
報道関係者各位 

       2013 年 10 月 25 日 

株式会社千葉ステーションビル 

 

JR 稲毛駅「ペリエ稲毛フードスクエア」 
2013 年 11 月 22 日(金) 10 時リニューアルオープン 

～多種多様な品質にこだわった 45 店舗～ 
 

 

 

○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）が運営する「ペリエ稲毛」の

食品館「フードスクエア」は、鮮度・グレード感・専門性において地域ダントツを追求した計 45 店舗を取り揃え、

2013 年 11 月 22 日（金）10 時に全面リニューアルオープンします。 

 

○「ペリエ稲毛」の食品館「フードスクエア」は、地域密着型の食品館として「Style Up Daily Life」をコンセプトに、

新規13店舗だけでなく、長年ご愛顧いただいておりました32店舗も装いを新たにリフレッシュオープンします。

新規店の中には、お買い物中のちょっとした休憩や、お待ち合わせなど、駅前の新しい時間の過ごし方のご

提案として、イートインコーナー併設店を 4 店舗導入します。 

 

○様々なお客様に親しまれる利便性の高い館を目指し、インフォメーションカウンターの営業時間延長、冷蔵ロ

ッカーの新設、カート置き場の整備、エントランス段差解消のスロープ新設、トイレ全面リニューアルなど、サ

ービス面の向上に取り組みます。 

 

○リニューアルオープンを記念して、千葉県の高級ホテルペア宿泊券などがあたるキャンペーンや、ペリエ全

店で使える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。 

 

○2014 年 4 月下旬には、「ペリエ稲毛フードスクエア」に引き続き、第 2 期リニューアルとして「ペリエ稲毛コムス

クエア」のリニューアルオープンを予定しております。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内装写真はイメージです。 



【環境コンセプト】 

「私のお気に入りの風景」をコンセプトに、 

どこか懐かしい稲毛の街の風景や歴史が感じられる 

レンガ造りのアーチを 5 箇所のエントランスに施し、 

街の顔としての外観が大きく変わります。                                                                                                           

 

 

 

【トピックス】                                               

１ ペリエ稲毛 注目店舗ピックアップ 

 

〇神戸屋キッチン [イートイン併設] 

できたての商品をその場でお楽しみいただけるイートインを併設した人気のお店です。 

イーストフード・乳化剤無添加の食事パンを中心に、ペストリー、サンドイッチを 

豊富にご用意しております。店内にはヨーロッパ伝統の窯を置き、フランスパンや 

ドイツパン、イギリスパンなどをお客様の目の前で次々と焼き上げています。 

千葉県初出店。 

 

 

 

○アントステラ [イートイン併設] 

焼き菓子専門店として、季節に合わせた焼き立てクッキーを 

毎日 15 種類以上お届けしております。 

併設するカフェでは、アメリカンワッフルのデザートやグリルサンド等の 

お食事メニューもご用意しております。 

 

 

 

○菓匠 寛永堂 [イートイン併設] 

黒豆の故郷、丹波の地で自家焙煎した黒豆茶を水の代わりに使用した、 

滋味溢れる様々な和菓子をお楽しみください。茶寮では素材にこだわった 

甘味をご用意しておりますので、ごゆっくりおくつろぎくださいませ。 

 

 

 

○WEST Fruits BY SAWAMITSU [ジュースバー併設] 

青果の澤光青果が、フルーツ+ジューススタンドの新業態で出店します。 

秋のみずみずしいフルーツを特選ギフトでお届けします。 

また、旬の野菜・果物をミックスしたヘルシージュースは絶品です。 

どうぞお立ち寄りください。 

 

 

 

○ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) 

神戸のワッフルケーキ専門店。建築設計事務所からスタートした 

ユニークなブランドで、デザインにこだわったものづくりが特徴です。 

日本人の感性で新たに創り出したこだわりのワッフルをお届けいたします。 

 

