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東神開発株式会社（代表取締役社長：松本 靖彦）が運営する「流山おおたかの森 S・C」（千葉県流山

市）は、2017年3月12日（日）に開業10周年を迎えました。10周年を機に、本館1Fと3Fを大幅     リ

ニューアル。食を中心としたライフスタイルゾーンや子育て世代に向けたキッズゾーンなど、2017年6月中

までに 27店舗が新たにオープン、18店舗が移転リニューアルします。 

 

「流山おおたかの森 S・C」は、ゆとりある団塊世代や、子育てファミリー層、流山市や周辺エリアに移り

住む人々に対してファッション、食、カルチャーなどの専門店を集積し、「上質な日常、夢のある日常」を

テーマに、成熟した生活文化を提案してきました。2007 年 3 月の開業以来、足元商圏である流山市では、

開業時に比べ子育てファミリー層を中心に人口が 2.5 万人以上増加しています。これらの背景を踏まえ、

より近隣の皆様のニーズに応えるべく、このたび大規模リニューアルを敢行する運びとなりました。 

 

リニューアルテーマは、『流山ミセスの毎日に欠かせない場所』。流山市への愛着を持ち、毎日の生活

を丁寧に送る“流山ミセス”をメインのターゲットとして捉え、彼女たちのライフスタイルに寄り添った      

リニューアルを展開します。リニューアルの対象となるのは、本館 1Ｆ北側エリアと本館 3Ｆエリア。本館 1Ｆ

北側エリアでは、軽飲食店を中心に、グロサリーや生活雑貨などのライフスタイルゾーンが新たに誕生し

ます。「NAAK CAFE」や「nugoo」など千葉県初となるブランドも出店。魅力溢れる飲食・雑貨店などが並

びます。本館 3Ｆエリアにおいては、レストランフロアに千葉県初出店となる「鼎泰豊」などの新店を導入し

ます。さらに、子育て世代に向けたキッズゾーンを新設。これまで週に 1 日であったお子様の一時預かり  

サービスを週 5日に拡大します。 

 

 

２７店舗が新店オープン、移転リニューアル１８店。キッズゾーン新設も 

「流山おおたかの森 S・C」 過去最大リニューアル実施 

流山おおたかの森 S・C 

(外観リニューアル後イメージ) 



 

＜リニューアルポイント＞ 
■本館１Ｆ北側エリア 
①「食」基点のライフスタイルゾーンの新設（６月１日オープン） 
グロサリー、食物販、生活雑貨等を導入し、大型食品核テナントとの連動性を高めます。また、共有部の 
改修など北側エリアの既存環境の改善を図ることで、お客様が回遊しやすい環境を構築します。 
②テラス環境の活用 
カフェ店舗のテラス席として活用することで、駅前広場に向けた賑わい感を創出します。 
③ウォールレスゾーンの配置 
生活雑貨、コスメ、食物販等の個性的な小型店を集積したゾーンを構築。見通しのよい空間作りによって、 
お客様が色々な店舗を楽しむことができるようにします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■本館３Ｆエリア 
①レストランゾーンのリニューアル（４月中に随時オープン） 
本館 1 階のリニューアルと合わせ、レストランゾーンの飲食店においても新店の導入や既存店の改装を行い 
ます。 
②キッズゾーンの集約・新設（5 月 18 日オープン） 
子供関連の店舗・サービス機能を本館 3 階へ集積し、子育て世代に向けたゾーンとして新設。子供向け 
遊び場（こどもひろば）、託児室、ベビー休憩室など、子育てシーンに必要な機能を拡充します。 
※こどもひろば、託児室は６月 1日オープン 



当施設が隣接する「流山おおたかの森駅南口都市広場」では、流山市が主体となり定期的にイベント

を実施するなど、地域と連携した取り組みを行っています。「流山おおたかの森 S・C」は、今後もお客様の   

ニーズに対応した機能を拡充し、街の魅力や利便性の向上に貢献します。住む人が誇りに思える将来の

街の姿を見据え、街づくりの視点から開発・運営していくことで、地域に根ざした街の開発・発展を目指し

ます。 

 

 

