカフェ文化に注目し、皆さまに愛されるこだわりのコーヒー、 

素材の良さを生かしたフードメニューを提供するカフェが登場いたします。 

フリースペースでは、気軽にご参加いただけるワークショップやイベントを定期的に開催し、地域の皆さまとの交流を生

む集いの場、ライフスタイル発信ゾーンを目指してまいります。『LOUPE
ル ー ペ

』では、千葉での日常をもっとポジティブに楽しめ

るような雑貨や食品の期間限定ショップが登場します。 

 

 

 

＜４階＞49 ショップ 

「デイリースタイルギャラリー・ビューティーギャラリー」をテーマに、リアルクローズからトレンドアイテムまで、上質感や 

自分らしい豊かさを身にまとう視点で編集された、大人のファッションゾーンです。コスメからアクセサリーなど日々気になる

旬なアイテムを展開いたします。イベントスペース『motto
モ ッ ト

』では、日々の暮らしがもっと魅力的になるような衣料、アクセ

サリー、コスメなど話題のショップやイベントが期間限定で登場します。 

また、駅・ペリエ千葉エキナカと駅ビル４階直結の「ペリエ改札」を新たに設置します。「ペリエ改札」は 10～21 時までご

利用いただける IC カード専用改札です。 

※切符・磁気定期券等でご利用のお客さまは、３階の中央改札・西改札のご利用をお願いします。 

 

 

 

ペリエ千葉（2 階～7 階）フロア概要/注目ショップ 
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＜５階＞31 ショップ 

「アクティビティスタイル」をテーマに、ハイスペックでタウンユースも出来るウェアを取り揃えたショップ、トラベル用品の専門

店、活動的な暮らしを楽しむためのファッション＆グッズなど、３世代にわたり一緒に選べるライフスタイルショップを展開し

てまいります。 

バラエティ豊かな 13 のレストラン、カフェが並ぶ「ペリエダイニング」には、『アロハテーブル』(ハワイアン・カフェ&ダイニング)

や『JINNAN
ジ ン ナ ン

 CAFE
カ フ ェ

』(カフェ・レストラン)など、屋上に面したテラス席でお食事をお楽しみ頂けるレストランも登場。『お

だしうどん かかや』(うどん)、『パパイヤリーフ』(エスニック)など、女性に人気の高いショップも千葉県に初登場いたします。 

なお、『植草
う え く さ

学園
が く え ん

千葉駅
ち ば え き

保育園
ほ い く え ん

（仮）（事業者名：学校法人植草学園）』も 2018 年 4 月に開園予定です。 

 

 

 

 

 

＜６階＞13 ショップ 

「豊かな生活サポート」をテーマに、カフェ、書籍や文具、健康をサポートするクリニックや薬局、旅行会社など生活 

サポートショップを展開いたします。ハウスウェア、ヘルス&ビューティ、ステーショナリーなど、幅広い分野で多種多様な商

品を取り揃える千葉市初出店の『東
と う

急
きゅう

ハンズ』(生活雑貨・ステーショナリー)、豊富な旅行プランを提案する『 J T B
ジェイティービー

ト

ラベルゲート』(旅行会社)、ゆったりくつろげる空間で書籍とカフェの融合の場を提供する『くまざわ書店
し ょ て ん

』(書籍)『タリーズ

コーヒー』(カフェ)などが登場いたします。 

また、外国から訪れるお客さま向けに一括免税手続き機能を持ったインフォメーションの開設、3 つのクリニック、調剤

薬局を集積するなど、様々な生活シーンに対応したサービスを拡充いたします。 

屋外レストスペース「ペリエテラス」はお買物の合間に便利にお使いいただける、ちょっとした空間です。 

 

 

 

＜７階＞「ペリエホール」 

パーティー、ご宴会や各種会議など多目的に利用できる『ペリエホール』は、 

最大 306 名収容の会議室をはじめ、大小合わせ全 6 室。 

会議、プレゼンテーションなどビジネスフィールドはもちろん、セミナーや 

懇親会など多様な用途・規模の会合にご利用いただけます。  

お食事のご利用には、パーティー料理をはじめとしたケータリングサービス、マ

イク・音響機器など各種備品もご用意しております。 

※ご予約は下記にて受付中です  

TEL:043-445-8300 FAX:043-445-7900  

（月～金 10：00～18：00） ペリエホール予約担当まで 
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 ペリエ千葉では、以下の新しい取り組みを実施して参ります。 

 

●4階 イベントスペース「motto」 

4 階にはイベントスペース『motto
モ ッ ト

』を展開いたします。自分だけのライフスタイルを日々追求している方や、新しいモノ

を自分のものにして楽しめる方をターゲットに、“MORE FASHIONABLE!”というコンセプトのもと、旬なモノやコトを発

信してまいります。 

日々の暮らしがもっと魅力的になるような衣料、アクセサリー、コスメなど話題のショップやイベントが期間限定で登場

する、変化あふれる楽しい空間です。 

 9 月 7 日からは、『ロクシタン』(コスメ)が期間限定で登場します。 

 

●5階 「えきうえひろば」 

四季折々の植物をお楽しみいただける、緑あふれる屋上庭園 

「えきうえひろば」は、駅の直上の光あふれる憩いの場としてイベントや 

ワークショップなどを定期的に開催し、お客さまが集い、賑わう解放感溢れる

空間です。 

『アロハテーブル』(ハワイアン・カフェ&ダイニング)、『JINNAN
ジ ン ナ ン

 CAFE
カ フ ェ

』 

(カフェ・レストラン)は、「えきうえひろば」に面したテラス席でお食事やお飲物をお楽しみ頂けます。 

 

●5階 「ベビールーム」 

5 階にはベビールームを設置し、お子さまがいる方も安心してショッピングをお楽しみいただけます。 

ベビールームは、安心して授乳ができる個室の授乳室はもちろんのこと、キッズトイレを整備し、広々と快適にご利用

いただけるおむつ交換台やお着替え台を設けたエリア、シンクや電子レンジ、調乳用温水器を設置した休憩エリアを整

備し、お子さまをお連れのお客さまに快適で嬉しい空間を提供します。 

 

