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2019 年 8 月 26 日 
住商アーバン開発株式会社 

 

「テラスモール松戸」10 月 25 日（金）9 時グランドオープン 
新業態など 28 店舗を追加発表、全 177 店舗をラインアップ 

～ 「テラスモール松戸カード」入会キャンペーンを 9 月 20 日（金）開始 ～ 
 

 

住商アーバン開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高野稔彦、以下「住商アーバン開

発」）は、千葉県松戸市八ケ崎二丁目において推進中の大型商業施設開発「Terrace Mall（テラスモール）松戸」

（以下「本施設」）の開業日を、2019年 10月 25日（金）に決定し、未発表だった 28店舗を追加発表、全 177店舗

をラインアップします。 

また、ご利用ごとにポイントが貯まる「テラスモール松戸カード」の新規発行に伴い、入会キャンペーンを 2019

年 9 月 20 日（金）から開始します。 

新業態などの 28 店舗を追加発表、全 177 店舗をラインアップ                                               

「テラスモール松戸」には、関東初出店 3 店舗、千葉県初出店 24 店舗、エリア初出店 84 店舗と、周辺エリア

の方々のニーズに対応した、バラエティ豊かな全 177 店舗が集積します。周辺エリア唯一となる映画館「ユナイ

テッド・シネマ」には 3 つのスタイルの次世代型映画鑑賞システムを同時導入するほか、地域のサポート機能と

して、「けやきの森保育園メルカート」の開設や、クロネコヤマトの宅急便でおなじみのヤマトグループの生活サ

ービス拠点「ネコサポステーション」の出店など、地域の皆様の毎日の暮らしを豊かにする機能のほか、ファッシ

ョンから飲食、サービスなど個性豊かな店舗をラインアップします。 

今回、アウトドア、スポーツウェアの「WORKMAN plus（ワークマンプラス）」やオーガニック・無添加食品店「＆

Leaf（アンドリーフ）」などの千葉県初出店６店舗、大丸松坂屋百貨店が展開するコスメセレクトショップ「アミュー

ズボーテ」、知育玩具「好奇心の部屋」などエリア初出店 18 店舗を含む 28 店舗を追加発表します。（別紙に一

覧）。 

「IMAX®レーザー」「4DX」「SCREEN X」3 つのスタイルの次世代型映画鑑賞システムを同時導入!                                              

 

 

ユナイテッド・シネマが、地域唯一のシネマコンプレックスとして全 11 スクリーン、 

約 1,900 席を誇る規模で展開します。 

11スクリーンのうち 3スクリーンには、全く新しい映画体験ができる 3つのスタイル

の次世代型映画鑑賞システム を同時導入します。 

1 つめは、革新的な 4K レーザー投影システムと最新の 12ch サウンドシステムを

採用し、臨場感あふれるケタ違いの体験ができる「IMAX®レーザー（アイマックス・レ

ーザー）」（IMAX®社）。 

2 つめは、シーンに合わせて動く座席や、風・水が吹き付ける体感型アトラクショ

ンシアター「4DX（フォー・ディー・エックス）」（CJ 4DPLEX 社）。 

3 つめは、左右側面スクリーンに映像が映し出される新次元 3 面マルチ上映シス

テム「SCREEN X（スクリーン・エックス）」（CJ 4DPLEX 社）です。 

なお、1 つの複合型映画館に、3 つのスタイルの映画鑑賞システム「IMAX®レーザ 
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ー」、「4DX」､「SCREEN X」が導入されるのは、千葉県初となります。最

新鋭機器を導入することで、迫力ある映像と音響による、これまでにな

い臨場感と最高の映画鑑賞体験を演出します。 

今回の追加発表店舗―全国からセレクトした食材が集結                                          
 
 
 
