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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

あたらしい千葉駅・ペリエ千葉エキナカが開業します
2016年11月20日（日）、53年ぶりに新しくなる千葉駅とエキナカ商業店舗（一部）が開業します。
回遊性が向上したあたらしい千葉駅の各方面への出口名称や改札名称、開業当日のイベントについ
てお知らせします。また、エキナカ店舗の概要が決定いたしましたので、併せてお知らせします。
○
○
○
○

駅周辺各方面へ通ずる駅改札口と駅出口を、親しみやすく、わかりやすい名称にしました。
開業当日に開催するイベントの概要をお知らせします。
3階エキナカ「ペリエ千葉エキナカ」のショップリスト（48店舗）などの概要をお知らせします。
エキナカ４階が２０１７年春にオープンします。

１．あたらしい千葉駅
（１）駅改札口名称
駅機能・コンコースが３階へ移転し、東側に改札口を設置、西側改札と同じフロアで繋がります。
東側の改札口は「中央改札」、西側の改札口は「西改札」とします。
（２）駅出口名称
駅周辺各方面へ通ずる出口名称は、東口駅前広場への出口を「東口」、西口駅前広場へは
「西口」、北口駅前広場へは「北口」、京成千葉駅側へは「南口」、千葉都市モノレール駅へは
「モノレール連絡口」、千葉公園方面へは「千葉公園口」とします。

【千葉駅３階 平面図】

西口広場

２．開業当日のイベント
今回の駅・エキナカ開業にあたって開業当日（１１月２０日）にイベントを開催いたします。
○ テープカット・除幕式（９:00から予定しています。）
あたらしい千葉駅の待合せ空間の「ハスの時計」前で開業式典を執り行います。
併せて「ハスの時計」の除幕式を行ないます。

〈待合せ空間（ハスの時計）〉

○ 出発式（10:10 ６番線、10:17 ８番線から予定しています。）
10月29日より開業記念列車（ラッピングトレイン）
を内房線、外房線、総武本線、成田線
東金線、鹿島線（予定）に運行します。
開業当日は記念列車の出発式を行い
ます。

開業記念ヘッドマーク

※イラストは全てイメージです。

○ 駅前コンサート
千葉市内所在の学校によるコンサートを東口駅前広場にて行います。
出演学校：千葉市立院内小学校・千葉市立椿森中学校
県立千葉商業高等学校吹奏楽部・千葉大学吹奏楽団

○ 千葉駅開業記念スタンプラリー＜開催時間：10：30～16：00＞
あたらしくなった千葉駅を回遊してスタンプを集めよう！スタンプを集めた方には、先着でちょっぴりプレゼント
を進呈します。※数に限りがあります。
○ あなたの「千葉」への思いを伝えるコメントツリー＜開催時間：10：30～16：00＞
「千葉」への思いをカードに記入して、クリスマスツリーを完成させよう！
○ 電車型パネル＆子供駅長制服で記念撮影 ＜開催時間：10：30～16：00＞
○ 黄色い法被を着た駅社員に声をかけるとちょっぴりプレゼントが貰える！
※小学生以下のお子さま限定です。数に限りがあります。

電車型パネル

○ びゅうプラザ千葉駅（旅行カウンター）にて抽選会＜営業時間：10：00～18：00＞
開業日当日、びゅうプラザ千葉駅（旅行カウンター）にてご旅行をご成約いただいたお客さまに抽選で
素敵なプレゼントを進呈します。
○ 千葉県内のご当地キャラによる観光PRイベント
○ bayfm公開放送
エキナカのおススメ商品やあたらしくなった千葉駅をご紹介します。
駅長犬

○ 千葉駅の歴史を展示

チーバくん

ちはなちゃん

～☆イベントの内容は変更・中止となる場合があります。予めご承知おきください。☆～

３．ちばがいちばんプロジェクト
千葉県内のいいコト、ステキなコトなど千葉の多くの魅力を、
「ちばがいちばんロゴ」とともに、千葉駅新駅舎内の装飾やデジタ
ルサイネージ、交通広告などを活用し、展開していきます。