 
■本館 3F レストラン 
牛たん焼きと伊達ごはん だてなり屋（ぎゅうたんやきとだてごはん だてなりや） 
オープン日：４月 26 日（水） 
業種：牛たん ／ フロア：本館 3F 
運営会社：株式会社フューチャーコラボレーション 
仙台発祥牛たん焼きの他、枠にとらわれない新しい牛たん料理を提供。和食やアジアン料
理など、様々なジャンルの中で宮城・仙台の食材などを使った「伊達文化」の心意気が伝わ
る料理をご堪能いただけます。千葉初登場、話題のずんだシェイクも楽しめます。 
 
 
鼎泰豊（ディンタイフォン）/ オープン日：4 月 28 日（金） 
業種：台湾点心 ／ フロア：本館 3F  
運営会社：株式会社アール・ティー・コーポレーション  
小籠包が看板料理の点心料理店「鼎泰豊（ディンタイフォン）」。1958 年に台湾
台北市で創業以来、日本を始めアメリカなど世界各国に進出しています。その美味
しさは世界から認められ、1993 年にはニューヨークタイムズ紙で「世界の人気レスト
ラン 10店」の 1 つに選ばれました。 
 
 
茶鍋カフェ kagurazaka saryō（ちゃなべカフェ カグラザカ サリョウ） 
オープン日：4 月 28 日（金） 
業種：和カフェ ／ フロア：本館 3F 
運営会社：株式会社アヤカンパニー 
ココロと身体にやさしいをコンセプトとする『神楽坂 茶寮』が提案する新しい食事ス
タイル”茶鍋“。旬の素材、味、出来立てにこだわった一人鍋と神楽坂茶寮ならでは
の、和パフェやあんみつ、京抹茶のチョコレートフォンデュなどの和スイーツを提供しま
す。 
 
 
■本館 3F キッズゾーン 
For kids’ + b by こぐま (フォー キッズ プラス ビー バイ こぐま) 
オープン日：５月 18 日（木） 
業種：おもちゃ・ベビー・子供用品 ／ フロア：本館 3F  
運営会社：株式会社仔熊 
「安心・安全」の国内外のおもちゃを核に、ベビー衣料や子ども靴を含めた子ども
生活雑貨まで幅広く品ぞろえをした新しいタイプの子ども用品専門店。 
お節句人形やランドセルなど、お子様のハレの日にも対応した商品も取り扱ってい
ます。 

新店オープン情報  

千葉県 初出店 

千葉県 初出店 
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千葉県 初出店 



petit main（プティマイン）/ オープン日：5 月 18 日（木） 
業種：ベビー・キッズ ／ フロア：本館 3F 
運営会社：株式会社ナルミヤ・インターナショナル 
子どもらしさをプラスしたトレンドファッションがデイリープライスで楽しめる、ガールズ&ボーイズ
ブランド。ママ目線の日常着を追求し、着心地にもこだわっています。 
 
 
 
ラゲッドワークス / オープン日：5 月 18 日（木） 
業種：ベビー・キッズ ／ フロア：本館 3F 
運営会社：株式会社カイタックファミリー 
2007 年にブランドスタート。上質な素材に、洗い加工を施し自然な風合いを追求し
た、マリンテイストを持ったシンプルでカラフルなデニムカジュアルブランドです。 
 

 

■本館 1F 
スターバックスコーヒー /  オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：カフェ ／ フロア：本館 1F  
運営会社：スターバックスコーヒージャパン株式会社 
アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。高品質のアラビカ種コーヒー豆
から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチを
お楽しみいただけます。 
 
 
ジュピター / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：輸入食品 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：ジュピターコーヒー株式会社 
直火式自家焙煎のレギュラーコーヒー約 40数種と、ワイン・チーズなどオリジナル商品
を含む海外国内食品を取り扱う輸入食品専門店です。特にコーヒー豆は、焙煎した
てを自社工場から直送するので味・香りが違います。 
 
 
unico（ウニコ）/ オープン日：6 月中旬頃予定 
業種：インテリア・生活雑貨 ／ フロア：本館 1F 
運営会社：株式会社ミサワ 
“unico”とは、イタリア語で「たったひとつの」「大切な」「ユニークな」などの意味を持
つ言葉。自分らしくいられる心地よい空間づくりをコンセプトに、オリジナルの家具や
ラグ、カーテン、ファブリック、セレクト雑貨をラインアップしています。 
 