■オーガニックと無添加食品にとことんこだわった自然食品セレクトショップ「＆Leａｆ（アンドリーフ)」 
 

「オーガニックを通して、地球と共存しエコで持続可能なくらしを支

える。無添加食品を通して、素材の味が活きたおいしい食品を愉し

んでもらう。」を理念に、農薬を極力使わずに栽培された野菜や、快

適な環境で大切に育てられた畜産物、素材や製法にとことんこだわ

ってセレクトした商品、お客様ひとりひとりに向き合うスタッフなど、そ

んなこだわりを大切にする最高の個性が集まったカラフルなお店を

目指します。曜日限定で、地元松戸の人気パン店の焼き立てパンを

夕方に入荷する予定です。 

■ヴィレッジヴァンガードの新業態「食」に関するセレクトショップ「こととや」 

日本中、世界中にある様々な「こだわり食品」や、「食」にまつわる

雑貨・書籍を集めたヴィレッジヴァンガードの新業態のセレクトショッ

プです。それぞれの食品の背景にある、各地の生産者の想いやその

土地の魅力も同時に伝えていくために、地域と連携した企画やイベ

ントも開催してまいります。「食べる」というコトをお客様に楽しんでい

ただけるお店です。 

今回の追加発表店舗―女性、親子にワクワク感を提供する店舗が充実                                           

■思いのままに、 キレイがかなうビューティ ショップ「アミューズ ボーテ」 

大丸松坂屋百貨店が展開する、国内外のラグジュアリーコスメからナ

チュラルコスメ約２０ブランドが気軽に試して自由に選べるコスメセレクト

ショップです。 メニューから好きな料理をアラカルトで注文するように、 

選び方や買い方、 使い方までも思いのままに。探していたキレイと出

会えるワクワクがここにあります。 

＜取扱いブランド＞アディクション、イヴ・サンローラン・ボーテ、エスティ

 ローダー、クリニーク、シャネル、シュウ ウエムラ、ジョー マローン  

ロンドン、トム フォード ビューティー、トゥー フェイスド、NARS、POLA、

M・A・C、メイクアップフォーエバー、ランコムなど約 20 ブランド 

■知ることの楽しさを伝える、知的好奇心に溢れた知育玩具のセレクトショップ「好奇心の部屋」 

 

 

子どもたちの可能性を拡げる知育玩具や、ものづくりキットなど、子

供から大人までワクワクする知的好奇心に溢れたお店です。ガリレオ

が発明した定理に基づき、球の浮き沈みで温度が測れる「ガリレオ温

度計」や天気を予測する天気管「ストームグラス」など、驚きを与える

フシギなサイエンス雑貨のほか、化石鉱物も展開。都内の 1 号店に

続く、2 店舗目の出店となります。 

エリア初 

エリア初 

エリア初 千葉県初 

千葉県初 エリア初 
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話題の人気店もテラスモール松戸に登場                                                                       
 

■アウトドアやスポーツを楽しむ人たちに今話題の新業態店「WORKMAN Plus」 

WORKMAN pluｓ（ワークマンプラス）は「働くプロの過酷な使用環境

に耐える品質と高機能をもつ製品を、値札を見ないでお買い上げいた

だける安心の低価格で届けたい」という思いから生まれました。アウトドア、

スポーツ、レインウエアなどファッション・雑貨を取り扱う専門店です。過

酷な作業現場で培った技術を取り入れた高機能ウェアは日常の様々な

シーンで活躍します。アウトドア向けアイテムの FieldCore(フィールドコ

ア)、スポーツウェアの Find-Out(ファインドアウト)、防水機能で雨にも強

い AEGIS(イージス) を中心に、冬の防寒、夏の対策など高機能ウェア

を多数取り揃えます。 

今回の追加発表店舗―地域をサポートする拠点が登場                                           

■子育てをサポート「けやきの森保育園メルカート」の開設 

松戸市は「やさシティ、まつど。」を掲げ、「共働きが子育てしやすい街」と

して注目を集めています。2019 年 4 月には「4 年連続待機児童ゼロ（国基

準）」を達成しました。 

今回開設する「けやきの森保育園メルカ―ト」は、松戸市が認定する小

規模保育事業所であり、社会福祉法人恩恵会が運営します。恩恵会は、

すでに松戸市内で保育所を 4園運営しており、テラスモール松戸に開設す

ることで住宅街に近い場所でも受け入れ拠点が増えます。健やかな体と豊

かな心の発達を図り、知性・感情・意志の調和がとれた子どもの育成を目指

します。 

■暮らしのために、できること、いろいろ 「ネコサポステーション proviｄed by ヤマトグループ」 

 

 

クロネコヤマトの宅急便でおなじみのヤマトグループが運営する、「暮らし

をより楽しく、より便利、快適、安心にするサービスと情報提供の場」がオー

プンします。松戸エリアにお住まいの皆さまの家事やお買い物など、日常

生活の「こんなこと誰かに頼めないかしら」を、コンシェルジュがご相談承り

ます。さらに暮らしに役立つ情報の提供や、誰もが楽しめる様々なイベント

を開催、お気軽にご参加ください。 

テラスモール松戸限定オリジナルメニューも登場                                   

■たいサンド Fu・Wa・Ri 

 

