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報道関係各位 

2017 年 9 月 22 日 

株式会社千葉ステーションビル 

ペリエ千葉本館 2階～7階に続き、レディスファッションを中心とした 22ショップにて展開 

ペリエ千葉ストリート２ 
2017年 10月 25日(水)午前 10:00 オープン 

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、千葉駅・駅ビル建替

え計画に伴い、2017 年 7 月 31 日に閉館したペリエ千葉ストリート・ペリチカ（JR 千葉駅内房線・外房線高架

下）およびカーニバル（JR 千葉駅総武本線・成田線高架下店舗）のうち、駅前広場北側に位置するカーニバルをリ

ニューアルし、千葉県初出店 2 ショップ、千葉市初出店 1 ショップを含む、全 22 ショップの「ペリエ千葉

ストリート２（ツー）」として 2017年 10月 25日(水)午前 10:00 にオープンいたします。 

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。 

■今回の開業エリア 

・店舗面積   約 1,600 ㎡ 

・ショップ数    22 ショップ 

・場所      千葉駅 駅前広場北側 JR 総武本線・成田線高架下 旧カーニバル 

 

 

 ＜フロアコンセプト＞ 

旬のトレンドを毎日楽しめる、自分らしさを追求する女の子へ向けたレ

ディスカジュアルファッションフロア。いつものコーディネートに小物をプラスし

て、新しいファッションの組み合わせや楽しさを発見できる場所。 

＜環境コンセプト＞ 

「彩」（「いろどり」）をテーマに気軽さ・楽しさ・賑わいをイメージした空

間。 

 

ペリエ千葉ストリート２は、正面エントランスの空間を広くす

るなど、より快適にショッピングを楽しめる環境を作るとともに、レ

ディスカジュアルを中心とした商品展開でポップ・カジュアル・遊

び心をもったフロアを形成してまいります。 

 

 

 