 
NAAK CAFE（ナーク カフェ） / オープン日：6 月中旬頃予定 
業種：インド料理 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：株式会社ミサワ 
自然の恵みいっぱいの食材を心くすぐる香り高いスパイスやハーブでアレンジ。 
イギリスのオーガニックな食文化に、ちょっぴりインドのエッセンスを加えた、新鮮な感覚
をお楽しみください。 
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ふりそで MODE wedding BOX（ふりそでモード ウェディングボックス） 
オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：振袖レンタルショップ ／ フロア：本館 1F  
運営会社：株式会社ウェディングボックス 
成人式や卒業式などの「一生に一度」を輝かせる、ここにしかない感度の高い振袖をレンタル
できるショップ。振袖のレンタルだけではなく、着付けやメイクなど「成人式や卒業式」をトータル
でプロデュースします。 
 
 
 
fruit café ORANGE （フルーツ カフェ オレンジ）/ オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：フルーツ・スイーツ ／ フロア： 本館 1F 
新鮮なフルーツや、フルーツをたっぷり使用したメニューを提供する、 
テイクアウト専門としてオープン。フルーツが持つ素材の良さを活かした 
新たな魅力的な商品を提供します。 
 
 
 
こだわりや / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：自然食品 ／ フロア：本館 1F 
運営会社：株式会社こだわりや 
化学的な農薬や肥料、合成添加物などを極力含まない、主に国内産原料の
食品、日本産、外国産オーガニック食品を扱う専門店です。素材本来の味を 
引き出した、おいしくて心と身体、環境にやさしい食品を提供します。 
 
 
 
コロンバン / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：洋菓子 ／ フロア：本館 1F 
運営会社：株式会社コロンバン  
「ファミリーで楽しむ、また立ち寄りたくなるスイーツショップ」をコンセプトにし、日常を彩る
ケーキや焼菓子のアイテムと、原宿本店屋上で養蜂を行っているコロンバンセレクトのは
ちみつ商品を取り揃えたスイーツショップです。 
 
 
 
ドゥ・セー / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：生活雑貨 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：株式会社フィル・エ・クチーレ 
”心地よい日常生活“をキーワードに、ベーシックとトレンドをほどよくミックスしたライフ
スタイルショップ。食器、インテリア雑貨、ＫＩＤＳ、ウェア、服飾雑貨、贈りものに
ぴったりのギフトアイテムが揃っています。 
 
 
 
 



なごみの米屋（なごみのよねや）/ オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：和菓子 ／ フロア：本館 1F 
運営会社：米屋株式会社 
創業明治 32年。 
成田山表参道で“地元で”採れる芝栗を練り込んだ「栗羊羹」を販売したことに始ま
ります。現在も自家製餡にこだわり、伝統と熟練の技術でつくったお菓子を通じて、
地元千葉のお客様に喜んでいただけるよう、商いを続けております。 
 
 
Marché de Bleuet plus (マルシェ ド ブルーエ プリュス) 
オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：生活雑貨 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：ブルーブルーエジャパン株式会社 
「衣・食・住」をテーマに、シンプルだけど大人の遊び心のある雑貨をラインアップしてい
ます。ヨーロッパのマルシェをイメージした店内に、毎日を彩る生活雑貨や服飾雑貨
などが並んでいます。 
 
 
Wonder Fruits (ワンダー フルーツ)  / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：フルーツジュースバー ／ フロア：本館 1F   
運営会社：株式会社青木商店 
プロの目で厳選したフルーツを使用し、つくりたてを提供するフルーツ専門店生ま
れのジュースバー。通常の 2 倍の果肉を使った、”贅沢シリーズ“や１杯で２種
類のジュースを楽しめる”セパレートシリーズ“など、フルーツ本来の美味しさが楽し
めるメニューを提供します。 
 
 
吉祥寺菊屋 (きちじょうじきくや)  / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：和食器・生活雑貨 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：株式会社菊屋 
吉祥寺菊屋厳選の和食器・漆器・キッチン雑貨を豊富に取り揃えております。 
 
 
nugoo 拭う (ぬぐう)  / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：生活雑貨 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：有限会社グラフィカ 
注染本染め手拭いの専門店。注染にこだわり、その総数は1000を超えます。日本
発祥の染め物文化を自由なスタイルで発信していきます。 
 
 
isso ecco (イッソ・エッコ) / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：インテリア雑貨 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：株式会社リンゴ 
「isso ecco」には、「今が新鮮！」という意味が込められています。カーテンやクッション、今
治タオルなどのテキスタイルグッズを中心にキッチン・リビング小物などを広く提供し、毎日の
生活を鮮やかに彩るライフスタイルブランドです。 
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エッセンス / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：アロマ・ナチュラルコスメ・雑貨 ／ フロア：本館 1F  
運営会社：株式会社ポムフード 
カナダ発ナチュラルアロマブランドの「エッセンス」。 
100%ピュアなエッセンシャルオイルやオリジナルのアロマブレンド、ロール
オンなど多数ご用意しております。ちょっと気分転換したいとき、リラックス
したいときなどに、手に取りたくなる香りがきっとここにあります。 
 