 

 

 

※外装はイメージです。 



２ フードスクエア オープン記念 

〇千葉再発見！総額 100 万円『千葉の美味しいもの』が当たる！ペリエへ Go!Go!スタンプラリー（仮） 

 期間中、ペリエ稲毛フードスクエアで 1,000 円お買い上げ毎にスタンプを押印  

 スタンプを 5 個集めたお客様に抽選で千葉県産高級食材や高級ホテルペア 

 宿泊券などが当たるチャンス！ 

 日時：2013 年 11 月 22 日（金）〜12 月 8 日 （日）17 日間 

   対象店舗：フードスクエア全店  

※コムスクエア、SL グルメ号は対象外となります。 

※商品内容等一部変更の場合がございます。 

 

○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はもれなく 100 ポイントを進呈します。 

   日時：2013 年 11 月 19 日（火）〜11 月 21 日 （木）3 日間 

   場所：コムスクエア 自由通路エントランス付近 特設ブース 

・ポイントアップデー 

期間中、お買い上げ金額 105 円（税抜 100 円）ごとに 5 ポイントを進呈します。 

日時：2013 年 11 月 22 日（金）〜11 月 24 日（日）3 日間 

    対象店舗：ペリエ稲毛店全店 

 

３ ペリエカード概要 

・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 500 円 

・ポ イ ン ト ：お買上げ金額 105 円（税抜 100 円）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 

 

４ 運営会社 

・名 称：株式会社千葉ステーションビル 

・所 在 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 

・会 社 設 立：1961 年 8 月 1 日 

・資 本 金：2 億円 

・運 営 施 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 

 

 

＜参考資料＞ 

〇ペリエ稲毛 フードスクエア フロアマップ （※下記店舗番号は次ページの出店店舗一覧の番号となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商品はイメージです。 



＜参考資料＞ 

■ペリエ稲毛 フードスクエア 予定店舗一覧 

  

【営業時間】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. 新業態
千葉県
初出店

千葉市
初出店

ペリエ
稲毛
新規
出店

店舗名 業種業態 店舗内容

1 ● ● 神戸屋キッチン ベーカリーカフェ
イーストフード、乳化剤無添加の食事パンを中心に、ペストリー、サンドイッチ
を豊富にご用意しております。（イートイン併設）
※平日7：00〜22：00　土曜・日曜・祝日7:00〜21：00　（11/22は10：00閉店）

2 ● アントステラ 洋菓子カフェ
焼き菓子専門店として、季節に合わせた焼き立てクッキーを毎日15種類以上
お届けしております。併設するカフェでは、アメリカンワッフルのデザートやグリ
ルサンド等お食事メニューもご用意しております。（イートイン併設）

3 ● 菓匠　寛永堂 和菓子
寛永堂は伝統ある銘菓を取り揃え、上質に素材と熟練の技から生まれる、
格調高い甘美な味わいをお届けいたしております。（イートイン併設）

4 ● ● WEST　Fruits BY SAWAMITSU フルーツ＆フレッシュジュース
青果の澤光がフルーツ＋ジューススタンドの新業態で出店します。
新鮮でおいしいフルーツをどうぞご賞味下さい。(ジュースバー併設)

5 フルールMOMO 生花販売
新鮮なお花をリーズナブルに!!暮らしを彩るお花から大切なプレゼントまで幅
広く取り揃えております。

6 ● こだわりや 自然食品
こだわりやは化学合成農薬や化学合成肥料、化学合成添加物などを極力含
まない主に国内産の食品を取り扱う自然食品専門店です。「安全で美味しい」
「体に優しい」「体が喜ぶ」が基本です。

7 九州屋 青果専門店
日本全国の旬の野菜・果物をお届けします。安全・安心そして美味しいをお客
様のもとへ。

8 魚力 鮮魚・寿司

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築地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を品揃えしております。

