平成 27 年 3 月 10 日
住商アーバン開発株式会社

松戸駅東口の「プラーレ松戸」がリニューアル

3 月 28 日（土）に第 1 弾、
4 月 24 日（金）にグランドオープン！
「無印良品」と「オリヒカ」が松戸駅前に初出店！
「マツモトキヨシ」は松戸駅前で最大規模！
住商アーバン開発株式会社（本社：東京都中央区晴海、社長：小久保正明）は、弊社
が運営する千葉県松戸駅東口前の商業施設「プラーレ松戸」（所在地：千葉県松戸市松戸）
をリニューアルし、2015 年 3 月 28 日（土）に第 1 弾オープン、4 月 24 日（金）にグラ
ンドオープンします。
当社は、昨年（2014 年）12 月から段階的にリニューアルに取り組んでおり、「プラ
ーレ松戸」が地域の皆様にとって“あったら便利”な品揃えと“ちょっと良いもの”が
気軽に買える施設利便性を織り交ぜた『都市型ライフスタイルコンビニエンス SC』に
なることを目指します。

《左と中央：リニューアル後の「プラーレ松戸」の外観・2 階エントランス、
右：リニューアルのキービジュアル》

3 階フロアが「プラーレ松戸」を代表するフロアに生まれ変わります！
今回のリニューアルでは、3 階を大幅にリニューアルし、30 代～40 代女性が“松戸を
楽しみ、新たな松戸ライフスタイルを提案する”フロアに生まれ変わります。松戸駅に
直結する 2 階は、皆様をお迎えするエントランスフロアに相応しい、デイリー性とファッション
性を備えたフロアとしてイメージチェンジをいたします。
併せて、5 階、6 階の一部ゾーンもリニューアルし、3 月 28 日（土）の第 1 弾オープン
では 15 店舗、4 月 24 日（金）のグランドオープンに 3 店舗の合計 18 店舗を新登場させます。

「無印良品」が松戸駅前に初出店！ 「マツモトキヨシ」は松戸駅前最大規模で出店！
今回の目玉となる店舗は、3 月 28 日（土）の第 1 弾リニューアルでは、2 階にレデ
ィースファッションの「Green Parks sara」、ファッション雑貨の「ブルーブルーエ」。
3 階には生活雑貨の「ママイクコ」
、リラクゼーション雑貨の「アロマブルーム」など、
気軽に立ち寄れ、毎日の暮らしがより豊かで楽しくなる店舗が揃います。
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4 月 24 日（金）のグランドオープンでは、3 階には松戸駅前に初出店となる「無印良
品」、5 階は「マツモトキヨシ」が松戸駅前で最大規模フロアを展開する他、松戸駅前に初出
店の「オリヒカ」が出店するなど、駅からの利便性に加え、充実した品揃えで、松戸エリ
アの 30 代～40 代女性の関心と購買意欲を高める新フロアが誕生します。

【初出店の店舗概要】
Green Parks sara （2 階）
株式会社クロスカンパニー ＜レディースファッション＞
20 以上の人気ブランドを取り扱うセレクトショップ。シューズ
やアクセサリー、バッグなどの小物も充実し、トータルコーデ
ィネートを楽しめます。

ブルーブルーエ （2 階）
ブルーブルーエジャパン株式会社
＜ファッション雑貨＞
「地元の素敵なお店」をコンセプトに、いつでも気軽に立ち寄
れて、季節ごとに居心地の良さを感じさせるようなナチュラル
な生活雑貨を中心に取り揃えております。

T.G.C. （2 階）
キンバレー株式会社 ＜アイウェア＞
「遠くを見るためだけのメガネ」ではなく「着替えるメガネ」
「自
分を変えるメガネ」が T.G.C.ポリシー。メガネを変えることに
よって一瞬にして自分も変えられる。T.G.C.はそんなアイウェ
アを提案します。

Lattice （2 階）
株式会社パル ＜ファッション雑貨＞
女の子の好きがいっぱい詰まった café をイメージしたお店です。
毎日のお洋服を着替えるように、アクセサリーもその日の気分
で楽しんでいただけるよう、多数の商品を揃えております。
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無印良品 （3 階） ※松戸駅前 初出店
株式会社良品計画 ＜生活雑貨・衣料品・食品＞
着心地の良いウエアや、素材にこだわった食品。そして使い勝
手を考えたシンプルで機能的なステーショナリーや家具まで、
暮らしまわりのすべてが揃います。

ママイクコ （3 階）
株式会社システム１４ ＜生活雑貨＞
お母さんの目で、着る、食べる、くつろぐ生活を集めているマ
マイクコ。テーマは「パリのふだんの生活」。パリの人たちの「暮
らし上手」をお手本にして、衣食住の生活雑貨を取り揃えてい
ます。

アロマブルーム （3 階）
日本リビング株式会社 ＜リラクゼーション雑貨＞
美と健康と癒しをテーマに、アロマテラピー・ナチュラル＆オ
ーガニックコスメ・バスエッセンス・ルームフレグランスやル
ームウェアなど、生活シーンごとに五感で楽しめるリラクゼー
ションのスタイルを提案いたします。

マツモトキヨシ （5 階） ※松戸駅前 最大規模
株式会社マツモトキヨシ ＜ドラッグストア＞
医薬品にサプリメントや美白ケアアイテム、コスメ、生活雑貨
まで、欲しいものが必ず見つかるセレクトに加え、セルフメデ
ィケーションをサポートするオリジナル商品も充実。オールシ
ーズン頼りになります。

