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株式会社千葉ステーションビル 

 

PERIE Online JRE MALL 店で 
千葉県 22 事業者の県産品 200 点を一斉公開します！ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

※県内中小企業者等による県産農林水産物などの地域の資源を活用した商品開発を支援するため、大手販売事業者や県産農林水産物の 

生産者等のニーズをマッチングするためのマッチングイベントを開催するとともに、地域内の連携を促進し、地域のブランド力を強化 

するための地域連携コーディネーターを設置し、ワークショップや個別マッチング、助言等を行う事業 

 

PERIE Online JRE MALL 店一斉公開について 

■実施概要 

【公開日時】 2022 年３月 14 日（月）午前 11：00 

※インターネット環境により、公開に遅れが生じる場合があります。 

【対象サイト】 PERIE Online JRE MALL 店  

https://www.jreastmall.com/perieonline 

          「千葉のいいもの」「ペリエのいいもの」が集まった、毎日のくらしが楽しくなるアイデアが詰まったオンラインストア 

           公開開始日 2021 年３月 30 日 公開商品数 約 850 点 出品する千葉県事業者数 37 社（３月 14 日現在） 

【サイト運営者】 株式会社千葉ステーションビル（本社 千葉市中央区 代表取締役社長 弭間 俊則） 

【対象事業者】 千葉県内に事業所を持つ中小企業および個人の 22 事業者 別紙参照 

【対象商品】 県産農林水産物などの地域の資源を活用した商品を主とする全 200 点  

※公開後も順次商品を拡大してまいります 

 

 

 

 

 

 

 

 

○JR 東日本グループでは「Beyond Stations 構想」を推進しており、駅を“つながる”「暮らしのプラッ

トフォーム」へと転換を進めています。 

 

〇株式会社千葉ステーションビルが運営するペリエ公式オンラインストア「PERIE Online JRE MALL

店」は、千葉県内中小企業者等による地域の資源を活用した商品開発を支援するための千葉県事業（ちば

のキラリ商品支援事業※）によりマッチングした 22 事業者の商品を３月 14 日に一斉公開します。 

 

〇一斉公開の当日にあわせて、JR 千葉駅にて産直市“ちばのいち”を開催し、「PERIE Online JRE 

MALL 店」に出品する商品を販売いたします。 
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日本一のクラムチャウダー 

 

Bocchi 

畑で採れたピーナッツペースト 

 

サラヤ保﨑商店 

Oil de Bonito 

 

新風堂 

キヌノワ プリン 

 

豆NAKANO 

アウトドアコーヒーBAG 

（ステンレスマグ） 

 

ベレケの村 

CALENアロマミスト 

 

https://www.jreastmall.com/perieonline


 

千葉県産品を集めた産直市「ちばのいち」の開催について 

地域への観光流動促進を目的とする地域再発見プロジェクトの 

一環として、「駅」から千葉の逸品を発信していく産直市 

「ちばのいち」を定期的に開催しています。 

今回は PERIE Online商品を「ちばのいち」でご購入いただけます。 

 

■実施概要 

【開催日時】 2022 年３月 14日（月）11：00～19：00 

【開催場所】 JR 千葉駅中央改札外コンコース 

【出店店舗】 ・かねはち（匝瑳市／魚加工品） 

・きたみ coffee（八千代市／コーヒー） 

・新風堂（市原市／プリン、チーズケーキ、パン） 

・鍋店（成田市／豚肉加工品、チーズ加工品、チョコレート等） 

・ふくろう珈琲（船橋市／コーヒー） 

・道の駅 みのりの郷東金（東金市／プリン、クッキー等） 

・ペリエマルシェ千葉店（PERIE Online JRE MALL 店取扱商材等） 

※出店店舗および販売商品は、状況により変更する場合があります 

 

「ペリエマルシェ」でのコーナー展開について 

「ペリエマルシェ」では PERIE Online JRE MALL 店コーナーを展開し、リアルとＥＣ双方 

から千葉県産品の魅力と生産者のこだわりや想いを発信します。 

 

■実施概要 

【開催日時】 2022 年３月 14日（月）～期日未定 

【開催場所】 JR 千葉駅中央改札前コンコース「ペリエマルシェ千葉店」店内 

JR 西船橋駅改札内 ペリエ西船橋「ペリエマルシェ西船橋店」店内 

ペリエマルシェ：千葉のおいしい「食」を中心に、日本のおいしいものまで食の楽しさをお届けするショップ 

オープン日 千葉店 2021 年 11 月 26 日 西船橋店 2021 年 11 月 10 日 

【取扱商品】 10 社 約 50 点 ※販売商品は、状況により変更する場合があります 

  

一斉公開を記念した各種特典およびキャンペーンについて 

■実施概要 

【特典➀】 PERIE Online JRE MALL 店限定 JRE POINT 5 倍ポイント  

※通常ポイント 1 倍分を含みます 

      対象期間 2022 年 3月 14 日（月）～3月 18日（金） 

      対象商品 PERIE Online JRE MALL 店 全商品 

 

 



 