●4～6階 「レストスペース」 

4～6 階の各フロアには外光が差し込む大きな窓に面し、イスを配置した「レストスペース」を設置いたします。 

お荷物をおまとめの際や、お買い物の合間の憩いの場として便利にご活用いただけます。 

 

●6階 「インフォメーション」 

 「インフォメーション」では、館内ご案内やカード入会のお手続きといった従来の機能はもちろんのこと、外国から訪れる

お客さま向けに一括免税手続きを行うことができます。 

 

●地元千葉への想い 「千産千消」の推進  

 ペリエ千葉では、千産千消（千葉（地元）で採れた食材を千葉（地元）で消費すること）に積極的に

取り組んでおります。食品はもちろんのこと、レストランでも千産千消メニューの展開を推進するなど、千葉に

根差した企業として、千葉の産業を応援いたします。 

ペリエ千葉の新しい取り組みについて 
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大業種 小業種 新ブランド
千葉県

初出店

千葉市

初出店

スターバックスコーヒー

スターバックスコーヒー

ルーペ

LOUPE

カフェ リン

Café Rin

フード ワースハウス

Food worthhouse

ザワリィー

Zawariii

フル―リスト ボンマルシェ

FLEURISTE BON MARCHE

ビームス

BEAMS

ジョンマスターオーガニック セレクト

ジョンマスターオーガニック セレクト

メルヴィータ

メルヴィータ

サマンサタバサ

サマンサタバサ

アルアバイル

allureville

ローズ バッド

ROSE BUD

ナノ・ユニバース

nano・universe

ヨンドシー

4℃

ディーゼル

DIESEL

ビーラデイエンス/ファビュラス アンジェラ

BE RADIANCE/Fabulous Angela

ラボラトリーワーク

ラボラトリーワーク

イェッカ ヴェッカ

YECCA VECCA

エメ

AIMER

ルクール ブラン

le.coeur blanc

クラシカル＆フェミニンをベースに、トレンドを程良くミックスしたパーティスタイルを提案します。ドレスはもちろん

シューズ・バック・ネックレスなど小物も充実しています。

20 4Ｆ ファッション レディスファッション

程よくトレンドを取り入れた“大人のフレンチカジュアルスタイル”。時代を超えて愛されるベーシックアイテムと今

の気分を反映するトレンドアイテム。女性としてのかわいらしさ、自分らしくあることを大切に過ごす女性たちに

日々が心地よく、輝けるスタイルを提案します。

19 4Ｆ ファッション レディスファッション

ディティールに都会的な香りを感じさせる、自立した女性に向けた大人カジュアルブランドです。素材や縫製の

上質感は保ちつつ、ジャンルやオンオフを問わず、様々な日常シーンに着られる服を提案します。

18 4Ｆ ファッション レディスファッション
自由なマインドでファッションを楽しみたいすべての大人の女性に向けて日常をクラスアップさせる個性的なリア

ルクローズを提案します。

17 4Ｆ ファッション レディスファッション

イタリアのプレミアム・カジュアル・ブランドです。デニムをはじめ、メンズ・レディースのコレクションを展開します。

16 4Ｆ ファッション レディスファッション

ビーラディエンス：ONもOFFもいつだって自分らしくオシャレを楽しむ女性に向けた時代と共に変化する”リアル

クローズ”を提案します。ファビュラス：オトナな働く女性に向けたコンテンポラリーエレガンススタイルです。いくつ

になっても女性らしく輝きたい方に向けた＜オトナキレイ＞なクローゼット提案します。

15 4Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション

●
高感度なトレンドを創造し、ヨーロピアン・トラディショナルが持つエレガントさを打ち出す事で、お洒落をする喜

びをお届けするセレクトショップです。

14 3Ｆ ファッション雑貨
ジュエリー・財布・

バッグ

～すべての女性たちへ美しさとときめきを～

いくつもの喜びの瞬間に寄り添い、今までも、そしてこれからもすべての女性の人生とともに輝き続けます。

13 3Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション

●

いつもポジティブな自分を持ち、上品で常に遊び心を持った女性に向けて提案します。上質な物作りにこだわ

り、時代に合わせて進化させたスタンダードなアイテムと様々なスパイスをバランスよく構成。それぞれをMIXした

スタイリングをお楽しみいただけます。

12 3Ｆ ファッション レディスファッション ● ●
オリジナルアイテムと、独自のフィルターを通して世界中から集められたインポートアイテムが並ぶクローゼットのよ