薄皮たい焼き「たい夢」の株式会社オーバンが仕掛ける、ふんわり食

感の新感覚たい焼きスイーツ専門店です。見た目も可愛さにもこだわっ

た「ふわかわ」がコンセプト。おすすめは、千葉県産梨を使用し、さわや

かな甘みとなめらかな口あたりの「梨あん」をたっぷりと入れた、テラスモ

ール松戸店限定のオリジナルたいサンドです。生地にも千葉県産の鶏

卵を使用し、地産地消にこだわりました。 

 

千葉県初 

千葉初 

 

テラスモール松戸限定 新業態 

たいサンド 

エリア初 

エリア初 
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■Ｂａｋｅｒｙ Ｔａｂｌｅ direction by DONQ 

 

創業 113 周年の老舗ベーカリー「DONQ(ドンク)」がプロデュースする初の

ベーカリーレストランが誕生。「本格的な食事パンと料理のマリアージュ」をコ

ンセプトに、パンを焼き上げた後のパン窯の余熱を使ったビストロ料理を、ラ

ンチ・ディナーで提供します。さらに、パン窯で作るチーズケーキも登場しま

す。温かいチーズケーキの上に、薄くスライスしたペコリーノチーズをトッピン

グ。テラスモール松戸限定のオリジナルスイーツです。 

 

「テラスモール松戸カード」入会キャンペーン開始                                   

「テラスモール松戸カード」の新規発行に伴い、9月20日(金)より入会キャンペーンを開始します。キャンペーン

期間中に入会頂いた方は、開業前に予定している内覧会へご招待します。 

テラスモール松戸カードは、入会金・年会費無料、テラスモール松戸内対象店舗でのお買い物・お食事 110 円

(税込)につき、テラスモール松戸ポイント 1 ポイント付与するポイントカードです。貯めたポイントは、１ポイント 1 円

相当としてテラスモール松戸内の対象店舗でご利用頂けます。 

カードは①クレジット機能付の「テラスモール松戸カード[JCB]」、 

②カードレスでポイントが貯められる「テラスモール松戸アプリ」、 

③「テラスモール松戸カード」の 3 種からお選びいただけます。 

 

①テラスモール松戸カード[JCB] 

・入会特典として、テラスモール松戸ポイント 1,000 ポイントをプレゼントしま

す。 

・クレジットカードでの決済でクレジットカードポイント（スマイルポイント）も付

与。貯まったクレジットカードポイント（スマイルポイント）はテラスモール松戸

ポイントに交換でき、テラスモール松戸でのお買い物がさらにお得になりま

す。 

                      

②テラスモール松戸アプリ 

・テラスモール松戸カードの機能（ポイントカード機能）がカードレスでご利用

頂けます。                      

・プッシュ通知でお気に入り登録したショップのお知らせが届きます。 

 

                       

 

③テラスモール松戸カード 

                     ・12 才以上なら、どなたでもご入会頂けるテラスモール松戸のポイントカード

です。 

 

 

 

 

パン窯で作るチーズケーキ 

  

テラスモール松戸限定 新業態 
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■テラスモール松戸カード入会キャンペーン 

◆受付開始：2019 年 9 月 20 日（金）～10 月 22 日（火） 

◆入会方法：（1）クレジット機能付の「テラスモール松戸カード[JCB]」と、「テラスモール松戸アプリ」は 

テラスモール松戸公式ホームページ：https://terracemall.com/matsudo より、お申込みいた 

だけます。 

（2）下記日程で入会特設ブースを設置します。 

①日程：2019 年 10 月 1 日（火）～10 月 22 日（火） 

場所：千葉県松戸市八ヶ崎 2-8-1（テラスモール松戸敷地内、入会特設ブース） 

            ②日程：2019 年 10 月 5 日（土）・6 日（日） 

場所：千葉県松戸市岩瀬 487-1（松戸中央公園バザール会場） 

※「テラスモール松戸カード」はテラスモール松戸公式ホームページからのお申込みはできま

せん。上記特設ブースもしくは開業後にテラスモール松戸館内でお申込み下さい。 

※入会キャンペーンの詳細についてはテラスモール松戸公式 HP をご覧ください。 

 