４．３階エキナカ店舗 「ペリエ千葉エキナカ」の概要

【別紙】

【参考】 施設概要 等
所在地
規模

千葉市中央区新千葉一丁目

（参考）旧駅舎・駅ビル（ペリエ１）

地上7階・地下1階

地上6階・地下1階

延床面積 約73,800㎡
主用途

約27,000㎡

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㎡

□ 事業者
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社千葉ステーションビル（商業施設 開発運営）
□ 今後のスケジュール

2017年春

エキナカ全面開業

2017年夏以降

第Ⅱ期開業

、

駅ビル先行開業（２階以上）
2018年夏以降

第Ⅲ期開業
駅ビル全面開業
〈エキナカ4階（イメージ）〉

【別紙】

生鮮三品を取り扱う日本初のエキナカ常設店舗や、千葉のパティシエ 4 人が手掛けたスイーツ店舗など

「ペリエ千葉エキナカ」に千葉の“いいモノ”が集結した 48 店舗オープン!
2016 年 11 月 20 日(日) 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/代表取締役社長:椿 浩)は、東日本旅客鉄道株式会社と
の共同事業で推進する千葉駅・駅ビル建替え計画に伴い、ＪＲ千葉駅構内にペリエ千葉の新ゾーン「ペリエ千葉エキ
ナカ」を、2016 年 11 月 20 日(日)9:00(ニューデイズ ペリエ千葉中央改札内南のみ 6:00)より、オープンいたします。
株式会社千葉ステーションビル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、新しい千葉駅の開発を推進しています。その第一弾が、新しい千葉駅の
中で展開する「ペリエ千葉エキナカ」です。「ペリエ千葉エキナカ」は、千葉の“いいモノ”と都市型のライフスタイルがミックス
した豊かな日常を提案します。エキナカのテーマとして千葉の魅力を伝えるため、「千産千消（ちさんちしょう）」の推進
に力を入れており、地元企業の誘致や地元食材の積極使用に取り組んでいます。
出店ショップは、生鮮三品(精肉、鮮魚、青果)・惣菜・スイーツ・グロッサリー・生活雑貨・カフェ等多彩な 48 店舗で、
そのうち新ブランドのショップが 7 店舗、千葉県企業の店舗が 10 店舗、千葉県初出店の店舗が 17 店舗、エキナカ初
出店の店舗が 22 店舗です。
生鮮三品を 365 日取り扱う日本初のエキナカ常設店舗や、千葉県の有名パティシエ 4 名が手掛けたスイーツを提
供する新ブランドの「Artisan in CHIBA」、話題性のあるショップや季節にあわせた商品を取り扱う全国各地のショップ
を 2~3 週間ごとにご紹介するイベントスペース「KAKUCHI」などを展開します。

3 階改札階吹抜部

ペリエ千葉エキナカ「千産千消」（ちさんちしょう）の取り組み
千葉県は全国でも有数の農林水産王国であり、収穫高でも全国順位の高い品目が目白押しです。
千葉県で生産したものを千葉県で消費する取り組みを、地産地消になぞらえ、「千産千消」と呼んでいます。
ペリエ千葉エキナカでは、千葉県の豊かな自然で育まれた農産物、海産物、畜産物を活用し、千葉県”ならでは”の
商品やメニュー提供を積極的かつ継続的に行います。

ペリエ千葉エキナカ 注目ショップ Information
”エキナカ初”の常設生鮮三品専門店や、千葉を代表するスイーツ店、話題性のあるショップや季節にあわせた商品等
を取り扱う期間限定ショップなど、これまでの千葉になかった新しい価値を提供してまいります。

▶生鮮三品を取り扱う日本初のエキナカ常設店舗が揃う!