うなセレクトショップです。

11 3Ｆ ファッション レディスファッション

●
フランス発のオーガニックコスメブランドです。天然素材から厳選した原材料を使い、生物学の知識と研究に基

づいたスキンケアやボディケア製品を通じ、植物や季節と響きあう美しい暮らしを発信しています。

10 3Ｆ ファッション雑貨 バッグ ●

サマンサタバサグループの代表ブランドです。JAPANオリジナルの“KAWAII”とサマンサタバサのスタート地であ

るNYの“COOL”をMIX。

カジュアルからエレガントまでトレンド感、華やかさ溢れるラインを展開します。

9 3Ｆ コスメ コスメ

●
メンズ・ウィメンズのカジュアルウエアや小物を中心に、ファッション雑貨をはじめ生活雑貨も充実したラインアップ

を取り揃えます。多彩な品揃えで毎日を楽しくするファッションを提案します。

8 3Ｆ コスメ コスメ ●
天然由来成分を贅沢に配合したオーガニックコスメが揃う＜ジョンマスターオーガニック＞＜エルバビーバ＞＜

シン　ピュルテ＞の3ブランドを展開。髪から肌まで、お悩みに応じたトータルケアをご提案します。

7 3Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション

●

ステテコをキーアイテムに、快適なくつろぎを発信する【steteco.com】の新展開。「～ざわり」「～ごこち」を

キーワードに、五感を心地良くくすぐる、選りすぐりの衣食住を独自編集しました。みて、きいて、かいで、さわっ

て、あじわって。人から人へ、気持ちとフィーリングを伝えるものが発見できる生活用具店です。

6 3Ｆ 書籍・生活雑貨 生花・鉢物 ● ●
「花で気持ちを伝え、季節を伝える」ことをミッションとして高質でフレッシュな花やグリーンをハイセンスなデザイ

ンでお求めやすく提供します。

5 3Ｆ 書籍・生活雑貨
リラクシングウェア・

生活雑貨
●

「探して 見つけて 広がる BOSOライフ」をコンセプトに、千葉での日常をもっとポジティブに楽しむアイデアを提

案する期間限定ショップです。雑貨や食品などのショップが次々と入れ替わります。

●
銀座4丁目が本店の炭火焙煎珈琲.凛の新業態。自家焙煎豆のドリップコーヒーやスイーツ、ホットサンドな

どのフードも充実。アルコール類とおしゃれなフードプレートも用意しています。

4 3Ｆ 食品 グロッサリー ● ● ●
「食を楽しみ、食から新たな発見」「和洋の新しい食の提案」を追求し続ける、当社厳選のこだわり商品を取

り揃えた食品専門店です。

3 3Ｆ レストラン・カフェ カフェ ● ●

No フロア ショップ名

業種 出店区分

ショップ紹介文

1 2Ｆ

チ

バ

コ

ト

ラ

ボ

レストラン・カフェ カフェ
アメリカ　シアトル生まれのスペシャルティ　コーヒーストア。高品質のアラビカ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。

2 3Ｆ 期間限定ショップ 期間限定ショップ

 

 
ショップ一覧 
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大業種 小業種 新ブランド
千葉県

初出店

千葉市

初出店

ベーグル　アンド　ベーグル

BAGEL ＆ BAGEL

ピーチ・ジョン・ザ・ストア

ピーチ・ジョン・ザ・ストア

アンデミュウ

Andemiu

ハートダンス

Heartdance

ミッシュ マッシュ

MISCH MASCH

マリークヮント

マリークヮント

ドゥアルシーヴ

ドゥアルシーヴ

オルビス・ザ・ショップ

オルビス・ザ・ショップ

イー・エー・グラン

イー・エー・グラン

ガーランドオブデュウ

Garland of Dew

ロイスクレヨン

Lois CRAYON

アフタヌーンティー・リビング

Afternoon Tea LIVING

エンスウィート ルミエール デトワール

ensuite lumiere detoiles

ラリン

Laline

アンフィ

アンフィ

ザ・ボディショップ

ザ・ボディショップ

カナルヨンドシー

カナル4℃

マークスアンドウェブ

マークスアンドウェブ

ハーブセンモンテン　エンハーブ

ハーブ専門店　enherb

ネイルクイック オアシス

ネイルクイック オアシス

専門知識をもったスタッフが、目的やお好みの風味などをお伺いし、お一人おひとりに最適なハーブティーをご

提案します。オーダーメイドで調合し、お客さまだけのブレンドをお作りすることも出来ます。

40 4Ｆ サービス・その他 ネイルサロン ●
丁寧なケアが自慢♪爪にやさしいネイルサロン。マニキュア、ジェルネイルはもちろん、ケアメニューも充実してい

ます。日常のお手入れから特別な日のネイルアートまでお気軽にご相談ください。

39 4Ｆ 書籍・生活雑貨 ハーブ

●
全ての女性を可愛くするジュエリーを届けたい、そんな想いから誕生したカナル4℃。今までにない、自由で、

楽しい、そしてたくさんのかわいいジュエリーを世界中から集めてお届けします。

38 4Ｆ コスメ
自然派化粧品・

生活雑貨

2000年に東京で生まれたマークスアンドウェブ。年齢や性別を問わず、自分らしく暮らしを楽しみたい方へ向

けて、植物の恵みを生かしたデイリーケアやライフスタイル雑貨を提案します。

37 4Ｆ ファッション雑貨 ジュエリー

meet & sweetie 新しい、かわいい、に出会う場所

 「ねぇ、ほら、みてみて!」 いつだって、新しい、かわいいがいっぱい!

女の子をドキドキ、ワクワクさせちゃうお店。 さぁ、あなたの“かわいい”をAMPHIで見つけて。

36 4Ｆ コスメ コスメ
世界中の自然の恵み、美容の知恵と、環境や社会への優しさを詰め込んだ、

お肌だけでなく心もうるおうナチュラルでエシカルな自然派化粧品ブランドです。

35 4Ｆ ファッション雑貨 ランジェリー

ブランド名はフランス語で"「次」を照らす星あかり"という意味。ちょっぴりトレンド要素を加えて、今っぽいお洒

落を手軽に楽しめる自然体で洗練されたフレンチカジュアル。エンスウィート・ルミエールの品揃えを更に拡大し

たセレクトショップです。

34 4Ｆ コスメ コスメ ●
死海のミネラルで有名なイスラエル発のボディケアコスメを多数取り揃えています。商品を通じて、すこやかで幸

せな香りに満ちた生活を体感していただくためのライフスタイルを提案しています。

33 4Ｆ ファッション レディスファッション

”知的で健康的で可愛くて楚々としたLois CRAYONという架空の女性に似合う服”をコンセプトに、彼女の

ワードローブを展開します。

32 4Ｆ 書籍・生活雑貨 生活雑貨
「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。そんな

シアワセのきっかけと出会える心地よいライフスタイルを提案しています。

31 4Ｆ ファッション レディスファッション

●
バリスタこだわりのスペシャルティコーヒー。季節感を味わうフードやデザートにも「上質」をプラスしました。日常

使いでありながら、あらゆる時間帯で心地よく過ごせるカフェです。

30 4Ｆ ファッション雑貨 アクセサリー ● ●
大人の女性の心を満たすジュエリー感覚のアクセサリーセレクトショップです。ジュエリー感覚の繊細で華奢なア

クセサリーを中心にハンドメイドの作品やメッセージ性のある雑貨などを提案します。

29 4Ｆ レストラン・カフェ カフェ ●

ベーシックとトレンドをMIXし、”フレンチフェミニン”の要素をベースにしながら、さまざまなスタイルを送る女性たち

の個性を引き出すブランドです。

28 4Ｆ コスメ　 コスメ
肌にやさしい100％オイルカットスキンケアで人気のオルビス。無油分・無香料・無着色・全品アレルギーテス

ト済みなど、徹底して安全性と品質にこだわるアイテムが揃います。

27 4Ｆ ファッション レディスファッション

美人度120％！恋するON/OFF服！大人可愛いエレガンスカジュアルを表現したブランドです。着るだけで

気分も美人度もUP！女性の柔らかさを感じさせるフェミニンスタイルに、今旬エッセンスをプラスします。

26 4Ｆ コスメ コスメ
「自由に、自分らしく。」― MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、今以上にいきいきと