お客さまのアクセス環境への配慮                                         

■スムーズな入出庫 

・約 2,000 台分の駐車場を併設。最初の 4 時間まで無料です。 

・全車室に在否センサーを設置し空き状況を管理。駐車場に入庫する際にフロアごとの空車台数を確認できま

す。 

・駐車場入口ゲートに車番認証システムを設置。チケットレスでスムーズな入庫が可能です。 

・駐車場内には各車室に「招き灯」が設置され、赤に点灯していれば駐車済、緑に点灯していれば空車というこ

とが、一目で分かります。空き車室を素早く探すことができます。 

 

■予約ができる提携駐車場「ａｋｉｐｐａ（アキッパ）」との連携 

駐車場をオンランイン決済で簡単に予約し、利用することが可能なサービス「akippa」と連携します。 

「akippa」でテラスモール松戸周辺提携駐車場をご予約・駐車した上で、テラスモール松戸をご利用になったお客

様には駐車場利用料金相当額をテラスモール松戸ポイントで還元します。 

 

「akippa」とは:個人宅やマンション、事業所などの空いているスペースをお持ちの方が、駐車場の登録・掲載行

い、駐車場を利用したい方に提供するサービスです。 

 

■公共交通機関でのご来館でおトクな「ピットエコ」キャンペーンの実施 

周辺の交通事業者と連携し、鉄道・バスによる来館促進のため、IC カード乗車券を活用した「ピットエコ」サービ

スを提供することで公共交通機関の利用促進を図ります。 

 

「ピットエコ」とは：交通系 ICカードを利用して当日対象の駅で降車、もしくはバスをご利用の方を対象に抽選で

スタンプが貯まる「ピットエコスタンプ」システムを採用します。館内に設置されている端末へ、

交通系 IC カードをタッチすると、抽選でスタンプが獲得でき、一定数貯めることによってテラス

モール松戸ポイントへ交換が可能となります。 
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公式ホームページ・SNS アカウント                                         

公式ホームページ・SNS アカウントでは、随時情報を発信しています。 

◆公式ホームページ：https://terracemall.com/matsudo 

◆ツイッター：https://twitter.com/TMmatsudo   

◆フェイスブック：https://www.facebook.com/terracemall.matsudo/ 

◆インスタグラム：https://www.instagram.com/terracemall.matsudo/ 

 

■「テラスモール松戸」 施設概要 

 

 

 

 

 

 
 

・  所在  千葉県松戸市八ケ崎二丁目 8 番地 1 他 
・ 敷地面積 約 49,000 ㎡ 
・ 賃貸面積 約 42,000 ㎡ 
・ 総店舗数 約 180 店 
・ 駐車場  約 2,000 台 
・   駐輪場          約 1,000 台 
・ 建物規模 地上 4 階建て（一部 5 階建て） 
・ 開業日  2019 年 10 月 25 日（金） 
・ 事業者代表 住友商事株式会社 
・ 運営受託  住商アーバン開発株式会社 

 
階 内容 主要核店舗 

4F エリア唯一の大型シネマコンプレックス ユナイテッド・シネマ（3・4Ｆ） 

3F みんなが時間を忘れてモノ・コトを楽しめる、 
家族みんなの暮らしスタイル 
（ファミリースタイル／ベビーキッズスタイル／ライフデ
ザイン／フードコート） 

アカチャンホンポ、 
SPORTS AUTHORITY、 
ｎａｍｃｏ(出店予定)、 
ノジマ 

2F センスを刺激する、自分好みのトレンドスタイル 
（トレンドカジュアルスタイル／コンフォートリアルスタ
イル／カジュアルダイニング） 

H&M、 
TSUTAYA BOOKSTORE/スターバックス、 
ユニクロ 

1F 地域 No.1 の規模の食品ゾーンを核とした高頻度来
館サポート 
（ウェルカムプロムナード／コンフォートライフ／食品
ゾーン） 

サミットストア、 
東急スポーツオアシス松戸（1・2Ｆ）、 
無印良品、 
ロフト 

 
 

 

※本資料に掲載の画像やパースは全てイメージであり、変更になる場合があります。 

※本資料に掲載しているのは 2019 年 8 月 26 日現在の情報であり、今後変更となる可能性があります。 

※このリリースでは、「（周辺）エリア」を本施設から 5 ㎞圏内としています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（各フロア五十音順） 

https://www.instagram.com/terracemall.matsudo/
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出店店舗リスト ※カテゴリ毎にカナ五十音順で記載しています。                                                                                                                                                                             