エキナカ初出店

千産千消を意識した生鮮三品（精肉、鮮魚、青果)を取り扱う専門店が揃います。
365 日常設でエキナカにて生鮮三品を取扱うのは日本初です。
仕事や家事で忙しい方の生活サポートとして、例えば食べきりサイズにカットされた青果やフルーツ、
調理の一手間を省ける時短メニュー商品も販売いたします。

TAKAGIFOODS(タカギフーズ)

魚力

ころくや

(ウオリキ)

-精肉-

(コロクヤ)

-鮮魚-

-青果-

高品質な精肉を多くの人においしく

安心・安全・満足とお客さまとの会

新鮮で美味しい青果、四季折々の

味わって欲しいという思いから、安心

話を大切にしております。旬の鮮魚

フルーツを「厳選」してご紹介します。

安全に気を配り、お手頃な価格の

を加工し、少量から販売いたしま

更に便利なカットサラダ、青果セット、

商品ラインナップでお届けします。

す。簡単な調理で食べられる「美味

カットフルーツを取り揃えております。

しい」をご提供いたします。

TAKAGIFOODS

魚力

ころくや

▶千葉の 4 人のパティシエ商品が揃うスイーツショップがオープン!

Artisan in CHIBA (アルチザン

新ブランド

エキナカ初出店
-洋菓子-

イン チバ）

県内でも指折りの人気を誇る有名パティスリー４店舗と、ザ・ガーデン自由が丘とのコラボ
レーションショップ。“Artisan”とは、フランス語で“職人”を意味しており、千葉県洋菓子協会
会長の「モンペリエ」神保シェフを筆頭に、個性的で実力派の４人のシェフが腕を振るいます。
毎日届く、作りたての美味しいスイーツを、エキナカで身近にお求めいただけます。

Artisan in CHIBA

モンペリエ
(市川市市川)
じんぼかつし
神保勝司シェフ

お菓子工房バニーユ
(千葉市中央区)
お お き さとる
大木悟シェフ

晴れの日
(千葉市緑区)
み や た ひであき
宮田英明シェフ

▶千葉県内の有名店がオープン!

松戸富田麺業

(マツドトミタメンギョウ)

菓子工房アントレ
(船橋市海神)
た か ぎ やす ひ ろ
髙木康裕シェフ

千葉県企業
-ラーメン-

エキナカ初出店
エキナカ初出店

常に行列の絶えない中華蕎麦とみ田の直営店。
麺、具材、つけ汁の全てにこだわった、とみ田の代名詞の「濃厚つけ麺」を
はじめ、千葉駅限定の食べ易いあっさりの手打ち中華そばも登場。
濃厚つけ麺

ピーターパン Jr (ピーターパンジュニア)

-ベーカリー-

船橋でいつも賑わっている大人気のベーカリーがペリエ千葉エキナカに
出店！2015 年に販売数でギネス世界記録達成した「元気印の
メロンパン」など焼き立て、揚げたて、作りたてのパンをご提供します。
ピーターパン Jr 定番商品群

▶都心で話題・季節にあわせた商品等を期間限定で展開!

KAKUCHI

(カクチ)

-イベントスペース-

「見て、感じて、味わって、お菓子をもっと楽しんでほしい」。ペリエがセレクトした
全国各地で話題のスイーツショップが期間限定（2~3 週間程度）で出店
します。
第一弾は、原宿や東京駅で行列の絶えない人気のポップコーン専門店
「ギャレット ポップコーン ショップス」が、11 月 20 日(日)~12 月 11 日(日)で
登場します。
ギャレット ポップコーン ショップス

キャンペーン・お買い物情報

▶各ショップからのおもてなし
各ショップでは、千産千消にこだわった商品、開業時のみの限定商品、お得なセットなどをご用意してみなさまの
お越しをお待ちしております。

▶開業記念キャンペーン
ペリエ千葉エキナカ de Suica タッチキャンペーン
ペリエ千葉エキナカのオープンを記念して、11 月 20 日(日)から『ペリエ千葉エキナカ de Suica
タッチキャンペーン』を実施いたします。
ペリエ千葉エキナカ 2 店舗にて同日中に Suica(モバイル Suica 含む)を利用して
お買い上げいただき専用端末にタッチすると、抽選で 200 円分の
お買物券が当たります。
・実施期間:2016 年 11 月 20 日(日)~12 月 18 日(日)
・専用端末設置時間:月~土 8:00~22:00 / 日祝 9:00~21:00

Suica カード

スロット端末

・専用端末設置場所:ペリエ千葉エキナカ内 2 個所(計 4 端末)
・参加条件:ペリエ千葉エキナカで、期間中 1 日 2 店舗以上(同一店舗不可)Suica でご購入いただくと参加可能。
・当選賞品:お買い物券 200 円分(ペリエ千葉エキナカ限定) ※有効期限:12 月末まで
※一部対象外店舗がございます。