 
ナチュラルクレープ  / オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：クレープ ／ フロア：本館 1F  
運営会社：株式会社ジザイ 
国産の小麦を使用した毎朝手作りの生地が自慢のクレープ店。 
たっぷりの新鮮フルーツとホイップクリームを、外はパリパリ、 
中はもっちりのクレープ生地が包みます。 
 
 
ビアードパパの作りたて工房 (ビアードパパのつくりたてこうぼう)  
オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：シュークリーム ／ フロア：本館 1F 
運営会社：株式会社麦の穂 
店内で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は、常にオーブンで焼き上げ、 
お客様の目の前で１点１点丁寧にクリームをお詰めします。 
 
 
PRÉSENT PRÉSENT (プレザン プレザン)  
オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：生活雑貨 ／ フロア：本館 1F 
運営会社：株式会社ビスク 
大好きな人に贈りたい！“プレゼント”をキーワードに、誕生日、結婚、出産、お引越
など、贈りたいシーンにあわせたギフト雑貨を提案します。 
 
 

千住宿 喜田家（せんじゅしゅく きたや）/ オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：和菓子 ／ フロア：本館 1F 
運営会社：有限会社喜田家 
創業 1955 年。千住という、東京でも旧い歴史をもつ街に生まれた和菓子店。ふだ
ん使いのお茶菓子、おやつから、ご贈答菓子まで、きちんと美味しい、見た目にも美
しい和菓子を取り揃えています。 
 
 
hinata by cosmeclinic（ヒナタ バイ コスメクリニック）/ オープン日：6 月 1 日（木） 
業種：化粧品 ／ フロア：本館 1F 
運営会社：株式会社コスメクリニック 
柔らかな日ざしの中、ホッとするような癒しのひとときを過ごせる、そんなコスメショップ“hinata” 。 
貴女が元気になるナチュラルオーガニック系のコスメアイテムをたくさん取り揃え、新業態を作りました。少しだけ     
こだわったライフスタイルを“hinata”で探してみてください。 
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リニューアルオープン日 店名 業態 フロア 
3月 17日（金） DoCLASSE（ドゥクラッセ） レディス 

本館 1F 

3月 18日（土） エコー 靴・バッグ 

5月 26日（金） TAYA （タヤ） 美容室 

6月 1日（木） ソフトバンク 携帯電話 

6月 1日（木） 群言堂（ぐんげんどう） レディス・雑貨 

6月 1日（木） ベーグル＆ベーグル ベーグルカフェ 

2月 22日（水） ピュアネイル プティ ネイルサロン 

本館 2F 3月 8日（水） ブルックスブラザーズ レディス・メンズ 

4月 14日（金） スワロフスキー クリスタル製品 

2月 13日（月） 流山市おおたかの森出張所 市役所出張所 

本館 3F 

2月 17日（金） マジックミシン 洋服のお直し 

3月 17日（金） Re.Ra.Ku（リラク） リラクゼーションスタジオ 

5月 9日（火） カットファクトリー ヘアーカット専門店 

5月 18日（木） ファスグレース ベビー・キッズ・雑貨 

5月 18日（木） 小学館の幼児教室ドラキッズ 幼児教室 

5月 18日（木） メガブルーバード 子供英会話教室 

5月 18日（木） 手芸センタードリーム 手芸用品 

5月 18日（木） スタープログラミングスクール 

パソコン市民講座 

プログラミング教室 

パソコン教室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

「流山おおたかの森Ｓ・Ｃ」概要 

所 在 地 ： 千葉県流山市西初石 6-185-2 

店 舗 数 ： 約 140 店舗 

駐車台数 ： 約 2200 台 

開 業 日 ： 2007 年 3 月 12 日 

営業時間 ： 物販 10：00～21：00 

     本館 3F レストラン 11：00～22：00 

一部店舗は営業時間が異なります 

アクセス ： つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン 

         「流山おおたかの森」駅直結 

移転リニューアルショップ情報  