【特典➁】 PERIE Online JRE MALL 店限定 300 円OFFクーポンコード発行 

      対象期間 2022 年 3月 14 日（月）～3月 31日（木） 

      利用条件 PERIE Online JRE MALL 店で一会計当たり税込 3,240 円以上（送料抜き） 

ご購入時に利用可 

           先着 100名様限定、他のクーポンとの併用はできません 

※特典➀、特典➁は JRE MALL への会員登録、ログインが必要です 

【特典➂】 「千葉のいいもの」ツイートキャンペーン 

       PERIE Online JRE MALL 店の商品ページにある「ツイートボタン」を押し、ツイートする 

と、ツイートした PERIE Online JRE MALL 店の商品が、抽選で１０名様に当たります 

対象期間 2022 年 3月 14 日（月）～3月 31 日（木） 

参加条件 ツイッターアカウントをお持ちの方（ツイート回数の上限はございません） 

当選通知 2022 年４月初旬予定 

当選された方に PERIE Online JRE MALL店公式ツイッターアカウント 

「ペリ江とペリ夫 @perieonline_jm」からダイレクトメッセージ（以下、DM） 

でお知らせします。 
※DM を受け取るには、PERIE Online JRE MALL 店アカウントのフォローが必要です 

       賞品発送 2022 年４月中旬予定 

 

   ■参考   

【マッチング（EC商談会）概要】 

・対象事業    ちばのキラリ商品支援事業（地域ネットワーク構築支援） 
          https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/renkei/chiikishigen/kirari-tiikinetwork.html 

・主催      千葉県・公益財団法人千葉県産業振興センター 

・応募事業者数  46事業者 

・開催時期    全６日間  2021 年 11 月 11 日（木）～30 日（火）  

 

【PERIE Online JRE MALL 店 運営会社 】 

・ 名称           株式会社千葉ステーションビル 

・ 本社所在地     千葉県千葉市 中央区新千葉 一丁目 6 番 1 号 

・ 代表取締役社長 弭間 俊則 

・ 資本金         2 億円 

・ 設立           1961 年 8 月 1 日 

・ 事業内容       主に不動産の賃貸および管理、駅業務の受託 

・ 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、ペリエ西船橋、 

ペリエ海浜幕張、ペリエ稲毛海岸、ペリエ検見川浜、四街道駅ビル、アルカード茂原 

海浜幕張駅、稲毛海岸駅、検見川浜駅 

 

【ペリエHP】特設ページURL https://www.perie.co.jp/2022newlife/ 

 

 

 

 

報道機関お問い合わせ先 

株式会社千葉ステーションビル SC 本部マーケット開発部 担当：兼井、河井 

TEL：043-307-5105 e-mail：press@perie.co.jp 

https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/renkei/chiikishigen/kirari-tiikinetwork.html
https://www.perie.co.jp/2022newlife/