▶チーバくんの折り紙フラッグや、フラワーウォールでお出迎え
みんなでつくるチーバくんフラッグ ~ペリエ千葉エキナカ開業記念~
2 年後のペリエ千葉グランドオープンへの期待とご自身の「夢」への祈りを込めた、
折鶴ならぬ「折チーバくん」をお客さまから集め、フラッグ装飾としてエキナカに掲げます。
みなさま一人ひとりの夢や希望をちりばめたフラッグ装飾を是非見上げてみませんか。
折チーバくん

【折チーバくん ワークショップ】
・実施期間:2016 年 11 月 5 日(土)~11 月 6 日(日) 10:00~18:00
・実施場所:ペリエ千葉「カーニバル」エントランス/ペリエ稲毛内スペース
・参加条件:無料
【チーバくんフラッグ】
・掲出期間:2016 年 11 月 21 日(月)より掲出
・設置場所:改札内コンコース吹き抜け

チーバくんフラッグ
※写真はイメージです。

フラワーウォール
改札内コンコースに、生花でできた美しい壁「フラワーウォール」を設置。
“千葉県産”の花々でお客さまを「おもてなし」します。
是非親しいご友人やご家族と記念写真を撮ってみてください。
・実施期間:2016 年 11 月 20 日(日)~11 月 22 日(火)
・実施場所:改札内コンコース 西改札寄りエントランス付近
千葉県産の花々
※写真はイメージです。

▶JRE POINT が貯まる！使える！
ペリエ千葉エキナカのお買い物で、JR 東日本グループ共通ポイント「JRE POINT」がご利用いただけます。
お買物やご飲食の際に、ご利用金額 100 円（税抜）ごとに１ポイントが貯まります。また、お会計時に
レジにて１ポイント（=１円として）1 円単位でお使いいただけます。
ペリエ各店をはじめ、アトレ、グランデュオ、テルミナ、シャポー、ラスカ等、JR 東日本のグループ各社でご利
用いただけます。JRE POINT 加盟店につきましては、WEB サイト www.jrepoint.jp をご覧ください。
カード切替えで 100 ポイントプレゼント
ペリエメンバーズカード（ポイント専用）から JRE POINT カードへ切替えていただくと、100 ポイントを
プレゼントします。
WEB サイトへの登録で 100 ポイントプレゼント
JRE POINT にご入会の上、WEB サイトへご登録いただくと 100 ポイントをプレゼントします。WEB
サイトでは、ポイント残高やおトクな情報がいつでもチェックできます。また、JRE POINT アプリを使えば、
チェックインポイントがもらえるなど JRE POINT をさらに便利でおトクにご利用いただけます。

開業記念ビジュアル展開

▶キービジュアル
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を起用し、広告や館内装飾などでオープン
を彩ります。
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。

ポスター

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。2014 年日本で 7 年振り 2 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。
キービジュアルに関するロッカクアヤコさんのコメント
「このような形で私の作品を使っていただくのは初めてなので驚きと戸惑いがありましたが、身近な駅である千葉駅の
大々的なリニューアルオープンにその機会をいただけて嬉しいです。
駅を使う人がわくわくするような空間になるお手伝いができればいいなと思います。千葉には、ごちゃっとした雑多さと
ゆったりとした自由さの共存を感じていますが、今回の作品にはその気持ちが反映されています。」