9 ニュー・クイック 精肉専門店
お肉の専門店が品揃え豊かにピカピカリニューアル！オリジナルビーフ・ポー
クなどより美味しく、リーズナブルな厳選商品をご用意しております。

10 北野エース 食品専門店
「おいしいものたくさん。」日本中の美味しいものを取り寄せて、お客様にお届
けするフードストアです。

11 ● ● ステーションデリ 総菜・弁当
毎日忙しい、駅利用者の方においしい！ヘルシー！なお惣菜・お弁当をご提
供致します。是非ご賞味ください。

12 とんかつ和幸 とんかつ・弁当
とんかつ和幸の美味しさの秘密は、厳選した素材と伝統の技術にあります。
良質の豚肉を挽きたての生パン粉に包み、植物性油１００％の揚げ油でつく
りあげた　とんかつはこだわりの逸品です。

13 日本一 焼鳥・惣菜・うなぎ蒲焼き
店内キッチンで焼く焼鳥やバラエティ豊かなお惣菜をご用意しております。
テイクアウトしてすぐにお召し上がりいただけます。

14 ● eashion 洋風惣菜
素材や産地にこだわった食材を使用し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です。

15 Green gourmet 惣菜 和・洋・アジアの枠を超えたGlobalなSOZAI(サラダ)を提案します。

16 フロ　プレステージュ 洋菓子・洋惣菜
フランスの味をご家庭で楽しんでいただけるよう上質な素材を活かした商品
をご用意しております。

17 ● ● ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) ワッフル
バラエティ豊かなワッフルが楽しめる神戸のワッフルケーキ専門店。ふっくら
焼き上げた生地が自慢です。

18 ユーハイム 洋菓子
バウムクーヘンとともに100年。日本に初めてバウムクーヘンを紹介したドイ
ツ菓子メーカーです。

19 ● ブールミッシュ 洋菓子
ブールミッシュは日本の本格的フランス菓子の草分け的存在です。フランスの
宮廷菓子「シブースト」やモンドセレクション最高金賞受賞の「トリュフケーキ」
「ガトー・オ・マロン」等ご用意してお待ちしております。

20 モロゾフ 洋菓子
「カスタードプリン」「チーズケーキ」などこだわりのスイーツを取り揃え、
「スイーツを楽しむ心豊かな暮らし」をご提案します。

21 メリーチョコレート 洋菓子
チョコレート・マロングラッセ・クッキーなど、こだわりを持って作りあげた味を取
り揃えております。

22 オランダ家 洋菓子・和菓子
千葉県内のみに50店舗の支店を持つ和洋和子専門店、千産千消を大切にし
た商品開発を心がけております。

23 千葉落花生処　こば屋本店 落花生
千葉県産の落花生菓子を販売しております。一度口にしたらまた食べたくな
る「轟太鼓」は自慢の一品です。

24 菓匠　ささや 和菓子
地元千葉で創業。和菓子一筋48年。地元だから出来る作りたての朝生菓子、
あんのこだわり。小豆は北海道から直送。毎日当社工場で炊き上げておりま
す。

25 草加　葵の倉 米菓・和菓子
草加煎餅の伝統を受け継ぎつつ和と洋のセンスをとり入れた、オリジナリティ
溢れる様々な食感の米菓をご用意しております。



 