 

■ファッション 

 
 

■ファッション雑貨 

 

 

 

 

 

 
 

店舗名 カナ 業種 関東初 千葉県初 エリア初 ＳＣ初 新業態 初公表

1 ＡＺＵＬ　ｂｙ　ｍｏｕｓｓｙ アズール　バイ　マウジー メンズ・レディス ○

2 ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ アメリカン ホリック レディス

3 AMOSTYLE BY Triumph アモスタイル　バイ　トリンプ インナーウェア ○

4 Ｈ＆Ｍ エイチアンドエム メンズ・レディス・キッズ

5 エイチ・ビー エイチビー レディス ○

6 Ｎ+ エヌプラス レディス ○ ○ ○

7 ＯＰＡＱＵＥ.ＣＬＩＰ オペークドットクリップ レディス

8 ＣＡＬＮＥ カルネ レディス ○ ○ ○

9 Ｑ♥ キュー レディス ○

10 ＣＲＡＦＴ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＢＯＵＴＩＱＵＥ クラフト スタンダード ブティック メンズ・レディス ○ ○

11 Ｇｒｅｅｆｕｌ グリーフル ヴィンテージ古着、アンティーク雑貨 ○

12 ｇｏ ｓｌｏｗ ｃａｒａｖａｎ ゴー スロー キャラバン メンズ・レディス ○ ○

13 ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモス ケイッティオ レディス

14 サン・フェルメール サン フェルメール ミセス

15 ＳＵＩＴＳＥＬＥＣＴ スーツセレクト メンズ・レディス ○

16 ＳＥＮＳＥ ＯＦ ＰＬＡＣＥ ｂｙ ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ センス オブ プレイス バイ アーバン リサーチ メンズ・レディス、服飾雑貨 ○

17 ＤｏＣＬＡＳＳＥ ドゥクラッセ メンズ・レディス ○

18 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ ドッグ デプト メンズ・レディス・ドッグ ○

19 ＮＡＴＵＲＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＢＡＳＩＣ ナチュラルビューティーベーシック レディス ○ ○

20 ＨＡＲＭＯＮＩＣＡ ハーモニカ ミセス ○

21 ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ ハナゴロモ 呉服

22 フォルム　フォルマ フォルム フォルマ レディス

23 ｐｅｔｉｔ　ｍａｉｎ プティ マイン キッズ・ベビー

24 ｂｒａｎｓｈｅｓ ブランシェス キッズ ○

25 BeBe　Petits　Pois　Vert ベベ プチ ポワ ヴェール キッズ・雑貨 ○

26 MAKELETLYON メイクレットリヨン レディス ○ ○

27 ＭＥＴＨＯＤ メソッド ユニセックス

28 ＭĒＤＯＣ メドック レディス ○

29 ＵＮＩＯＮ ユニオン メンズ・レディス ○ ○

30 ユニクロ ユニクロ メンズ・レディス・キッズ

31 ＬＥＰＳＩＭ レプシィム レディス ○

32 ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ ＷＩＤＥ ＢＯＷＬ ロデオ クラウンズ ワイド ボウル メンズ・レディス・キッズ ○