フロアマップ

ショップ一覧

NO

フリガナ
店名
コロクヤ

1

ころくや
ウオリキ

2

魚力
タカギフーズ

3

TAKAGIFOODS
パオパオ

4

PAOPAO
オムスビセンカ

5

おむすび専科
オコワヨネハチ

6

おこわ米八
トンカツマイセン

7

とんかつまい泉
ツキジ ナカシマ

8

築地 奈可嶋
ソウザイノレン ヤマショウ

9

惣菜暖簾 山正
ハナマルダイニングセレクト

10

はなまるダイニングセレクト
グリルステージ

11

GrillStage
トリサンワ

12

鶏三和
ウオリキカイセンズシ・カイセンウオリキ

13

魚力海鮮寿司・海鮮魚力
サルテリア

14

Saluteria
フサノエキ

15

房の駅
マンヨウケン

16

万葉軒

企業名

業種
新ブランド

店舗紹介
株式会社ころくや

千葉県
企業

千葉県
初出店

8：00～22：00

9：00～21：00

鮮魚
●

精肉
●

高品質な精肉を多くの人においしく味わって欲しいという思いから、安心安全に気を配り、お手頃な
価格の商品ラインナップでお届けします。
明治屋産業株式会社

日曜・祝日

●

安心・安全・満足とお客様との会話を大切にしております。旬の鮮魚を加工し、少量から販売いたし
ます。簡単な調理で食べられる「美味しい」をご提供いたします。
株式会社タカギフーズ

営業時間
平日・土曜

青果

新鮮で美味しい青果、四季折々のフルーツを『厳選』してご紹介します。
更に便利なカットサラダ、青果セット、カットフルーツを取り揃えております。
株式会社魚力

エキナカ
初出店

惣菜・弁当

本格手作り点心のテイクアウトショップです。店内厨房で手作り、厳選した食材を使用した肉まん・
シューマイ・ギョーザをご用意しております。
株式会社グゥー

惣菜・弁当
●

厳選したお米を使用し、冷めても美味しいおむすびと個食を中心とした和惣菜をご提供いたします。
こだわりの製法で一つ一つ丁寧に作ったおむすびをぜひご賞味ください。
株式会社米八東日本

惣菜・弁当

米八のおこわは昔ながらの手作りで、店内厨房で炊き上げています。行事食のお赤飯をはじめ、こだ
わりの食材で四季折々のおこわをご提供いたします。
井筒まい泉株式会社

惣菜・弁当

「箸で切れるやわらかなとんかつ」と「ヒレかつサンド」でお馴染み東京青山のとんかつ専門店です。人
気のポケットサンドもお取り扱いしています。
中島水産株式会社

惣菜・弁当

鮮魚専門店の「中島水産」がプロデュースするお店です。さかなやのプロが厳選した食材を使い、魚
本来の味を大切にした、四季折々のおさかな惣菜をご提供いたします。
株式会社ヤマショウフーズ

惣菜・弁当

「諸国名産」、「四季折々」をコンセプトとし、ご家庭に旬の食材をご提供いたします。駅を利用する
多様なお客さまのニーズにマッチした惣菜を幅広くご用意しております。
株式会社はなまるフードサービス

●

●

●

●

惣菜・弁当

お肉屋さんらしさを感じさせる肉惣菜をメインに店内調理しています。一緒に食べていただきたいおか
ずやサラダもご提供いたします。
株式会社オールドリバー

●

惣菜・弁当

“Home Meal Replacement” 千葉からフレッシュサラダにお惣菜、選べる楽しさとできたての喜
び、美味しさの感動をたくさんお届けします！
株式会社タカギフーズ

●

●

惣菜・弁当

明治三十三年創業以来「名古屋コーチン」とともに歴史を歩んできました。究極の美味し鶏「名古
屋コーチン」は飼育から販売まで自社一貫事業体制で管理しています。
株式会社魚力