輝いてほしいという想いが込められています。

25 4Ｆ ファッション レディスファッション

●
「変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライフスタイルを提案する」をコンセプトに、ベーシッ

クな中にも機能性を取り入れた商品で、働く女性が楽しめるスタイルを提案していきます。

24 4Ｆ ファッション雑貨 アクセサリー ●

Heartdanceがご用意するアレンジが何通りも出来るアクセサリーは、オフィシャルからプライベート使いまでの

バリエーションが豊富。だからこそ、リバーシブルで使えるアイテムやデコラティブなアイテムなど、Heartdanceで

しか買えないアイテムがたくさん。ファッションのトレンドを意識してリンクした旬度の高いトータルコーディネートが

可能なアクセサリーブランドです。

23 4Ｆ ファッション レディスファッション

22 4Ｆ ファッション雑貨 ランジェリー
“Life is Beautiful”をコンセプトに、ランジェリーをはじめ、ルームウエアやアパレル、コスメなど、人生をより美し

く楽しく生きる女性へ、その魅力を最大限に引き出す商品をお届けします。

21 4Ｆ レストラン・カフェ ベーグルカフェ

出店区分

ショップ紹介文No フロア ショップ名

業種

“しっとり＆もちもち”食感とヘルシーさが自慢のベーグル専門店です。最高級の小麦粉を使い小麦本来の甘

みを楽しめる定番ベーグルを1つ1つ店内で焼き上げています。 また、シーズナルベーグルやオリジナルマフィン

もご用意しております。焼きたてベーグルをお楽しみください。

 

 
ショップ一覧                   
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大業種 小業種 新ブランド
千葉県

初出店

千葉市

初出店

ソシエ アヴェダ

ソシエ アヴェダ

ビューティジーンプロフェッショナル

ビューティジーンプロフェッショナル

ダイアナ

ダイアナ

アーバンリサーチ ロッソ

URBAN RESEARCH ROSSO

ビューティーアンドユース ユナイテッドアローズ

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ

ジネス

ジネス

ソコラ　メイソングレイ

socolla　MAYSONGREY

ルゥ デ ルゥ

Rew de Rew

ロジェ・ガレ

ロジェ・ガレ

キールズ

キールズ

アングリッド

Ungrid

コクーニスト

コクーニスト

リヴドロワ

RIVE DROITE

バビロン

BABYLONE

ルトリオ アバハウス

LE TRIO ABAHOUSE

プロポーションボディドレッシング

プロポーションボディドレッシング

ドット アンド ストライプス チャイルド ウーマン

ドット アンド ストライプス チャイルド ウーマン

ナチュラル ビューティー ベーシック

NATURAL BEAUTY BASIC

サマンサティアラ アンド サマンサシルヴァ

サマンサティアラ ＆ サマンサシルヴァ

エテ

ete

出店区分

ショップ紹介文No フロア ショップ名

業種

●
美と植物科学を追及するアヴェダ。地球環境を配慮する世界観の中でソシエが目指す高品質な技術とサー

ビスをご提供してまいります。暖かみと安らぎの空間でリラックスしたお時間をお過ごしください。

42 4Ｆ サービス・その他
眉・まつ毛専門

サロン
● ●

骨格・輪郭に基づいた美眉スタイリング技術と、丁寧に装着する美まつ毛エクステを提供する目元専門サロ

ン。スタイリスト全員が美容師免許を取得。最高の技術力で貴方の美しさを引き出します。

41 4Ｆ サービス・その他 ヘアサロン ●

日々の人生のなかで時代にあった感性と洗練された心を持ち、輝きはじめる現在を生きる女性のためのブラン

ドです。現在を生きる女性のためにエレガンスを基調に時代を感じさせるシューズ＆バッグを提案いたします。

44 4Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション
● ●

「SHOW WINDOW」をコンセプトに、カジュアルでありながら艷やかでエレガントなスタイルを提案するセレクト

ショップです。

43 4Ｆ ファッション雑貨 シューズ・バッグ

●

“FREEDOM”“STANDARD”