33 ＲＯＰÉ　ＰＩＣＮＩＣ ロペピクニック レディス ○ ○

34 ＷＯＲＫＭＡＮ　Ｐｌｕｓ ワークマンプラス メンズ・レディス、雑貨 ○ ○

店舗名 カナ 業種 関東初 千葉県初 エリア初 ＳＣ初 新業態 初公表

1 ｉｎｎｏｃｅｎｃｅ イノセンス アクセサリー ○

2 ＡＣＥ　ＢＡＧＳ＆ＬＵＧＧＡＧＥ エース バッグスアンドラゲージ 服飾雑貨

3 ＡＢＣ-ＭＡＲＴ エービーシーマート シューズ

4 靴下屋 クツシタヤ 靴下

5 ｃｒｏｃｓ クロックス グッズ・靴 ○ ○

6 ゲンキ・キッズ ゲンキ キッズ 子供靴 ○

7 THE　CLOCK　HOUSE ザ クロックハウス 時計

8 さくら平安堂 サクラヘイアンドウ 印章、印刷、和雑貨 ○

9 SAC’S　BAR サックスバー バッグ、財布小物、トラベル

10 ジュリア・オージェ ジュリア オージェ ウィッグ

11 ＪＩＮＳ ジンズ アイウエア

12 ゾフ　マルシェ ゾフ マルシェ メガネ・サングラス ○

13 tippi tokyo　 ティッピ　トウキョウ 天然石アクセサリー ○ ○ ○

14 ノーティアム ノーティアム ファッション雑貨

15 ＰＡＲＩＳ　ＪＵＬＩＥＴ パリスジュリエット 生活雑貨・服飾雑貨

16 柊や眼鏡 ヒイラギヤメガネ メガネ・サングラス・補聴器 ○ ○

17 VĒRITĒ ベリテ 宝飾品

18 帽子屋Ｆｌａｖａ ボウシヤ フレイヴァ 帽子 ○

19 ＲＥＧＡＬ　ＳＨＯＥＳ　a.k.a リーガルシューズ エーケーエー シューズ、バッグ

20 ｌｅ ｐｅｔｉｔ ｂｏｉｓ ル プティ ボア レディス・メンズシューズ ○

21 ルデーク　オル ルデーク　オル ジュエリー・ブランド品リユース ○
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■ライフスタイル 

 
 

■ドラッグ＆コスメ 

 

 

■サービス・カルチャー・その他 

 

 

 

 

店舗名 カナ 業種 関東初 千葉県初 エリア初 ＳＣ初 新業態 初公表

1 アカチャンホンポ アカチャンホンポ マタニティ＆ベビー・キッズ用品

2 ｉｌｌｕｓｉｅ３００ イルーシーサンマルマル 生活雑貨

3 ＩＮ　ＮＡＴＵＲＡＬ イン ナチュラル ライフスタイル ○

4 ＯＬＹＭＰＩＡ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　Ｌａｂｅｌ オリンピア チョコレート レーベル バラエティ雑貨

5 ガチャガチャの森 ガチャガチャノモリ カプセルトイ専門店 ○ ○

6 Ｇｒａｎｄｅ　Ｍａrée グラン マレ 生活雑貨 ○ ○ ○

7 好奇心の部屋 コウキシンノヘヤ サイエンス雑貨・知育玩具 ○ ○ ○

8 サイクルスポット サイクルスポット 自転車販売・修理 ○

9 ｓｅａｓｈｅｌｌｓ シーシェルズ インテリア雑貨・ファッション雑貨 ○

10 じぶんまくら ジブンマクラ 寝具

11 手芸センタードリーム シュゲイセンタードリーム 手芸 ○ ○

12 ＳＰＯＲＴＳ　ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ スポーツオーソリティ スポーツ用品

13 生活雑貨ボンメゾン セイカツザッカボンメゾン 生活雑貨・ファッション雑貨 ○ ○

14 生活の木 セイカツノキ ハーブ、アロマテラピー ○

15 ソストレーネ　グレーネ ソストレーネ グレーネ インテリア雑貨 ○

16 ダイソー ダイソー 100円ショップ

17 たち吉 タチキチ 家庭用品・生活雑貨 ○

18 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ/スターバックス ツタヤ ブックストア/スターバックス 書籍、文具、カフェ ○