 
No. 新業態

千葉県
初出店

千葉市
初出店

ペリエ
稲毛
新規
出店

店舗名 業種業態 店舗内容

26 文明堂 和菓子
「カステラ一番、電話は二番」でおなじみの文明堂東京です。定番のカステラ
をはじめ銘菓の数々を取り揃えております。

27 新宿　中村屋 菓子
「味は文化です」をコンセプトに伝統の味、四季折々の味を取り揃え皆様の御
来店をお待ち申しあげます。

28 茶丸山園 お茶・海苔
静岡茶を中心に全国の有名茶産地のお茶を取扱う日本茶専門店です。
店頭でお茶のテイスティングサービスを行っております。

29 ● 東京風月堂 洋菓子
信頼と伝統のお菓子　明治5年の創業からそして、いつまでもこころにおいし
いお菓子でありたいと思っております。

30 ● HONEYCO terrasse ミツバチ天然成分自然食品
ＨＯＮＥＹＣＯ　terrasse (ハニコ・テラス）は、「花・蜂・人」　　ＨＯＮＥＹ　　コミ
ニュケーションをスローガンにミツバチが作り出す自然からの恵（天然成分）を
さまざまな形で提供しています。

31 キーコーヒー コーヒー豆/カフェ
コーヒー豆の量り売りのお店です。カフェでは販売しているコーヒーを目の前
で抽出、おいしいコーヒーをお飲みいただくことができます。(イートイン)

32 きんか 和菓子・珍味
お客様に選ぶ楽しさ、見る楽しさを提供いたします！和菓子・米菓・ドライフ
ルーツ・珍味など、150～200種類の商品を取り揃えております。

33 大川水産 塩干物
美味しい干物をどうぞ！大川水産は塩干物を通して、健康で暖かな笑顔あふ
れる食生活をご提案します。

34 たごさく おこわ・弁当

四季折々の素材を使った美味しいお弁当、おこわ、いなり、蒸籠飯等バラエ
ティに富んだ品々を取り扱う「総合米飯店」。おこわは御赤飯、五目鶏、栗豆
等の定番おこわから、季節限定のおこわまで、"あつあつ出来立て"なこだわ
りの品々をご用意しております。

35 KONNICHIWA'S DELI パスタ・洋惣菜・洋菓子
契約農園からの、こだわり栽培の野菜を多く使用し、季節感のある安心な地
元食材を使用した、イタリアンを中心にした洋惣菜とパスタ、自家専用の洋菓
子工房で作る、こだわりの洋菓子。

36 四季彩菜　みよ川 和惣菜
天ぷらや手造りの煮物はおふくろの味で店頭を飾っています。お弁当、折詰、
オードブルなどお客様のご予算にお好みに合わせてご注文を承ります。

37 四季の味　献心亭 和惣菜
“心をこめたおもてなし”をコンセプトに、旬の素材を生かしたお惣菜を提供し
ます。

38 ニューヨーク　デリ 洋惣菜
ミート&ベジベジ(お肉と野菜の組み合わせ)をコンセプトとしたご提案をさせて
いただきます。

39 モートン 自家製ハム・ソーセージ・デリカテッセン
昔ながらの手造り製法で風味豊かに仕上げています。厳選された素材でじっ
くりと作り上げたできたてのハム・ソーセージの味を、ぜひお楽しみください。

40 ● 豆腐　一丁庵 豆腐・豆腐惣菜 国産大豆のみを原料としたお豆腐と豆腐惣菜の専門店です。

41 漬物処あきもと 漬物
旬の新鮮野菜を浅漬し、季節感ある商品を取揃えております。また地元千葉
名産品、黄金らっきょう、茄子の与一漬、鉄砲漬もご用意しておりますので手
土産にも重宝です。

42 横浜　昇龍園 中華惣菜
「焼く・揚げる・蒸す」手づくりにこだわった日本の食卓にあう中華を御用意して
おります。

43 ● 崎陽軒 シウマイ・弁当
明治41年創業。シウマイのほか、日本人の味覚にぴったりの月餅など横浜の
味をお楽しみ下さい。

44 ● すし三崎港 持ち帰り鮨
新鮮で美味しい江戸前鮨のお持ち帰り店です。ランチで、ご家族で、お仲間
でご利用いただける商品を取り揃えております。

45 京樽 持ち帰り鮨
おなじみの茶きん鮨をはじめとする上方鮨のお持ち帰り店です。また、季節の
おすすめ品やお買得品もございます。