永続的であるこの2つの精神を持ち、いつまでも柔軟性を失わない感受性や精神性の輝きをテーマに

BEAUTY＆YOUTHの価値観を表現していきます。

46 4Ｆ ファッション レディスファッション
日常着のカジュアルにも凛とした女性らしさを大切に。

MODE・BALANCE・ESSENCEをキーワードに今の時代を表現するスタイリングを提案します。

45 4Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション

●

誰だって毎日の生活は楽しいものにしたい。そんな女性たちにちょっとしたアイディアとユーモアで、ストレスフリー

な毎日をプレゼント。「飾りすぎない自分らしいスタイル」を好むエフォートレスな女性たちへ送る、socollaスタ

イル。

48 4Ｆ ファッション レディスファッション ●
トレンドを取り入れつつ、シーンに合わせ『上品・安心感・大人可愛い』演出を忘れない女性のためのブラン

ド。いつもキラキラ輝いていたいお洒落な女性たちのココロを刺激するスタイルを提案します。

47 4Ｆ ファッション レディスファッション ●

●
1862年パリで生まれたロジェ・ガレ。創業以来、こだわりの自然由来成分を配合した製品によるフレグランス

ビューティーケアを提案しています。ピュアな喜びと、幸せ香る心地よいひとときを。

50 4Ｆ コスメ コスメ

キールズは今から160年以上前にニューヨークでアポセカリー(調剤薬局)として創業し、科学、薬学、ハーブの

知識を基に天然由来成分を配合した、スキンケア、ボディケア、ヘアケア製品をお客さまに提供し続けていま

す。

49 4Ｆ コスメ コスメ ●

●

A New Class Casual－新しい品格のある（格上の）カジュアル－

女性として生まれてきたことを最大限に楽しみ、カジュアルをベースに自由なFashionをしていただきたいという

想いを込めて、着心地の良さを追求し、TPOに合わせた心地よい日常を過ごせる服を提案していきます。

52 4Ｆ 書籍・生活雑貨 生活雑貨
コクーニストは、“Relax & Happiness”をテーマに、部屋で過ごす時間を楽しむ女性に向け、愛らしさ・柔ら

かさ・美しさを詰め込んだ女性の理想のライフスタイルをかなえるブランドです。

51 4Ｆ ファッション レディスファッション

パリ・セーヌ川右岸地帯を意味するRIVE DROITE。普遍的でハンサムなスタンダードと洗練された女性らし

さの独特なバランスで作り上げる、大人の女性の『服遊び』がコンセプトです。

54 4Ｆ ファッション レディスファッション ● ●
都会的でスタイリッシュなアイテムをオリジナルとセレクトで展開。今を生きる女性へ、トレンド感のある洗練され

たスタイルを発信します。

53 4Ｆ ファッション レディスファッション

●

自分が心地いい物、気持ちがいい事、 日常を楽しむ大人たちへ…

ABAHOUSE / Rouge vif お店を訪れるお客さまの出会いから生まれる新たな3重奏。それがLE TRIO

ABAHOUSEです。

56 4Ｆ ファッション レディスファッション

ときめき…“きれい”なそして“きれいになりたい”すべての女性からの共感

時代感を意識したフェミニンとエレガンスをバランスよくミックスさせた着るだけで女性であることが楽しくなる服を

提案します。

55 4Ｆ ファッション

レディス・

メンズファッション・

シューズ

●

クラシカルでPOPな「Dot＆Stripes」、カジュアルでトラディショナルな「CHILD WOMAN」、ベーシックライン

の「My Fav」の3つのオリジナルブランドが揃うセレクトショップ。「ドットとストライプ」＝どんなイメージにも変化す

る定番のモチーフ、やわらかさとりりしさ。その時々の気分に合わせて組み合わせられる。いろいろな表情をもつ

ショップです。

58 4Ｆ ファッション レディスファッション
Comfortable（着心地のよさ）をキーワードに、程よくトレンドを取り入れたアイテムと、自在なコーディネー

トを楽しめる幅広い商品展開により、オンからオフまでをサポートします。

57 4Ｆ ファッション レディスファッション

トレンド感、リッチ感をあわせ持つジュエリーを展開しています。洋服のように、その日の気分やTPOに合わせ

て、ジュエリーを身につける・・・。そんな楽しみ方を知っている女性に向けたブランドです。

60 4Ｆ ファッション雑貨
アクセサリー・

ジュエリー・時計
●

「Always, my favorite one.」をコンセプトに、シンプルな美しさを讃えながら、ひとさじの遊び心を添えた

ジュエリーを展開します。

59 4Ｆ ファッション雑貨 ジュエリー

 

 
ショップ一覧 
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大業種 小業種 新ブランド
千葉県

初出店

千葉市

初出店

イサミヤ

isamiya

グッドネス

GOODNESS

テイクアップ アウラ

TAKE-UP Aula

アーバンリサーチ ドアーズ

URBAN RESEARCH DOORS

アトモス

atmos

コロンビア スポーツウェア

Columbia Sportswear

ジンズ

JINS

ウニコ

unico

イーブス サプライ

YEVS supply

イデアセブンスセンス

IDEA SEVENTH SENSE

ハウス オブ ローゼ

ハウス オブ ローゼ

エース

ace.