寿司・弁当

安心・安全・満足をモットーに、鮮魚専門店ならではの新鮮な旬の魚やこだわりのネタを使った寿司
をご提供いたします。
株式会社ころくや

ジュース
●

旬の美味しさと、身体にやさしい健康的で新鮮なドリンクをお手軽にお召し上りいただけます。
株式会社やます

お土産・名産品

千葉県のお土産や名産品を販売する房の駅では、毎日の食卓から贈答品まで、何気ない日常を
特別にする商品を取り揃えております。
株式会社リエイ

●

惣菜・弁当

駅弁を作りはじめて88年。長年培ってきた歴史と経験を凝縮させ、素材は千産千消にこだわった新
しい万葉軒のお弁当・お惣菜をご賞味ください。

●

●

ショップ一覧

NO

フリガナ
店名
イーション

17

eashion
キリテイ

18

季里亭
ナニワコイチアン

19

浪花古市庵
マツモトキヨシ

20

マツモトキヨシ
ピーターパンジュニア

21

ピーターパンJr
ニューデイズペリエチバチュウオウカイサツナイミナミ

22

NewDaysペリエ千葉中央改札内南
コモンカフェ

23

common café
ドリップマニア

24

DripMania
コメラク ニッポンノオチャヅケビヨリ

25

こめらく ニッポンのお茶漬け日和。
イットクギョウザボウ

26

一得餃子房
ソバイチ

27

そばいち
エキベンヤ オドリ

28

駅弁屋 踊
ニューデイズペリエチバチュウオウカイサツナイニシ

29

NewDaysペリエ千葉中央改札内西
カワシマパン

30

カワシマパン
マツドトミタメンギョウ

31

松戸富田麺業
ウナウ カフェアンドキッチン

32

unau café＆kitchen

企業名

業種
新ブランド

店舗紹介
カネ美食品株式会社

千葉県
企業

千葉県
初出店

エキナカ
初出店

●

●

●

営業時間
平日・土曜

日曜・祝日

8：00～22：00

9：00～21：00

●

7：30～22：00

9：00～21：00

●

7：00～22：00

9：00～21：00

惣菜・弁当

素材や産地にこだわった食材を使用し、お客さま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。
株式会社グリーンタワー

惣菜・弁当

四季折々の素材を吟味し、地元千葉県の食材を多く使用してお客さまにお喜びいただけるよう心を
込めて調理しております。
株式会社古市庵

●

寿司・弁当
●

伝統の味を守りながらも、新しい季節の彩りを添えていく古市庵は、どなたにもご満足いただける味わ
いをお手ごろな価格でご提供いたします。
株式会社マツモトキヨシ

薬

医薬品・化粧品を中心に取り揃え、お客さまの美と健康のお手伝いをさせていただきます。従業員
一同、ご来店をお待ちしております。
株式会社ピーターパン

ベーカリー

船橋で大人気のピーターパンが千葉駅に出店します！焼きたて、揚げたて、作りたてのパンをご用意
してお待ちしております。
株式会社JR東日本リテールネット

コンビニエンスストア
6：00～23：30

「駅から始まる新しい毎日」をキャッチフレーズに、駅をご利用されるお客さまに、より便利でご満足い
ただける商品を取り揃えております。
株式会社ラムラ

飲食
●

こだわりのハンドドリップコーヒー、ビールやワイン、バラエティ豊かなお料理をご提供いたします。時間を
選ばず一日を通して楽しめるカフェレストランです。
ジェイアール東日本フードビジネス株式会社

●

●

●

8：00～22：00

9：00～21：00

●

●

●

8：00～22：00

9：00～21：00

7：00～22：30

7：00～22：00

7：00～22：00

7：00～21：00

そば

のどごし豊かな本格生そばを、しょう油と出汁がしっかりと味わえるおつゆでお召し上がりいただけます。
毎日のよりみちスポットとしてぜひご利用ください。
株式会社日本レストランエンタプライズ

惣菜・弁当
●

千葉の駅弁を中心に、全国各地の有名・人気駅弁やサンドウィッチをご用意しております。また、お
土産品も千葉ご当地のものや、地方の逸品なども揃えました。
株式会社JR東日本リテールネット

コンビニエンスストア
6：30～23：30

「駅から始まる新しい毎日」をキャッチフレーズに、駅をご利用されるお客さまに、より便利でご満足い
ただける商品を取り揃えております。
株式会社川島屋

ベーカリー・ミルクスタンド

昔なつかしのコッペパンにいろいろな種類の具材をその場でトッピング、出来立ての味をご提供いたし
ます。イートインスペースではコッペパンと一緒に牛乳をお召し上がりいただけます。
株式会社富田

●

●

●

●

7：00～22：00

ラーメン
●

常に行列の絶えない中華蕎麦とみ田の直営店。麺、具材、つけ汁の全てにこだわった、とみ田の代
名詞の濃厚つけ麺をはじめ、千葉駅限定の食べ易いあっさりの手打ち中華そばも登場。
ジェイアール東日本フードビジネス株式会社