19 ドクターエア ドクター　エア マッサージ・エクササイズ用品 ○

20 ノジマ ノジマ 家電

21 バンダレコード バンダレコード ＣＤ・ＤＶＤ、楽器、玩具、雑貨販売 ○ ○

22 フラワーデコ フラワーデコ 生花、雑貨販売

23 ミカヅキモモコ ミカヅキモモコ 300円均一、バラエティ雑貨

24 無印良品 ムジルシリョウヒン 生活雑貨

25 Ｙｏｇｉｂｏ　Ｓｔｏｒｅ ヨギボー ストア ビーズソファ、インテリア雑貨 ○

26 ロフト ロフト 生活雑貨 ○

店舗名 カナ 業種 関東初 千葉県初 エリア初 ＳＣ初 新業態 初公表

1 アミューズ　ボーテ アミューズ　ボーテ コスメ・ビューティー ○ ○

2 ＦＡＮＣＬ　ｂｅａｕｔｙ ＆　ｈｅａｌｔｈ ファンケル　ビューティ　アンド　ヘルス 化粧品・健康食品

3 マツモトキヨシ マツモトキヨシ ドラッグ＆コスメ

店舗名 カナ 業種 関東初 千葉県初 エリア初 ＳＣ初 新業態 初公表

1 イオン銀行ATM イオンギンコウエーティーエム 銀行ATM ○

2 エースコンタクト エースコンタクト コンタクトレンズ

3 ａｕショップ　 エーユーショップ 携帯電話

4 おしゃれ工房 オシャレコウボウ 洋服・バッグのお直し、スマートフォン修理 ○

5 ＱＢハウス キュービーハウス ヘアカット専門店

6 けやきの森保育園メルカート ケヤキノモリホイクエンメルカート 保育園 ○

7 ＪＴＢマイタウントラベル ジェイティービーマイタウントラベル 旅行代理店

8 スーモカウンター スーモカウンター 住まい探しの無料講座、相談サービス

9 整体・骨盤・骨盤調整のカラダファクトリー セイタイコツバンチョウセイノカラダファクトリー 整体サロン

10 セイハグローバルステーション セイハグローバルステーション 子供英会話教室 ○ ○ ○

11 セブン銀行ATM セブンギンコウエーティーエム 銀行ATM ○

12 ZELE-AVEDA ゼル アヴェダ ヘアサロン ○

13 ソフトバンクショップ ソフトバンクショップ 携帯電話

14 千葉銀行ATM チバギンコウエーティーエム 銀行ATM ○

15 東急スポーツオアシス松戸 トウキュウスポーツオアシスマツド 総合フィットネスクラブ ○

16 トータルセラピー トータルセラピー リラクゼーション ○

17 ドコモショップ ドコモショップ 携帯電話

18 ｎａｍｃｏ（出店予定） ナムコ アミューズメント ○

19 ネコサポステーションproviｄed by ヤマトグループ ネコサポステーションプロバイデッドバイヤマトグループ 宅急便、生活関連サービス ○ ○

20 HAPPY　BELL ハッピー ベル ペットショップ

21 美容室イレブンカット ビヨウシツイレブンカット 美容室、ヘアサロン

22 +ｎａｃｈｕ ｂｙ ＳＴＵＤＩＯ ＡＲＣ プラス ナチュ バイ スタジオアーク 写真スタジオ ○ ○

23 プランス歯科 プランスシカ 歯科 ○

24 保険テラス ホケンテラス 保険代理店

25 ポニークリーニング ポニークリーニング クリーニング

26 マイネイルボックス　フェアリーズ マイネイルボックス フェアリーズ ネイルサロン ○

27 松戸八ヶ崎眼科 マツドハチガサキガンカ 眼科

28 楽天モバイル×Ｓｍａｒｔ　Ｌａｂｏ ラクテンモバイルスマートラボ 携帯電話販売、スマートフォンアクセサリー ○

29 Ｒｉａｔ！ リアット 靴とバッグのクレンジング＆ケア・修理

30 Re.Ra.Ku リラク リラクゼーション ○
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■グルメ＆フード 

 
 

■シネマ 

 

※本資料に掲載しているのは 2019 年 8 月 26 日現在の情報であり、今後変更となる可能性があります。 

 
 

 
 

 