エコー

ECCO

アーノルド パーマー タイムレス

アーノルド パーマー タイムレス

リー

Lee

チックタック

TiCTAC

ビルケンシュトック

ビルケンシュトック

ノーティアム

NAUGHTIAM

クツシタヤ

靴下屋

エキソラ

エキソラ

出店区分

ショップ紹介文No フロア ショップ名

業種

駅直結のビルならではの便利でコンパクトなビューティショップ。スタイリッシュで、かつワクワクしながらもつい立ち

寄りたくなるそんな空間をめざします。

62 4Ｆ ファッション雑貨
アクセサリー・

ジュエリー
● ●

心地よく寄り添う上質なジュエリー。型にはまらない「ラフ」で「自由」なミックススタイルを追い求める女性のため

に生まれたGOODNESSは新しい発見とお気に入りに出会えるSHOPを目指しています。

61 4Ｆ コスメ コスメ

●
ラウンジのようにくつろげる空間で、本格的なジュエリーはもちろん、カジュアルアクセサリーの楽しさを合わせ持

つ新感覚のジュエリーを展開。ジュエリーの新たな楽しさを提供します。

64 5Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション

アーバンリサーチドアーズは、「今の暮らしをここちよく」をテーマに、飽きのこないデザインと高品質でロングライフ

なアイテムを多数展開したセレクトショップです。

63 4Ｆ ファッション雑貨
アクセサリー・

ジュエリー
●

●

2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。

ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内にはスニーカーウォールを設置。

ナショナルブランドとのコラボレーションをはじめ、東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

66 5Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション

1938年に生まれたコロンビアは、オレゴンの雄大な自然とアウトドア・アクティビティを楽しむ人々とともに歩んで

きました。 革新的で機能が優れたアイテムから、タウンを快適にするウェアまで、幅広いラインアップを揃えてい

ます。

65 5Ｆ ファッション雑貨 シューズ ●

JINSは、あなたの「見つめる」を豊かなものに変えていきたいと願うアイウエアブランドです。定番から最新トレン

ドのフレームまで、薄型非球面レンズ込5,000円（税別）から展開しています。

68 5Ｆ 書籍・生活雑貨
家具・インテリア・

雑貨
●

“unico”とは「たったひとつの」「大切な」「ユニークな」などの意味を持つ言葉。自分らしくいられる心地いい空

間づくりをコンセプトにオリジナルの家具やラグ、カーテン、ファブリック、セレクト雑貨をラインアップしています。

67 5Ｆ ファッション雑貨 メガネ

東京カジュアルにネオアメリカントラディショナルとモードを織り交ぜた高感度ファッションを、日常を少し豊かにす

る雑貨と共に、お手頃な価格で提供するブランドです。

70 5Ｆ 書籍・生活雑貨 生活雑貨 ● ●
毎日を愉しむ大人のギフトブティック。驚きと発見を集めた空間の中で、歓びあふれるライフスタイルを提案しま

す。

69 5Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション

お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お店です。

72 5Ｆ ファッション雑貨 バッグ ●
最適な価値を提供するバッグ＆ラゲージ「エース」、日本製スーツケースの「プロテカ」、旅の達人・竹内海南

江さんとの共同開発「カナナプロジェクト」などを展開する、メーカー直営店です。

71 5Ｆ コスメ コスメ

北欧発・コンフォートシューズブランドECCO、「靴は足の機能に従うべきで、その逆ではない」という哲学に基

づき、シンプルでタイムレスな北欧デザインと「最高の履き心地」を追求し続けています。

74 5Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション
●

元気でリラックスしたカジュアルをレディース、メンズ、キッズでトータルに提案するライフスタイルライン、それがアー

ノルドパーマータイムレス。『大切な人の笑顔の為に』楽しくカラフルなファッションアイテムを展開します。

73 5Ｆ ファッション雑貨 シューズ

●

1889年アメリカ　カンサスで生まれたLee。100年を超える歴史を持ち数々のマスターピースを残してきまし

た。伝統的なディティールは継承しつつ、現代にアップデイトされたスタイル、そしてデニムメーカーならではのクオ

リティの高さが特徴です。

76 5Ｆ ファッション雑貨 腕時計
チックタックは腕時計のセレクトショップ。国内外の最旬ブランドから機械式まで、デザイン・機能性・コストパ

フォーマンスに優れたスタイリッシュな腕時計を豊富に取り揃えています。

75 5Ｆ ファッション
レディス・

メンズファッション
●

●
「ビルケンシュトック」は240年以上の歴史を有するドイツのフットウェアブランドです。年齢や性別・国境を越え

てすべての人々に健康で豊かな生活を提案します。

78 5Ｆ ファッション雑貨
財布・バッグ・

時計

オリジナルの財布や革小物に加え、バッグや帽子、時計などをセレクトして、毎日を楽しくするファッションアイテ

ムに囲まれた豊かなライフスタイルを提案するセレクトショップです。

77 5Ｆ ファッション雑貨 シューズ

「今日も履きたい」と思う。そんな履き心地のいい靴下を。ベーシックアイテムからトレンドのデザインソックスま

で、Made in Japanのこだわりとともに展開するお店です。

80 5Ｆ ファッション雑貨 財布・バッグ ● ●

made in JAPANのレザーアイテムで有名な「エキソラ」第二号店。

高級イタリアンレザー「ミネルバボックス」のカラーパターンオーダーサービスも展開し、

世界に一つだけのオリジナル商品をご提供します。

79 5Ｆ ファッション雑貨 靴下

 

 

 

ショップ一覧 
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大業種 小業種 新ブランド
千葉県

初出店

千葉市

初出店

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

UNITED ARROWS green label relaxing

アロハテーブル

ALOHA TABLE

ジンナンカフェ

JINNAN CAFE

ヤキニクトラジ

焼肉トラジ

オボンデゴハン

おぼんdeごはん

オダシウドン カカヤ

おだしうどん かかや

ドウトンボリカムクラ

どうとんぼり神座

ソバシュボウ リンヤ

そば酒房 凛や

パパイヤリーフ

パパイヤリーフ

カマクラパスタ

鎌倉パスタ

エビスカツサイ

恵比寿かつ彩

トウキョウヨウショクヤ カンダグリル

東京洋食屋 神田グリル

イタリヤショクドウ　ポルチェリーノ

イタリア食堂　ポルチェリーノ

ホシノコーヒーテン

星乃珈琲店

トウキュウハンズ

東急ハンズ

クマザワショテン

くまざわ書店

タリーズコーヒー

タリーズコーヒー

フォトラボ コイデカメラ

PHOTOLAB コイデカメラ

フリソデモード

ふりそでMODE

ジェイティービートラベルゲート

JTBトラベルゲート

出店区分

ショップ紹介文No フロア ショップ名

業種

Be Happy　～ココロにいいオシャレな毎日～

 さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットする、ほどよいトレンド感をそなえたショップです。
81 5Ｆ ファッション

レディス・

メンズファッション

ワイキキに本店を構えるハワイアン・カフェ＆ダイニング。リアルなハワイの食や文化を発信します。落ち着いた雰

囲気の中、ロコモコなどのローカルフードをお楽しみいただけます。

83 5Ｆ レストラン・カフェ カフェ・レストラン ● ●
ファッションエリア渋谷区神南のアーバンナチュラルカフェ「JINNAN CAFE」がペリエ千葉にオープン。グリーンを