ペリエ千葉ストリート２について                     

イメージ 
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ショップ名 
会社名 業種 

ショップ紹介 

アズール バイ マウジー 株式会社 バロックジャパンリミテッド レディスファッション 

AZUL BY MOUSSY 
新しく好きなものがひとつ増えるように STANDARD は進化していく、”袖を通すたびに自由になれる服“”自分ら

しさに出会える“AZUL BY MOUSSY が提案するのは今の気分に寄り添う POST STANDARD です。 

ビス 株式会社ジュン レディスファッション 

ViS 
Bloomin’ Everyday.つなぐ、咲かせる、私の毎日。ViS は“つなぐ”を合い言葉に、毎日を咲かせてゆきます。

オンもオフも好きな服を着て、毎日を咲かせてゆく女性が増えるように願っております。 

ローリーズファーム 株式会社アダストリア レディスファッション 

LOWRYS FARM 
クオリティ＆リラックスをテーマに、普通の生活感覚を持った女性へ、飽きのこないベーシックアイテムと、シーズントレ

ンドアイテムをミックスした清潔なコーディネートを提案します。 

オリエンタルトラフィック 株式会社ダブルエー 靴（レディス） 

ORiental TRaffic 
いつでも遊び心のあるデザインを提案するレディスシューズショップです。定番ものからトレンドものまで幅広いアイテ

ムを取り揃え、シーンに合わせた靴選びができ、サイズも 22.0cm～26.0cm まで豊富に展開しています。 

マジェスティックレゴン 株式会社シティーヒル レディスファッション 

MAJESTIC LEGON 
「LADY IN THE NEXT STAGE」GIRL から LADY へ次のステージに踏み出す女性の為のリアルクローズで

す。“ちょっと綺麗でちょっと可愛い”あこがれのスタイルを提案します。 

ハンコヤミフネ 有限会社三舟印房 はんこ・文具 

はんこや三舟 
実印からスタンプ印まで幅広くお取扱いしております。安心・丁寧・親切を心がけております。なんでもお気軽にご

相談ください。 

アイ トゥ ノーザリー 株式会社Ａｉ ランジェリー 

Ai to northerly 

※千葉県初出店 

“わたしに同じ１日なんてひとつもない。””今”欲しい下着がきっと見つかる、デイリーからラグジュアリーまで揃

うランジェリーショップです。 

ヘザー 株式会社アダストリア レディスファッション 

Heather 
いつまでも遊び心を忘れない“前向きな女の子”のためのブランドです。ガーリッシュで程よくエッジのきいたアイテムを

ベースにトレンドをミックスし等身大のスタイルを提案します。 

イッツデモ 株式会社 ファッションクロス 生活雑貨 

ITS'DEMO 
「ＩＴＳ’ＤＥＭＯ」は、いつでも“ちょっと幸せ”“ちょっと気が利いてる”“ちょっと助かる”をキーワードに、働く女性が

“朝も帰りも立ち寄りたくなる”ファッションストアです。 

ランダ  株式会社ジェイ・ビー 靴（レディス） 

RANDA 

※千葉市初出店 

自身のムードやＴＰＯに合わせて自由にスタイルを楽しむことが出来る女性に向けて、常に今を意識した遊び

心あるデザインと高機能な履き心地でアーバナイズしたシューズを提案します。 

アルシーヴ 株式会社ピーアンドエム レディスファッション 

archives 
カジュアルに女性らしく Fashion を楽しむ、日常のなかに馴染むカジュアルをベースに今の気分にあったトレンドの

スタイリングを提案します。 

ペリエ千葉ストリート２ ショップ一覧 
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ダズリン MARK STYLER 株式会社 レディスファッション 

dazzlin 
HAPPY でキラキラした日々を届けたい、遊び心のある CASUAL MIND をプラスオンした“New Sweet Style”

です。 

ジーナシス 株式会社アダストリア レディスファッション 

JEANASIS カルチャーとファッションを楽しむブランドです。マニッシュでクールなスタイルの中に、芯のある女らしさを表現します。 

エチュードハウス アモーレパシフィックジャパン株式会社 コスメ 

ETUDE HOUSE 

※千葉県初出店 

メイクアップはワクワクする PLAY（遊び）として楽しむもの“Makeup Play!”をコンセプトにユニークでス

イートな商品ラインナップを提供します。エチュードハウスなら、あなただけの特別な「かわいい」が叶います。 

ラティス 株式会社パル アクセサリー 

Lattice 
Lattice はおんなのこの“スキ”がいっぱい詰まったアクセサリーSHOP です。毎日のお洋服を着替えるようにアクセ

サリーや BAG もその日の気分で楽しんで頂きたいと思っています。 

ダブルネーム 株式会社レイ・カズン レディスファッション 

DOUBLE NAME 
2018 年に 20 周年を迎えるブランド DOUBLE NAME は毎年トレンドをポイントでデザインに落とし込みながら

も流行を意識しすぎず、デニムを中心としたワンランク上のカジュアルスタイルを提案します。 

パターンフィオナ 神栄ライフテックス株式会社 レディスファッション 

PATTERN fiona 
女性がより輝ける、ON にも OFF にも使える着回しの良い WARDROBE を提案します。トレンドをエッセンスにし

た大人の女性が楽しめる服。上品さと着心地を大切にした次世代ブランドです。 

ページボーイ 株式会社アリシア レディスファッション 

PAGEBOY 
"特別なレギュラーブランド”というアイデンティティが創り出すハイカジュアルです。「PAGEBOY」はトレンドとベーシッ

クがウェルバランスないつも新しいリアルクローズを提案します。 

タリーズコーヒー タリーズコーヒージャパン株式会社 カフェ 

TULLY’s COFFEE 
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。 

以下の 3 ショップはリニューアルせずに、営業を継続しております。  

ドトールコーヒー 
ドトールコーヒーショップでは、美味しいコーヒーをより安く、より早く、気持ちの良い快適な雰囲気と行き届いたサー

ビスによって提供することを目的としています。 

フラワーショップカカ 新鮮な切花を各種取り揃えております。ご家庭用からギフトまで、御予算に合わせてお作りいたします。 

ベンリコーナー 
クツ修理、合カギ、カバン修理、カサ修理、包丁トギ承ります。 クツ修理はカカト替、ヒール革の取替、ブーツのファ

スナー替などお気軽にご相談ください。 
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■オープン記念フェア 

ストリート２オープンを記念した特別商品や限定商品・ノベルティキャンペーンなど、オープンだけの特別なキャンペーンを

実施いたします。 

 

 

 

 

■基本営業時間 

10:00～21:00 ※カフェなど一部ショップについては異なる場合がございます。 

 

 

 

 

・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 

 

 

 

2018 年 4 月  ペリエ千葉本館 5 階 植草学園千葉駅保育園(仮)開園予定 

2018 年夏以降  ペリエ千葉本館(B1 階・1 階) ※駅ビル全面開業 

   旧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 9 月 22 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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ペリエ千葉ストリート２ 営業時間 
 

 
ペリエ千葉 運営会社 

 
今後の開発スケジュール(予定) 

株式会社千葉ステーションビル 千葉支店 

平井：s-hirai@perie.co.jp 

榎並：m-enami@perie.co.jp 

TEL：043-227-1191 FAX：043-304-5515 

ペリエ千葉ストリート２ オープン記念キャンペーン 


