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ニッケコルトンプラザは 1988 年の開業以来、地域に根差したショッピングセンターとして地

域の皆様にご愛顧頂いております。このたび、お客様に更なるご満足を提供するため、開業 28
年目となる 2016 年（平成 28 年）春にウエストモールを中心としたリニューアルを実施いたし

ます。今回のリニューアルは、2009 年のリニューアルから 7 年ぶりのリニューアルとなります。

第一弾：2016 年 3 月 10 日(木)、第二弾：2016 年 4 月 22 日(金)の二段階オープンを予定してお

り、合わせて 26 店舗(新店：13 店舗、移転 6 店舗、改装 7 店舗)がオープン致します。お客様の

ニーズの高いファッション、服飾・生活雑貨関連業種の充実を図り、お客様のライフスタイルに

対応するコルトンプラザに成長します。 
 
■リニューアルコンセプト 
―たくさんの“そうそう”と“すごい”がいっぱい― 地域に根ざしたショッピングセンターな

らではの毎日の利便性に「ちょっと嬉しいがいっぱい」をプラスオン。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    
 

5 キロ圏内で 70 万人を超える人々が生活する豊かな活気ある地域において、都会的な感性を持

ちながら、今は子育て中心の 30 代～40 代前半のミセスとそのファミリーを中心に、多世代が生

活の中に自分らしさや楽しい変化を体験できる商業施設へと進化致します。 
 
 
 
 

ニッケコルトンプラザ 

ウエスト館全面・本館の一部リニューアルオープン 
―2016 年春 新しいコルトンプラザが始まります― 

ちょっとちがう。やっぱりたのしい。私たちのコルトンプラザ。 

Life Style up + It’s My COLTON 
（日常のスタイル変化 + ここに私らしさ） 

 
近隣・沿線で増加する都市型生活者の 

ライフスタイルに対応するコルトンプラザに進化します。 
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■新規店舗・リニューアル店舗 