取り入れた癒し空間で、からだにやさしいメニューを。心もからだもリラックスできるカフェです。

82 5Ｆ

ペ

リ

エ

ダ

イ

ニ

ン

グ

レストラン・カフェ
ハワイアン・

カフェ＆ダイニング
● ●

●

見た目にも美しい料理、食べておいしく健康になる料理をお客さまにご提供いたします。厚切りにこだわったト

ラジ厳選の焼肉を上質な寛ぎ空間でお楽しみ下さい。

85 5Ｆ レストラン・カフェ 和食 ●
バランスの良い手作り料理をカフェスタイルで。選べる定食を中心に、どんぶり・だし茶漬け等、何度足を運ん

でも飽きないメニューラインアップです。デザートメニューやカフェドリンクも充実しています。

84 5Ｆ レストラン・カフェ 焼肉

「おだし」のおいしさをとことん究めたい、そんな想いから生まれた「おだしうどん」。定番のうどんはもちろん、アレン

ジした「お出汁クリームうどん」や「お出汁カレーうどん」も人気です。

87 5Ｆ レストラン・カフェ ラーメン ●

関西の超人気ラーメン店。千葉市初出店。

毎日でも食べられる野菜いっぱいのやさしいスープ。あっさりしているのに素材の旨味とコクが凝縮された唯一

無二の一杯をお召し上がりください。

86 5Ｆ レストラン・カフェ うどん ● ●

「ふのり（海藻）」を練り込んだ喉越しのよい自家製"へぎそば" をはじめ、山海の恵み千葉産品を使用した

食・膳・麺酒もお楽しみいただけます。

89 5Ｆ レストラン・カフェ エスニック ● ●
オリエンタルな雰囲気を演出する空間の中、スタイリッシュに洗練されたタイ・ベトナムを中心としたアジアンエス

ニックをご堪能いただけます。

88 5Ｆ レストラン・カフェ 和食・そば・うどん ● ●

食感抜群の生麺に厳選素材とソースを鎌倉流にアレンジした生パスタをご用意しております。お店で焼き上げ

る焼き立てのパンと一緒に是非ご賞味あれ。店内は「和」を基調とした落ち着きあるシックな空間。ごゆっくりと

食事のひとときをお過ごしいただけます。

91 5Ｆ レストラン・カフェ とんかつ

恵比寿で生まれた“Cutlet Dinner”

厳選された食材（豚肉・牛肉・海鮮・野菜）をカラッと揚げて、カレー・サンドウィッチ・鉄板焼き・サラダと“彩り

豊か”にお召し上がりください。

90 5Ｆ レストラン・カフェ パスタ

古き良き時代の「あの味」を再現した、少し懐かしい洋食屋。肉汁たっぷりのハンバーグや昔ながらのナポリタ

ンなど、世代を超えて愛される定番の洋食をお楽しみください。

93 5Ｆ レストラン・カフェ イタリアンバル ● ● ●
お肉たっぷりのモッチモチ生パスタ、本格ナポリコーヒーとイタリアンドルチェ、ジェラート赤身肉のステーキと地中

海沿岸のワイン。友人と恋人と家族といつでも美味しく楽しいイタリア食堂「ポルチェリーノ」です。

92 5Ｆ レストラン・カフェ 洋食 ●

焙煎からブレンドまで長年培った技術をもとに直火焙煎にこだわりました。挽きたての豆をハンドドリップで丁寧

に淹れたプレミアム珈琲です。名物スフレシリーズは珈琲との相性が抜群です。

95 6Ｆ 書籍・生活雑貨
生活雑貨・

ステーショナリー
●

「ここは、ヒント・マーケット。」をブランドスローガンに、ハウスウェア、ヘルス＆ビューティ、ステーショナリーなど、幅

広い分野で多種多様な商品を取り揃えております。

94 5Ｆ レストラン・カフェ カフェ

新刊・話題書はもちろん、医学書、看護書、教育書などの専門書まで品揃えしております。隣接したカフェで

は、BOOK＆CAFEをお楽しみいただけます。JREポイントカード＆Kポイントカードご併用いただけます。

97 6Ｆ レストラン・カフェ カフェ
世界各国から厳選したコーヒー豆を使用。最高の品質を追求し、一杯一杯手作りで提供する本格的なスペ

シャリティーコーヒーショップです。パスタなどのフードメニューも充実しています。

96 6Ｆ 書籍・生活雑貨 書籍

国内・海外旅行から、クルーズ、リゾートウエディング・ハネムーンまで。幅広く″旅のプロ″がお手伝いします。100 6Ｆ サービス・その他 旅行会社

証明写真・写真プリントの専門店です。贈り物にぴったりな「フォトブック」や「オリジナルフォトグッズ」が作れま

す。フォトラボは”あなたの”写真でつくる”をお手伝いします。

99 6Ｆ ファッション 振袖レンタル・販売 ●
抜群の特典量と豊富な品揃えの振袖レンタル・販売店。成人式の振袖レンタル・販売、お写真撮影、卒業

式の袴、婚礼衣装などのお客さまの大切な一日をお手伝いさせていただきます。

98 6Ｆ サービス・その他
証明写真・

写真プリント

 

 

 

ショップ一覧                   
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大業種 小業種 新ブランド
千葉県

初出店

千葉市

初出店

ラフィネ

ラフィネ

パンダヤッキョック

（仮称）パンダ薬局

コンタクトノアイシティ

コンタクトのアイシティ

ホケンヒャッカ

ほけん百花

アイクリニックチバ

（仮称）アイクリニック千葉

チバエキソウゴウクリニック

（仮称）千葉駅総合クリニック

チバエキスバルクリニック

（仮称）千葉駅すばるクリニック

●

皆さまのホームドクターを目指し、内科、皮膚科、小児科、整形外科、内視鏡センターに対応できる体制を

築いております。病気・けが・体調不良でお悩みの方は是非お気軽にご来院下さい。

※最終受付時間は20：00までです。

107 6Ｆ サービス・その他
耳鼻咽喉科・

アレルギー科
● ●

"みみ、はな、のどのホームドクター"をモットーとして、患者さまの病状や生活スタイル、ニーズに合わせた"やさし

く、わかりやすく、きめ細かい診療”を心がけて診療します。お気軽にご来院下さい。

※最終受付時間は20：00までです。

106 6Ｆ サービス・その他

内科・皮膚科・

小児科・整形外科・

内視鏡センター

●

●
生命保険、損害保険の不安や疑問についてご相談ください。プロのスタッフがお客さまの悩みを解決します。

お客さまが納得するまでいろいろな保険を比べてお選びいただけます。

105 6Ｆ サービス・その他 眼科 ●

わかりやすい説明を心がけ、話し合いを大切にし、地域の皆さまの健康を第一に考え、常に診療にあたってま

いります。

関連施設にて、白内障日帰り手術も行っております。お気軽にご相談下さい。

104 6Ｆ サービス・その他 保険

●
患者さまから選ばれる薬局、患者さまに喜んでもらえる薬局を目指しています。薬の相談、お悩み事があれ

ば、お気軽に声をおかけください。

103 6Ｆ サービス・その他 コンタクトレンズ
アイシティは、全国ネットワークのコンタクト専門店です。あらゆる種類のコンタクトレンズを取り揃え、スタッフが

お客さまひとりひとりのご要望にお応えしています。皆さまのお越しをお待ちしています。

102 6Ｆ サービス・その他 調剤薬局 ●

101 6Ｆ サービス・その他 リラクゼーション
リフレクソロジー、ハンドリフレクソロジー、ボディケアなどのサービスを通じて体と心を解放させ、贅沢なリラクゼー

ションのひと時をお過ごしいただけます。お気軽にお立ち寄りください。

出店区分

ショップ紹介文

業種

No フロア ショップ名

 

