
※飲食店のラストオーダーは各店にお問い合わせください。
※営業時間等、内容はショップにより異なる場合がございます。
　詳細は直接ショップまでお問い合わせください。
※状況により予告なく変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

ペリエダイニング〈本館5F〉・・・・・・・・
( 通常営業時間)

ペリーズキッチン(フードコート)〈本館 1F〉・・・ 10:00～22:00
( 通常営業時間)

ペリチカバル〈B1F〉・・・・・・・・・・・・ 1 1 :00～23:00

1 1 :00～22:30

エキナカ3F ・・・・・・・・・・・・・・ 9:00～21 :00全日

エキナカ4F ・・・・・・・・・・・・・ 10 :00～21 :00全日

(通常営業時間)

( 通常営業時間)

本館 1 F～6F / ストリート 1 / ストリート2 / ペリチカ

10 :00～ 20:30日祝10 :00～21:00月～土

営業時間

営業に関するお知らせ
〈 10月29日(金)～当面〉

ペリエ千葉では当面、営業時間を以下のとおりといたします。
なお、飲食店は21時以降も営業しております。

ご来館の際は、政府・行政からの最新の情報をご確認いただき、
お客さまにおかれましても安全対策へのご協力をお願いいたします。



■ストリート1【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

ニコアンド レディス・メンズ ファッション

イサミヤ コスメ

イノセンス アクセサリー

オペーク ドット クリップ レディスファッション

キハチ カフェ
月～土 11:00～21:00

日・祝 11:00～20:30
レストラン・カフェ

セブン-イレブン 24時間営業　※通常営業 コンビニエンスストア

スリーコインズ(※12/10 OPEN) 生活雑貨

ウンナナクール インナー・ルームウェア

プードゥドゥ レディスファッション

チコ レディスファッション

すとーんけーき　中真堂 ジュエリー

テチチ レディスファッション

カスタネ レディスファッション

212キッチンストア キッチン雑貨

バースデイ・バー 生活雑貨

ジョリトゥジュール アクセサリー

フルーリスト ボンマルシェ 生花

■ストリート2【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

タリーズコーヒー 7:00～22:00 カフェ

アズール バイ マウジー レディスファッション

ビス レディスファッション

ローリーズファーム レディスファッション

オリエンタルトラフィック シューズ

マジェスティックレゴン レディスファッション

アモスタイル バイ トリンプ ランジェリー

ヘザー レディスファッション

イッツデモ 生活雑貨

ダブルネーム レディスファッション

ページボーイ レディスファッション

スプレイ/リビー＆ローズ レディスファッション

ラティス アクセサリー

ランダ シューズ

アルシーヴ レディスファッション

ファストネイル ネイルサロン

ジーナシス レディスファッション

ドトールコーヒー

月～金 6:45～21:00

土 7:00～21:00

日・祝 8:00～21:00

カフェ

フラワーショップカカ 生花

■ペリチカ【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

成城石井 スーパーマーケット

タカギフーズ 精肉

魚力 鮮魚・塩干・寿司

澤光青果 青果

おしゃれ工房 洋服のお直し

スマホ修理工房 スマホ修理

キーコーヒー クラブ コーヒー・イートイン

京樽・すし三崎港 上方鮨・江戸前鮨

大川水産 塩干物・魚惣菜

横浜　昇龍園 中華惣菜

なるとキッチン 弁当・惣菜

海苔ヤマニ 海苔・お茶

大坂屋 やき蛤・お茶

大将軍 焼肉弁当・キムチ

落花生の大和田 千葉土産・落花生

日本一 焼鳥・惣菜・うなぎ

とんかつ 和幸売店 とんかつ

ねり伝 和惣菜・練物



■ペリチカ【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜 総合惣菜

フロ プレステージュ 洋菓子・洋惣菜

銀座コージーコーナー 洋菓子

サーティワンアイスクリーム アイスクリーム

サンルヴァン ベーカリーカフェ

チバ ラ モード 期間限定ショップ

ヴィレッジヴァンガードダイナー ハンバーガー

こととや　バイホームカミング グロッサリー

京都 宇治茶　錦一葉 和カフェ

ワールドワインバー バイ ピーロート ワイン・イートイン

東京麻辣湯 中華

■ペリチカバル【営業時間（変更後）全日 11：00～23：00】

ショップ名 異なる営業時間 業種

北京料理　餃子の王様 龍吟 中華