PERIE Online JRE MALL店　2022年3月14日公開　事業者一覧

商品分類

※主たるもの
主たる商品名

活用している主たる地域

資源の

生産地（市町村名）

1 豆NAKANO
豆NAKANO

（マメナカノ）
サービス業

コーヒー豆の焙煎、卸売・小売、喫茶、

菓子製造
お茶やコーヒー等

アウトドアコーヒーBAG（ステンレスマグ）

アウトドアコーヒーBAG（DINEXまぐ）、他コーヒー　等
千葉市

2 株式会社きたみcoffee
きたみcoffee

（キタミコーヒー）
小売業 コーヒー豆の焙煎、卸売・小売 お茶やコーヒー等 コーヒー（豆、粉） 八千代市

3 ふくろう珈琲合同会社
ふくろう珈琲

（フクロウコーヒー）
その他 福祉事業、コーヒー豆の焙煎、卸売・小売、喫茶 お茶やコーヒー等 コーヒー（豆、粉） 船橋市

4 館山フルーツ工房
館山フルーツ工房

（タテヤマフルーツコウボウ）
製造業 食品製造、卸売・小売 酒類・調味料

いちごリキュール

いちじくリキュール

フルーツジャム

南房総産

勝浦産

5 有限会社永井商店
永井商店

（ナガイショウテン）
製造業 削り節等製造、卸売・小売 調味料

房州産　花かつお

房州産　鯖花削り

食べるかつお

食べるさば

漁師町の朝ごはん

海苔鰹節昆布

鰹つゆ　等

鴨川市

勝浦市

6 株式会社セガワ
Bocchi

（ボッチ）
卸売業

米の集荷・販売及び農産物検査業務、落花生、米穀類

の加工、輸入食品（ナッツ・ドライフルーツ）加工、

卸売・小売

調味料

畑で採れたピーナッツペースト砂糖不使用

加糖つぶ無し

加糖つぶ入り

畑で採れたピーナッツの蜜煮バラ、3個入

Bocchiからつき落花生

からつきゆで落花生

落花生パウダー

千葉県各地

7 株式会社サラヤ保﨑商店
サラヤ保﨑商店

（サラヤホサキショウテン）
製造業 水産加工品製造、卸売・小売 調味料

Oil de bonito

だしこちゃん

外房釣り金目鯛のしゃぶしゃぶセット、

寒マカジキの西京味噌漬け

勝ぶし【おかか】　等

勝浦市

8 ベレケの村
ベレケの村

（ベレケノムラ）
その他 野菜・花卉栽培および加工、卸売・小売 調味料

CALENカレンデュラドレッシング

ドライハーブ

スキンケア商品　等

南房総市白浜町

9 株式会社うまだれカンパニー
万能うまだれ味禅

（バンノウウマダレミゼン）
製造業 調味料製造、卸売・小売 調味料

万能うまだれ味禅

生姜味禅

辛口味禅

梨味禅（ドレッシング）

ハラペーニョ味禅

市川市

10 株式会社ヤマニ味噌
ヤマニ味噌

（ヤマニミソ）
製造業 味噌の製造、卸売・小売 調味料

ヤマニ味噌プレミアム

ちばの恵　等
佐倉市

11 株式会社ジー・ピー・アイ
貝殻亭リゾート

（カイガラテイリゾート）
サービス業 飲食業　レストラン・物販 調味料

清祥庵みそ肉ソース

やちよ道の駅食堂の「万能つゆ」

柚子と蜜柑と檸檬の「ぽん酢」

旨味の黄金律「出汁醤油」　等

八千代市

佐倉市

山武市

12 株式会社新倉
米屋新倉

（コメヤシングラ）
製造業 米加工品製造、卸売・小売 スイーツ

純米ばうむ　しっとりミルク仕立て

純米ばうむ　かりっとクッキー仕立て

ぬれ揚げ煎　かつおとうめ味

ぬれ揚げ煎　和風チーズカレー味

ぬれ揚げ煎　ひじきとごぼう風味

鴨川市

館山市

勝浦市

13 株式会社ジビショウ
新風堂

（シンプウドウ）
小売業 菓子製造、酒類・食品・食パンの卸売・小売、飲食 スイーツ

KINUNOWA（キヌノワ）プリン　プレーン計６個セット

チーズケーキ

チェダーチーズ食パン2本セット

クリームチーズ生食パン2本セット

毎日のトースト食パン2本セット

袖ヶ浦市

千葉市

八街市

14 株式会社池宮商店
池宮商店

（イケミヤショウテン）
製造業 落花生の加工、卸売・小売 スイーツ

花咲くピーナッツ

ピーナッツペースト落花生100％、

有機オオマサリ種ゆで落花生

早生種（Ｑなっつ）

千葉半立種さやいり落花生

八街産

15 東金元気づくり株式会社
道の駅 みのりの郷東金

（ミチノエキ ミノリノサトトウガネ）
小売業

道の駅の運営、食料品・植木の販売、飲食業、食品製

造　等
スイーツ みのりとろ～りプリンぷれみあむ　等 東金市

16 株式会社正上
正上

（ショウジョウ）
製造業 佃煮、惣菜、等食品製造、卸売・小売 惣菜・おつまみ

九十九里浜蛤酒蒸し

若鮎しょうが煮

九十九里浜蒸蛤　等

山武市九十九里浜

成田市

17 株式会社カネハチフーズ
かねはち

（カネハチ）
製造業 水産加工品製造、卸売・小売 惣菜・おつまみ

銚子産　三種の匝瑳堀川みそ漬魚セット　6切身

銚子産ヒラメのスモーク

骨まで食べれる銚子産イワシ/さば和風セット

骨まで食べれる銚子産イワシ/さば洋風セット

銚子沖合

18 株式会社963
963

（クロサン）
サービス業 飲食店 惣菜・おつまみ

日本一のクラムチャウダー

船橋にんじんポタージュスープ　等
船橋市

19 鍋店株式会社
鍋店

（ナベダナ）
製造業 酒類製造業（日本酒・リキュール） 惣菜・おつまみ

仁勇 蔵元のまかない 千葉県産いも豚ロース粕漬け

蔵元スイーツ　日本酒トリュフチョコレート

仁勇　カマンベールチーズの粕漬け　等

匝瑳市

旭市

20 エスオーユーホールディングス株式会社
日本料理 和か葉

（ニホンリョウリ ワカバ）
その他

葬祭及び葬祭関連事業、保育事業、介護事業、人材

サービス事業 他
惣菜・おつまみ

錦爽鶏どりの煮込み叉焼・塩叉焼詰合せ

みやざわ和牛の牛丼詰合せ等

香取市

匝瑳市

香取郡東庄町

21 株式会社サンライズファーム サンライズファーム 製造業 ハム・ソーセージ製造、卸売・小売 惣菜・おつまみ

アボ豚熟成赤身とんかつ

いろいろミックスウインナー

バラエティグリル（冷蔵）　等

香取市

22 株式会社商和 ぎょうざのたかはし 小売業 餃子製造、卸売・小売 惣菜・おつまみ

肉っこ餃子

べじっこ餃子

しょうが餃子

しそっこ餃子　等

旭市

No
企業名 ブランド名

業種

※主たるもの
事業内容

商品概要