オリヒカ （5 階） ※松戸駅前 初出店
株式会社 AOKI ＜メンズ・レディースファッション＞
ORIHICA はメンズ＆レディースの新しいスーツのお店です。コ
ンセプトは“Key to the new lifestyle”。カテゴリーの枠にとら
われず、自分だけのスタイルを自由に編集して楽しむブランド
です。
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【リニューアル完了後（4 月 24 日以降）のフロア概要】
階

リニューアル登場店舗

屋
上
■KA・RA・DA factory（整体・骨盤サロン）
■ほけんの窓口（保険ショップ）

6
階

★マツモトキヨシ （ドラッグストア）
★オリヒカ（メンズ・レディースファッション）
5
階

■アンソレイユ（レディースファッション）

4
階

★無印良品（生活雑貨・衣料品・食品）
★アロマブルーム（リラクゼーション雑貨）
★ママイクコ（生活雑貨）
3 ■コシュエコシュ（レディースシューズ）
階 ■リセ コレクション（靴下・ファッション雑貨）
■ビューティガーデン（ネイル・脱毛サロン）
■barutoko by ギャレージ（レディースファッション）
■アートアクセサリー レイナ（アクセサリー）
★Green Parks sara（レディースファッション）
★ブルーブルーエ（ファッション雑貨）
2 ★T.G.C.（アイウェア）
階 ★Lattice（ファッション雑貨）
■3COINS（生活雑貨）
■サーティワンアイスクリーム（アイスクリーム）
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※ ★は初出店
◎は飲食テナント

既存の店舗、スペース
・ぷら～っとガーデン（屋上庭園）
◎ガーデンマジック
（イタリアンカジュアルレストラン）
・JTB 首都圏 松戸プラーレ店
（旅行代理店）
・左近充眼科（眼科）
・マジックミシン（リフォーム）
・カットオンリークラブ
（ヘルス・ビューティー）
・ヘアーサロン ソシエ（美容室）
・プラーレ歯科（歯科医院）
◎松戸飯店（中華料理）
◎レストラン四六時中（洋食・和食・中華）
◎パスタモーレ（パスタ、オープン料理）
◎しゃぶしゃぶ牛太
（しゃぶしゃぶ・すきやき）
・ABC マート（シューズ）
・コイデカメラ
（デジカメプリント・証明写真）
・平安堂（印鑑・印刷・和雑貨）
・DHC 直営店（化粧品・健康食品）
・ザ・クロックハウス（時計）
・アイシティ（コンタクト）
・王様のお菓子ランド（お菓子）
◎カフェ・ド・クリエ（カフェ）
・てもみん（リラクゼーションスペース）
・ライトオン
（カジュアルファッション・
キッズファッション）
・糸のうた（生地・手芸品）
・BRICK HOUSE シャツ工房
（メンズ・レディスファッション）
・ミカヅキモモコ（雑貨）
・モンサック（バッグ）
・チチカカ（中南米エスニック雑貨）
・ザ・ダイソー100YEN PLAZA
（100 円ショップ）
・LAPAX（バッグ）

・ル・ベラージュ はやしや（化粧品）
・UP CREATE（ファッション雑貨）
・オフノオン（生活雑貨）
・アモスタイル（ランジェリー）
・アンドア（レディスファッション）
・ピーク（レディスファッション）

【プラーレ松戸 施設概要】
施設名
所在地
電 話
開業日
テナント

プラーレ松戸
千葉県松戸市松戸 1149-1
047-331-7777（代）
1980 年 10 月
イトーヨーカドーと専門店 55 店

運営コンセプト 幅広いお客様とのコミュニケーションを大切に、
“地域の皆様に愛され
るプラーレ”を訪れるみんなが幸せを感じてもらえる
ショッピングセンターを目指しています。
施設の特徴
JR と新京成電鉄の松戸駅から連絡デッキで直結している「プラーレ
松戸」は、利便性の高い商業施設です。お客様からの信頼度が高い
「イトーヨーカドー」と専門店の総合力が高い点も大きな特徴です。
また、松戸駅周辺大型店、近隣の学校・幼稚園など、地域社会と
密着したイベント展開を行っています。
屋上には、遊び・食・味覚・健康などをテーマにした屋上庭園
「ぷら～っとガーデン」があります。庭園内にはお子様のプレイ
ゾーン、イベントステージ、フラワーガーデンなどがあり、多くの
花木を楽しめる市民の憩いの広場として親しまれています。
構造規模
述床面積
売場面積

鉄骨鉄筋コンクリート造、地上 7 階、地下 1 階建て
33,654 ㎡
24,026 ㎡

＜ショップ＞
10:00～21:00
＜レストラン＞ 11:00～21:30（L.O 21:00）
※一部営業時間が異なるレストランがございます。
＜屋上ぷら～っとガーデン＞
10:00～19:00
公式ホームページ
http://www.plare-shopping.com/
営業時間

このプレスリリースに関するお問い合わせは
株式会社東急エージェンシー 営業統括本部 第 8 営業局 第 1 営業部
担当：岡田
〒107-8417 東京都港区赤坂 4-8-18
TEL：03-3475-5596 FAX：03-3730-1826 Email： n-okada@tokyu-agc.co.jp
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