 

  

 

 

ファッション ：34 ショップ  ファッション雑貨 ：21 ショップ  書籍・生活雑貨：9 ショップ 

コスメ：11 ショップ  レストラン・カフェ：18 ショップ  食品：1 ショップ  サービス・その他 12 ショップ 

期間限定ショップ：1 ショップ  計 107 ショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  30 55 

ショップ一覧 
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■基本営業時間 

3 階～6 階  物販・サービス・カフェ            10:00～21:00 

5 階      ペリエダイニング(レストラン・カフェ)    11:00～22:30 

 

下記店舗は営業時間が異なります 

2 階      チバコトラボ『スターバックスコーヒー』  月～土 7:00～22:00  日・祝 7:00～21:00 

3 階      チバコトラボ                月～土 10:00～22:00  日・祝 10:00～21:00 

7 階      ペリエホール(多目的ホール)       9:00～21:00  

5 階      えきうえひろば(屋上庭園)         4～9 月 10:00～18:00 10～3 月 10:00～16:00 

           ※荒天時は一般開放を中止いたします。イベント時は開放時間を変更する場合がございます。 

 

なお、レストラン・カフェのラストオーダー時間、クリニック等サービス店舗の受付時間等は上記と異なる場合がございま

す。 

 

 

  

 

2006 年、村上隆氏主催のアートイベント GEISAI でのスカウト賞受賞、バーゼルのアートフェア volta への出展をきっ

かけに活動を広げ、日本やヨーロッパ各地で展示やライブペイントを行っているロッカクアヤコさんに新たに描きおろして頂

いた作品をペリエ千葉エキナカ開業に引き続きキービジュアルに起用いたします。 

 

プロフィール 

ロッカクアヤコ 1982 年千葉県生まれ。 

現在ベルリン在住。20 歳の頃から独学で絵を描きはじめる。 

2006 年、村上隆氏主催のアートイベント GEISAI でのスカウト賞受賞、バーゼルのアートフェア volta への出展をきっ

かけに活動を広げ、日本やヨーロッパ各地で展示やライブペイントを行う。2011 年オランダ・ロッテルダムのクンストハル美

術館、2012 年スロバキアのダヌビアナ美術館でそれぞれ大規模な個展を開催。2017 年日本で 3 年振り 3 回目とな

る個展を開催。 

筆などを一切使用せず、手で直接キャンバスや段ボールに描く、独自性の高い作品で知られている。 

最近ではアクリル樹脂を使った立体作品「オブスキュラ」を制作する等、マイペースに活動中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種営業時間 
 

オープニングキービジュアル展開 
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所在地 千葉市中央区新千葉一丁目 

  

（参考）旧駅舎・駅ビル（ペリエ 1） 

規模 地上 7 階・地下 1 階 地上 6 階・地下 1 階 

延床面積 約 73,800 ㎡ 約 27,000 ㎡ 

主用途 

駅施設・コンコース  約 16,400 ㎡ 駅施設・コンコース  約 10,000 ㎡ 

エキナカ         約 8,000 ㎡ エキナカ        約 2,000 ㎡ 

駅ビル            約 49,400 ㎡ 駅ビル         約 15,000 ㎡ 

 

 

 

千葉駅ビル「ペリエ千葉」の２階から７階の開業時期に合わせて、西口ペデストリアンデッキとの接続通路を使用開

始いたします。西口方面と南口方面が段差のないデッキで繋がり、市街地各方面への回遊性がますます高まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西
改
札

京成線→

西口再開発ﾋﾞﾙ

駅ビル

駅ビル

駅ビル

接続通路使用開始

北口

西口

千葉公園口

南口

モノレール
連絡口

東口

中央改札

西口
ペデストリアンデッキ

【千葉駅３階 イメージ】 

※ホームへのエスカレーターは、 

9 月初旬（1～6 番線）から 10 月（7～10 番線）に 

使用開始予定です。その他一部工事エリアが残ります。 

施設概要 

西口ペデストリアンデッキとの接続について 
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・会 社 名      株式会社 千葉ステーションビル 

・本 社 所 在 地      千葉市中央区富士見二丁目 3 番１号 塚本大千葉ビル 7 階 

・代表取締役社長      椿 浩 

・資 本 金      2 億円 

・設 立      1961 年 8 月 1 日 

・事 業 内 容      主として不動産の賃貸及び管理 

・運 営 施 設      ペリエ千葉、ペリエ西千葉、ペリエ稲毛、ペリエ津田沼、ペリエ稲毛海岸、ペリエ検見川浜、                 

ペリエ海浜幕張、四街道駅ビル、アルカード茂原 

 

 

2017 年７月 31 日     ペリエ千葉ストリート・カーニバル・ペリチカ閉館 

2017 年秋以降  現ペリエ千葉カーニバル(名称未定)リニューアルオープン  

2018 年 4 月  駅ビル 5 階 植草学園千葉駅保育園(仮)開園予定 

2018 年夏以降  駅ビル(B1 階・1 階)開業 ※駅ビル全面開業 

   現ペリエ千葉ストリート・ペリチカ(名称未定)リニューアルオープン 

 

※本プレスリリースは 2017 年 7 月 10 日時点の情報です。今後、変更の場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先＞ 

 

 (駅舎関連) 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社 広報 

      TEL:043-284-6819  FAX:043-284-6821  

  

(店舗関連) 株式会社千葉ステーションビル ニューペリエ計画推進部 

朽方(くちかた)：y-kuchikata@perie.co.jp 

岩井：youko-iwai@perie.co.jp 

TEL：043-227-6824 FAX：043-222-0528 

   

 

「ペリエ千葉」運営会社 

開発スケジュール(予定) 