今日和 イタリアン

牛カツ京都勝牛 牛カツ

だん家 ビアホール

築地食堂　源ちゃん 和食

鯛塩そば灯花 ラーメン

■本館1F【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

ルピシア 世界のお茶

サンクゼール・久世福商店 グロッサリー・和洋酒

ブーランジェリー ジャン・フランソワ ベーカリーカフェ

ドゥクラッセ レディスファッション

リンツ ショコラ ブティック チョコレート

宗家 源 吉兆庵/BonChaperai/満果惣 和菓子・洋菓子

プラザ 生活雑貨

マツモトキヨシ ドラッグストア

チャンスセンター 10:00～19:00 宝くじ

中川政七商店 生活雑貨

ロクシタン コスメ

イア パピヨネ ファッション雑貨

オゥパラディ

ハニーロア コスメ・雑貨

キュイキュイ アクセサリー

ムーラ　ナティエ アクセサリー

スリーフォータイム ファッション雑貨

■本館1Fペリーズキッチン【営業時間（変更後） 全日 10：00～22：00】

ショップ名 異なる営業時間 業種

マクドナルド 7:00～22:00 ハンバーガー

リンガーハット 長崎ちゃんぽん

ケンタッキーフライドチキン フライドチキン

吉野家 9:00～22:00 牛丼

ゴーゴーカレー 9:55～22:00 カレー

丸亀製麺 うどん

ディッパーダン(※12/10 OPEN) クレープ・ドリンク

■チバコトラボ（2F/3F）

ショップ名 異なる営業時間 業種

スターバックス 7:00～22:00 カフェ

ABCクッキングスタジオ
月～金 10:00～22:00

土日祝 10:00～20:00
クッキングスクール

一献風月 by PERIE CHIBA
月～金 17:00～22:00

土日祝 12:00～22:00
日本酒プレミアムラウンジ



■本館3F【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

ビームス レディス・メンズ ファッション

ナノ・ユニバース レディス・メンズ ファッション

ローズ バッド レディスファッション

アルアバイル レディスファッション

ゴンチャ カフェ

メルヴィータ コスメ

ジョンマスターオーガニック セレクト コスメ

4℃（ヨンドシー） ジュエリー

ペリエマルシェ 食料品・ギフト・特産品

■本館4F【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

アーバンリサーチ ロッソ レディス・メンズ ファッション

ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ レディス・メンズ ファッション

ディーゼル レディス・メンズ ファッション

エスペランサ シューズ

ABC-MARTプレミアステージ シューズ

アンコトン 洋服のお直し

エメ レディスファッション

スーモカウンター 相談窓口は18:00まで アパート・マンション情報

オルビス コスメ・栄養補助食品

目の美容院 リラクゼーション

マリークヮント コスメ

ベーグル　＆　ベーグル ベーグルカフェ

ピーチ・ジョン・ザ・ストア ランジェリー

インティミッシミ ランジェリー

ミッシュ マッシュ レディスファッション

イー・エー・グラン カフェ

ジュエリーツツミ ジュエリー

ラザールダイヤモンド ジュエリー

アフタヌーンティー・リビング 生活雑貨

オズモーシス レディスファッション

ラリン コスメ

アンフィ ランジェリー

ザボディショップ コスメ

ふりふ 着物

マークスアンドウェブ 自然派化粧品

エンハーブ ハーブティー

ネイルクイック オアシス ネイルサロン

ソシエ アヴェダ ヘアサロン

ビューティジーンプロフェッショナル 眉・まつ毛専門サロン

ダイアナ シューズ・バッグ

ジネス レディスファッション

リサマリ ランジェリー

金子眼鏡店 メガネ

キールズ コスメ

アングリッド レディスファッション

レディアゼル レディスファッション

リヴドロワ レディスファッション

バビロン レディスファッション

ルトリオ アバハウス レディス・メンズ ファッション

ナチュラル ビューティー ベーシック レディスファッション

12Twelve Agenda レディスファッション

コトモノマルシェ アクセサリー

エテ アクセサリー

アルビオン ドレッサー コスメ

グッドネス アクセサリー

ナージー レディスファッション



■本館5F【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 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 レディス・メンズ ファッション