店舗名 カナ 業種 関東初 千葉県初 エリア初 ＳＣ初 新業態 初公表

1 あんこのやまか アンコノヤマカ 和菓子 ○

2 ＆Leaf あんどりーふ ナチュラル＆オーガニック食品 ○ ○ ○

3 いきなり！ステーキ イキナリ ステーキ ステーキ

4 ＩＰＰＵＤＯ　ＲＡＭＥＮ　ＥＸＰＲＥＳＳ イップウドウ　ラーメン　エクスプレス 博多ラーメン

5 魚河岸まぐろ鎌形 ウオガシマグロカマガタ 寿司・刺身・惣菜

6 歌行燈ゑべっさん ウタアンドンエベッサン うどん、そば、和食 ○ ○

7 越後叶家 エチゴカノウヤ そば ○ ○

8 ＆パニーニ８３６バール エパニーニ ハサムバール バールカフェ ○

9 王様のお菓子ランド オウサマノオカシランド お菓子

10 御漬物の丸越 オツケモノノマルコシ 漬物、キムチ、惣菜

11 お肉惣菜とお弁当　うしまるや オニクソウザイトオベントウ　ウシマルヤ お惣菜・お弁当 ○ ○ ○

12 オランダ家 オランダヤ 和洋菓子

13 柿安　Meat Express カキヤス　ミート　エクスプレス 肉丼専門店 ○ ○

14 果汁工房　果琳 カジュウコウボウ カリン フルーツジュースバー

15 菓匠清閑院/満果惣 カショウセイカンイン/マンカソウ 和菓子

16 かつ敏 カツトシ とんかつ ○

17 勝めし屋 カツメシヤ 惣菜・弁当 ○

18 カプリチョーザ カプリチョーザ カジュアルイタリアン

19 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 ○

20 韓国料理ｂｉｂｉｍ’ カンコクリョウリ　ビビム 韓国料理 ○

21 北野エース キタノエース グロッサリー

22 牛カツ京都勝牛 ギュウカツキョウトカツギュウ 牛カツ専門店 ○

23 串家物語 クシヤモノガタリ 串揚げビュッフェ

24 珈琲所コメダ珈琲店 コーヒードコロコメダコーヒーテン コーヒーショップ

25 こととや コトトヤ グロッサリー ○ ○

26 サーティーワンアイスクリーム サーティーワンアイスクリーム アイスクリーム

27 菜果善 サイカゼン 青果専門店 ○

28 彩果の宝石 サイカノホウセキ 洋菓子 ○

29 魚の北辰 サカナノホクシン 鮮魚・鮨 ○

30 魚の北辰 サカナノホクシン 惣菜 ○ ○

31 さち福やＣＡＦÉ サチフクヤカフェ 和食 ○ ○

32 ＳＡＦＦＲＯＮ サフラン ベーカリー ○

33 サミットストア サミットストア 食品スーパーマーケット

34 サンマルクカフェ　 サンマルクカフェ　 カフェ・スイーツ

35 しゃぶ菜 シャブサイ しゃぶしゃぶ・すき焼き食べ放題 ○ ○

36 ＳＷＥＥＴＳ　Ｐｅａｒｌ　Ｌａｄｙ スイーツ パール レディ タピオカ・クレープ

37 すし銚子丸　雅　 スシチョウシマル ミヤビ すし

38 たいサンド　Ｆｕ・Ｗａ・Ｒｉ タイサンド フワリ たい焼き ○

39 ＴＡＫＡＧＩＦＯＯＤＳ タカギフーズ 精肉・惣菜 ○

40 茶々丸 チャチャマル 茶・落花生・焼海苔 ○

41 中華惣菜 周記 チュウカソウザイ シュウキ 中華惣菜 ○

42 築地銀だこ ツキジギンダコ たこ焼

43 手づくりのやさしいお惣菜　こはるや テヅクリノヤサシイオソウザイ　コハルヤ 惣菜・おにぎり・弁当 ○

44 東京餃子軒 トウキョウギョウザケン 中華料理 ○

45 ナワブ ナワブ パキスタン・インド料理 ○ ○ ○ ○

46 日本一 ニホンイチ 焼鳥・惣菜・うなぎ蒲焼

47 はなまるうどん ハナマルウドン 讃岐うどん

48 ＨＯＮＥＹＣＯ　terrasse　※正式名称決定 ハニコテラス 自然食品 ○

49 ビアードパパ ビアードパパ スイーツ ○

50 FRESHNESS BURGER フレッシュネスバーガー バーガーカフェ ○ ○

51 フロプレステージュ フロプレステージュ 洋菓子・洋惣菜

52 Ｂａｋｅｒｙ Ｔａｂｌｅ　direction by DONQ　※正式名称決定 ベーカリーテーブルディレクションバイドンク ベーカリーレストラン ○

53 ＰＯＧＧ ポグ 洋菓子 ○ ○

54 ｍａ－ｓａ　ｄｅ　ｐｌｕｓ マーサ ドゥ プリュス 洋菓子 ○

55 マクドナルド マクドナルド ハンバーガーレストラン

56 マザー牧場ＣＡＦＥ＆ＳＯＦＴＣＲＥＡＭ マザーボクジョウカフェアンドソフトクリーム カフェ・スイーツ ○

57 マザーリーフ　ティースタイル マザーリーフ　ティースタイル カフェ ○

58 松戸富田麺桜 マツドトミタメンオウ ラーメン ○

59 山本のハンバーグ ヤマモトノハンバーグ ハンバーグ ○ ○ ○

60 ラケル ラケル オムライス ○

61 リンガーハット リンガーハット 長崎ちゃんぽん

62 ルピシア ルピシア 世界のお茶専門店 ○

店舗名 カナ 業種 関東初 千葉県初 エリア初 ＳＣ初 新業態 初公表

1 ユナイテッド・シネマ ユナイテッド シネマ シネマコンプレックス ○ ○