NO フロア 店舗名 業態 店舗紹介
新店/

リニューアル

1 2F タオル美術館 生活雑貨

「タオルから始まる素敵な毎日」をコンセプトに、素材・織り・デザイ

ンにこだわった贅沢なタオルを中心に、タオル雑貨など豊富なライ

ンナップで展開しています。必ずお気に入りの商品が見つかる楽し

いお店です。

新店

2 2F プチパレ　マザウェイズ キッズ・ベビー
ヨーロピアンテイストのスマートで可愛い子供服です。店内は「見

て歩くだけで楽しい」というショッピングの原点を大切にしています。
新店

3 2F ルネ オブ パリス by フォンテーヌ
ウィッグ・ヘアケア用品

化粧雑貨

「美しい髪」は永遠の憧れ。女性のそんな気持ちに寄り添う「美髪

アイテム」をご提案できるショップです。幅広い品揃えでどなたにも

楽しんでいただけます。

新店

4 2F テチチ/ルノンキュール レディース
働く女性に向けた「テチチ」と、カジュアルを彩る「ルノンキュール」

の複合ショップです。2つのブランドからＯＮ・ＯＦＦ様々なシーンに

向けたアイテムを展開します。

新店

5 2Ｆ チュチュアンナ 靴下・下着・ルームウェア
毎日をおしゃれに楽しく装うためのファッション感度の高いソックス、

インナー、ルームウェアをシーズンごとにタイムリーに提案します。
新店

6 2F パーツクラブ ビーズ・アクセサリー
どなたでもお気軽にハンドメイドを楽しんでいただけるビーズ＆ア

クセサリーショップです。
新店

7 2F サリュ 生活雑貨
ファニチャーを中心に、ファブリック、インテリア、キッチン、服飾雑

貨など日常的なアイテムを豊富な品揃えでご用意しています。
新店

8 2F リーガルシューズ シューズ

1961年に「リーガル」ブランドが日本に上陸して以来、半世紀以

上、国内シューズブランドにおいて高い信頼を得ています。メンズ

ドレスシューズ、カジュアルシューズ、レディースシューズを取り扱

う専門店です。

移転

リニューアル

9 2F モンサック バッグ
ちょっと可愛くちょっと便利なバック達。トラベル用も100%オリジナ

ルです。修理や部品交換等もお受けしています。

移転

リニューアル

10 2F GU
レディース・メンズ

・キッズ

いま欲しいスタイルを、驚きの価格で。すべての人に届けたい。

ファッションをもっと気軽に楽しんでほしいから。あなたの毎日を、

もっとココロはずむものにしたいから。

新店

11 2F ベルーナ レディース
リーズナブルな価格で、女性の方向けのトレンドアイテムをご提

案。価格・トレンド・品質の3つを兼ね備えたアイテムを色柄・サイズ

とも豊富に取り揃えています。

新店

12 2F ジールマーケット 靴
カジュアル・モード・ドレス・ビジネスまでトレンドで使いやすいライ

ンナップとカラーバリエーションを取り揃えています。
新店

13 2F オホホ 生活雑貨
キッチン、ダイニング用品を中心に、バス、ガーデン、ファッションま

で、500円以下のコストパフォーマンスの高いロープライス商品をメ

インにセレクトしています。

新店

14 2F ハウス　オブ　ローゼ 自然派化粧品
肌にやさしい自然志向のスキンケからボディケアまで、生活に潤い

と楽しさを与えるショップです。

改装
リニューアル

15 3F Lbc with Life 生活雑貨・服飾雑貨
毎日の生活を「私らしく」楽しく過ごすための、生活雑貨～ワード

ローブにいたるまで、ライフスタイル全般のアイテムを提供します。

移転
リニューアル

16 3F ライトオン レディース・メンズ・キッズ
ジーンズに合うトップスもベーシックからトレンドまで充実していま

す。キッズアイテムも取り揃え、ファミリーでジーニングカジュアル

をお楽しみいただけます。

改装
リニューアル

17 3F ikka LOUNGE レディース・メンズ
メンズ、レディースのカジュアルスタイルからオフィススタイルまで、

服に合う雑貨もボリュームアップしました。Ikka LOUNGEがセレクト

したファッションをお楽しみ下さい。

改装

リニューアル

物販店舗
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18 3F ハニーズ レディース

高感度･高品質・リーズナブルプライスをコンセプトに、幅広い顧客

層をターゲットとし、カジュアルからエレガンスまでをカバーするブ

ランディングで展開しています。また、雑貨なども取り揃え、ファッ

ションをトータルで提案します。

改装

リニューアル

19 3F メガネの愛眼 メガネ・補聴器
オープン以来、お客様の生活に、快適な視力補正とオシャレと品格

の向上に役立つお店を日々目指しています。

改装

リニューアル

20 3F グローバルワーク レディース・メンズ
新しさのあるベーシックとシーズントレンドをＭＩＸし、新鮮で着易い

ファッションを買い易い価格で世界の人々に提案します。

改装

リニューアル

21 3F ドライグッズコンフォート
レディース・メンズ

・キッズ

近隣エリアでは当店でしか取り扱えないブランドをセレクト。海外限

定モデルやコラボ商品を多数展開しています。

移転

リニューアル

22 3F 王記厨房 中華
美味しい中華料理を気軽に味わって頂く為に、素材へのこだわりが

本格中華の始まりです。
新店

23 2F ソフトバンク 携帯電話
新規契約・機種変更・故障修理受付・ご自宅のインターネット・各

種変更手続き等受付しております。携帯電話・ご自宅のネット環境

についてのご質問、ご相談にお答えします。

移転

リニューアル

24 2F auショップ 携帯電話
新規契約・機種変更だけでなく料金のお支払い、契約変更、修理

受付など、auの事ならすべてお任せください。

移転

リニューアル

25 2F ワイモバイル 携帯電話
話題のスマホからタブレット、家のネットからポケットWi-Fi、携帯ア

クセサリー等、携帯ショップでも通信関係なら何でもお任せ下さい。
新店

26 2F パロ ゲームセンター
コインゲーム、UFOキャッチャーをはじめ、オンラインゲームやプリ

クラまで色々マシンを集結しております。ヤングからファミリーまで

幅広く遊んでいただけます。

改装

リニューアル

飲食

サービス
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≪本件に関する問い合わせ先≫ 

ニッケ・タウンパートナーズ株式会社 開発事業室 
室長 松元孝宣、チーフ 奥井秀明 

TEL：047-378-3551  FAX:047-378-3555 

■「ニッケコルトンプラザ」概要 

所在地 千葉県市川市鬼高 1-1-1 

開業年月 1988 年(昭和 63 年)11 月 25 日 

敷地面積 79,967 ㎡ 

延床面積 139.291 ㎡ 

店舗面積 71,000 ㎡ 

専門店数 135 店舗(2016 年 4 月 22 日時点) 

駐車場 2500 台 

駐輪場 3000 台 

交通 

■車   京葉道路            市川インターチェンジより 800m 

■電車  JR 総武線・都営地下鉄新宿線    「本八幡駅」より徒歩 10 分 

      JR 総武線                      「下総中山駅」より徒歩 10 分 

     京成線                         「鬼越駅」より徒歩 5分 

■バス   JR 本八幡駅北口より無料シャトルバス運行 

営業時間 

専門店  10：00～20：00(土・日・祝は 21：00 まで) 

飲食店  11：00～22：00     ※店舗によって異なります。 

ダイエー 2F／9：00～22：00   

3F／9：00～21：00   ※店舗により一部異なります。 

運営・管理 ニッケ・タウンパートナーズ株式会社 

ホームページ www.nikke-cp.gr.jp 

 
＜位置図＞ 

 