アトモス シューズ

コロンビア スポーツウェア レディス・メンズ ファッション

ジンズ メガネ

ドクターマーチン シューズ

なんぼや 買取サービス

ウニコ 家具・インテリア

スターバックス カフェ

アインズ＆トルペ コスメ・雑貨

エコー シューズ

グレゴリー バッグ

チックタック 腕時計

KASHIYAMA オーダースーツ

靴下屋 靴下

エキソラ 財布・バッグ

■本館5Fペリエダイニング【営業時間（変更後）全日 11：00～22：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

アロハテーブル ハワイアン・カフェ＆ダイニング　　

ジンナンカフェ レストラン・カフェ

焼肉トラジ 焼肉

おぼんdeごはん 定食・カフェ

おだしうどん かかや うどん

どうとんぼり神座 ラーメン

そば酒房 凛や 和食・そば

アジアンダイニング PRIMO アジアンエスニック

星乃珈琲店 カフェ

イタリア食堂　ポルチェリーノ イタリアン

東京洋食屋 神田グリル 洋食

とんかつ新宿さぼてん とんかつ

鎌倉パスタ パスタ

■本館6F【営業時間（変更後）月～土 10：00～21：00　日・祝 10：00～20：30】

ショップ名 異なる営業時間 業種

東急ハンズ 生活雑貨

くまざわ書店
月～土 9:00～21:00

日・祝 9:00～20:30
書籍

タリーズコーヒー
月～土 9:00～21:00

日・祝 9:00～20:30
カフェ

フォトラボ コイデカメラ 証明写真・写真プリント

ふりそでモード 振袖レンタル・販売

JTB
11:00～19:00（最終受付18:00）

毎週木曜定休日
旅行会社

ラフィネ リラクゼーション

パンダ薬局
月～土 9:00～21:00

日・祝 9:00～20:30
調剤薬局

コンタクトのアイシティ コンタクトレンズ

ほけん百花 保険

東京ビジネスクリニック ファミリア
月～土 9:00～21:00（最終受付20:30）

日・祝 9:00～20:30（最終受付20:00）
クリニック

タムス耳鼻科クリニック千葉

月～金 9:00～20:00（最終受付18:30）

土       9:00～20:00（最終受付15:00）

日・祝 休業

※ご来院前にクリニックに直接ご連絡くださいませ

耳鼻咽喉科・アレルギー科

アイクリニック千葉

月～土 9:00～21:00（最終受付18:00）

日・祝 9:00～20:30（最終受付18:00）

※予約制

※ご来院前にクリニックに直接ご連絡くださいませ

眼科

海岸歯科室 CHIBA STATION

月～土 9:00～21:00（最終受付18:30）

日・祝 9:00～20:30（最終受付18:30）

※ご来院前にクリニックに直接ご連絡くださいませ

歯科・矯正歯科



■エキナカ3F【営業時間 全日 9：00～21：00】

ショップ名 異なる営業時間 業種

澤光青果 青果

魚力 鮮魚

タカギフーズ 精肉

大将軍 焼肉弁当

焼魚専門店　二代目　魚日出 魚惣菜

とんかつ まい泉 とんかつ

サンドイッチハウス メルヘン サンドイッチ

韓美膳デリ イートイン　OPEN～20:00（L.O.18:30) 韓国料理

はなまるダイニングセレクト 総合惣菜

塚田農場　OBENTO　&　DELI 弁当・惣菜

魚力海鮮寿司・海鮮魚力 寿司・弁当・イートイン

旬果工房 ドリンク・イートイン

房の駅 お土産・名産品

点心・惣菜 KASEI 中華惣菜

イーション 洋惣菜・弁当

マロンド ベーカリー

マツモトキヨシ
月～土 7:30～22:00

日・祝 9:00～21:00
ドラッグストア

ピーターパンジュニア