8：00～21：00

餃子

焼きたて餃子が自慢の餃子専門店です。オリジナル餃子と、千葉県産元気豚使用の千葉餃子をご
用意しています。ニンニク・ニラ抜きも可能です。
株式会社日本レストランエンタプライズ

7：00～22：00

和食

こだわりのお出汁と具材の創作だし茶漬けをご提供いたします。ニッポンの各地にちなんだお茶漬けと
郷土の汁をお楽しみください。
ジェイアール東日本フードビジネス株式会社

8：00～23：00

カフェ

ドリップマニアの自慢はご注文いただいてから一杯ずつ心を込めてお淹れするハンドドリップコーヒーで
す。こだわりのサンドイッチもおすすめです。
株式会社ティー・ユー・ビーアソシエイツ

●

●

8：00～22：00

9：00～22：00

●

6：30～22：00

6：30～21：00

飲食

地域の味が楽しめるごはんカフェです。千葉県産の食材を使ったさまざまなメニューで、駅を行き交う
人々の心と身体を元気にします！

●

●

ショップ一覧

NO

フリガナ
店名
イマデヤ

33

IMADEYA
ニューデイズペリエチバチュウオウカイサツガイ

34

企業名

業種
新ブランド

店舗紹介
株式会社いまでや

千葉県
初出店

エキナカ
初出店

営業時間
平日・土曜

日曜・祝日

【物販】 月～土曜：8：00～22：00
日曜・祝日：9：00～22：00

和洋酒

日本のみならず世界中の生産者を回り、選りすぐった日本酒・本格乙焼酎・ワインなど、圧倒的なア
イテム数を取り揃えております。飲食スペースでは、ショップのお酒や食材が手頃な価格で楽しめま
す！
株式会社JR東日本リテールネット

千葉県
企業

●

●

●

●
【飲食】全日：11：00～23：00

コンビニエンスストア
6：30～23：30

NewDaysペリエ千葉中央改札外 「駅から始まる新しい毎日」をキャッチフレーズに、駅をご利用されるお客さまに、より便利でご満足い
ただける商品を取り揃えております。
アルチザン イン チバ

35

Artisan in CHIBA
ギンザコージーコーナー

36

銀座コージーコーナー
イリナ

37

irina
フナバシヤコヨミ

38

船橋屋こよみ
トウキョウラスク

39

東京ラスク
ボビーユーハイム／コウベギュウノミートパイ

40

ボビーユーハイム／神戸牛のミートパイ

株式会社シェルガーデン

株式会社銀座コージーコーナー

KAKUCHI
カウズスタンド

42

Ｃows Ｓtand
ダロワイヨ

43

ダロワイヨ
ザ・ガーデン ジユウガオカ

44

ザ・ガーデン 自由が丘
ナゴミノヨネヤ

45

なごみの米屋
ニホンバシヤチョウベエ

46

日本橋屋長兵衛
アオヤマフラワーマーケット

47

青山フラワーマーケット
ハマモンヨウ

48

濱文様

●

●

●

●

●

洋菓子

1948年に東京銀座に開業し、全国に約400店舗展開しています。人気のジャンボシュークリームや
ショートケーキ、焼菓子ギフトなど、バラエティ豊かな商品を取り揃えております。
イリナ・エンターテインメント株式会社

洋菓子

メディアでも人気のイリナが千葉に初出店します。オシャレで美味しいスイーツを各種ご用意してお待
ちしております。
株式会社船橋屋

菓子
●

船橋屋が創業200年を記念して企画した「こよみ」。くず餅の原料である小麦澱粉を使用し、伝統
と新しさを融合したくず餅プリンが看板商品です。
株式会社グランバー東京ラスク

洋菓子

小麦粉を独自に配合したラスクパンから製造し、サクサクの食感にこだわっています。1番人気のプレミ
アム・アマンドラスクをはじめ、彩り豊かなラスクをご用意してご来店をお待ちしております。
株式会社ユーハイム

菓子
●

「ボビーユーハイム」手土産に最適な焼菓子やケーキをご提供いたします。 /「 神戸牛のミートパイ」
創業から親しまれているミートパイが神戸の老舗の味とコラボレーションしました。