月～土 7:00～21:00

日・祝 9:00～21:00
ベーカリー

ニューデイズ ペリエ千葉中央改札内南 6:00～23:30 コンビニエンスストア

コモン カフェ
月～金 8:00～21:00（L.O.20:30）

土日祝 11:00～22:00（L.O.21:30）
カフェ・バル

カフェ リン 7:00～21:00 カフェ

こめらく　ニッポンのお茶漬け日和。
月～金 7:00～21:30（L.O.21:00）

土日祝 11:00～21:30（L.O.21:00）
お茶漬け

一得餃子房 11:00～21:00（L.O.20:30） 餃子

そばいち
月～土 7:00～22:30

日・祝 7:00～22:00
そば

万葉軒　マンヨーケン
月～金 7:00～21:00

土日祝 7:00～20:00
駅弁

ニューデイズ ペリエ千葉中央改札内西 6:30～23:30 コンビニエンスストア

松戸富田麺業 9:00～22:00（L.O.21:30） ラーメン

ベックスコーヒーショップ
月～土 6:30～22:00（L.O.21:30）

日・祝 6:30～21:00（L.O.20:30）
カフェ

イマデヤ
物販　  全日　11:00～22:00

角打ち  全日   12:00～22:00
和洋酒・イートイン

ニューデイズペリエ千葉中央改札外 6:30～23:30 コンビニエンスストア

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー 洋菓子

銀座コージーコーナー 洋菓子

ラップドクレープコロット 洋菓子

船橋屋こよみ 和風洋菓子

なごみの米屋(※12/10 OPEN) 和菓子

マツモトキヨシ ペリエ千葉エキナカSouth店(※12/24 OPEN) ドラッグストア

ボビーユーハイム / 神戸牛のミートパイ 洋菓子・ミートパイ　

カクチ 期間限定ショップ

ブルプル カフェ

ザ・ガーデン 自由が丘
月～土 8:00～22:00

日・祝 9:00～21:00
グロッサリー・酒

なごみの米屋

リニューアル移転に伴い、9月27日(月)より一時休業

※休業期間中、10月12日(火)より、B1Fペリチカ「CHIBA la

mode」にて営業いたします

和菓子

青山フラワーマーケット 生花

■エキナカ4F【営業時間　全日 10：00～21：00】

ショップ名 異なる営業時間 業種

ムジコム 生活雑貨

ミスターミニット リペアサービス

くまざわ書店
月～土 8:00～21:00

日・祝 9:00～21:00
書籍

ドクターストレッチ

月～金 11:00～22:00

土・日 10:00～21:00

※祝日は曜日に準ずる

ストレッチ

ゾフ メガネ・サングラス

エブリワンズカフェ
月～土 10:00～22:00

日・祝 10:00～21:30
レストラン・カフェ



■エキナカ4F【営業時間　全日 10：00～21：00】

ショップ名 異なる営業時間 業種

アトリエはるか
月～土 10:00～21:00

日・祝 10:00～20:00
ビューティーサロン

フルーツギャザリング 化粧品・雑貨

キュービーハウス 最終受付 閉店1時間前 ヘアカット

リラクゼ リラクゼーション

東京ビジネスクリニック ペリエ千葉エキナカ 9:00～21:00　※通常営業 クリニック

アイン薬局 9:00～21:00　※通常営業 調剤薬局

※酒類提供については各ショップに直接お問い合わせください

※ラストオーダーなど、詳細は各ショップにお問い合わせください

※館内の喫煙室は、現在ご利用を休止しております

※今後の状況により予告なく変更の場合がございますこと、ご了承くださいませ

※記載情報：2021/11/30時点