カクチ
41

洋菓子

県内でも指折りの人気を誇る有名パティスリー４店舗と、ザ・ガーデン自由が丘とのコラボレーション
ショップ。毎日届く、作りたての美味しいスイーツを、エキナカで身近にお求めいただけます。

イベントスペース
全国各地の話題のお菓子などをペリエセレクトでお届けします。2~3週間程度でショップが入れ替わ
る催事区画です。
8：00～22：00

株式会社秋葉牧場

洋菓子

明治20年から続く観光牧場「成田ゆめ牧場」が展開する店舗です。こだわり抜いた乳製品を新しい
食べ方とともにお届けいたします。
株式会社ダロワイヨジャポン

●

●

●

●

洋菓子・ベーカリー

フランス王家の食膳係を発祥とし、1802年にパリで創業しました。ベーカリー商品をはじめ、スペシャ
リテのマカロンや、ダロワイヨ発祥のガトー「オペラ」などを取り揃えております。
株式会社シェルガーデン

グロッサリー

百貨店ブランドから各地の名産品や銘菓、おいしいデイリー食品まで安心安全にこだわり、国内外を
問わず、使い切りに特化した食品を取り揃えております。
米屋株式会社

和菓子

明治32年創業し、成田山表参道に店舗をかまえて117年となりました。伝統の栗羊羹、人気の
ぴーなっつ最中などを揃えて皆さまのお越しをお待ちしております。
株式会社日本橋屋長兵衛

和菓子

和菓子を通じて江戸の伝統文化を発信するとともに、未来へ和菓子の心を創造し続けます。ご進
物・お手土産からご自宅用までご利用いただけます。
株式会社パーク・コーポレーション

花

旬の花をたくさん取り揃え、花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルをご提案するフラワーショップで
す。
株式会社ケイス

生活雑貨

千葉初出店。伝統の横浜捺染で染め上げた、てぬぐいなどを取り扱う和雑貨のお店です。千葉店
限定柄もご用意しております。

●

9：00～21：00

その他施設
フリガナ
店名

NO

営業時間

業種

平日・土曜

日曜・祝日

ATM

（平日）8：00～23：00
（土曜）8：00～21：00

8：00～21：00

ATM

（平日）7：00～23：00
（土曜）8：00～21：00

8：00～21：00

チバギンコウ
1

千葉銀行（１階）
ケイヨウギンコウ

2

京葉銀行（１階）
チバコウギョウギンコウ

3

千葉興業銀行（１階）

ATM

8：00～21：00

ユウチョギンコウ
4

ゆうちょ銀行（１階）

ATM

（平日）7：00～23：00
（土曜）8：00～23：00

8：00～21：00

ATM

（月曜）7：00～24：30
（火曜～金曜）5：00～24：30
（土曜）5：00～22：00

（日曜）8：00～21：00
（祝日）各曜日に準ずる

ミズホギンコウ
5

みずほ銀行（１階）
セブンギンコウ

6

セブン銀行（１階）

ATM

4：30～25：00

荷物預かり

4：30～25：00

荷物預かり

4：30～25：00

コインロッカー
7

コインロッカー（１階）
コインロッカー

8

コインロッカー（３階）

オープン当日について
11 月 20 日(日)の開業初日は、9:00 にオープンいたします。
※ ニューデイズペリエ千葉中央改札南のみ 6:00 にオープンいたします。
※ 開店時は、整列入場となります。
※ ご来館の際は、公共交通機関をご利用ください。
※ 列車をご利用にならずに改札内ショップをご利用される場合、入場券をお買い求めの上、ご来場ください。
(Suica は入場券としてご利用いただけません。)

施設概要
【ペリエ千葉エキナカ】開業エリア施設概要
開

業：2016 年 11 月 20 日(日)

所 在 地：ＪＲ千葉駅改札内
名

称：ペリエ千葉エキナカ

店 舗 面 積 ：2,000 ㎡
店 舗 数 積 ：48 ショップ
営 業 時 間 ：平日・土曜 8:00~22:00
営 業 時 間 ：日曜・祝日 9:00~21:00
※一部店舗は、営業時間が異なります
※本プレスリリースは 2016 年 10 月 28 日時点の情報です。今後、変更の場合もございます。
※本プレスリリース内のパースは全てイメージです。

