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2016烝 3鏤 16日 
  

 

株式会社止字ンn仔使質次実識視伺ン市旨θ代表流締役会長 最珽経営責任者此CEO頃Ź鈴木 敏文χ朔腰

2016烝 4鏤 25日θ鏤χ午前 9時腰千葉県柏滲沼遊地区削腰当社初昨榮陵碕作傘新形態昨複合商業施設 

“SEVEN PARK ARIO KASHIWA”θ婚止字ン歯実屍 仔式士柏恨χ燦士実寺ンい冴裁擦際甑婚止字ン歯実屍  

仔式士柏恨朔腰当社最大昨約 13 万㎡昨敷地面積燦鐚裁腰日鑚初箆店昨 2 店燦含殺計 200 昨至試ン詞   

θ千葉県初Ź56 店腰柏滲初Ź113 店χ碕碕雑削腰斯辞紫侍ン市碕逿索歳瀧肴削作榊冴体験型       

斯辞紫侍ン市止ン祉実碕裁崎開業い冴裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA ćＣ思ン止寺詞 

 

 

 

 

 

 

婚止字ン歯実屍 仔式士柏恨昨思ン止寺詞朔腰坤Playful Mindľｗ逿索斎祭山ｘ墾歳あ桜参傘坤Placeľ

場脉墾埼あ傘祭碕甑訪参傘冴索削腰祭祭山燦逿柵在傘祭碕埼腰冴采細珊昨楽裁細削箆会え傘場脉埼あ三

冴い甑 

坤祭祭山逿鮭碕祭山墾削朔腰罪珊作思い歳込薩晒参崎い擦際甑 

逿索心燦ｗ祭祭山逿鮭ｘ碕言い蜃え腰ｗ祭祭山ｘ碕ｗ碕祭山ｘ歳並鮭言葉昨式枝痔歳心地皿采響采甑新

裁い斯辞紫侍ン市止ン祉実昨誕生匙昨詩姿詩姿燦感載崎采坂細い甑 

 

2016年 4月 25日℡月☎ヵ滬ンドオー祢ン！ 

 醬SEVEN
セ 菟 ン

PARK
パ ー ヮ

 ARIO
ア 窗 オ

 KASHIWA
稱 し わ

鞘 
ショッピンヵと遊龜龝麪と迪霤睢輓た兔新体験媾PARK𡨚冉醬遊龜舮翔」鞘龝 

あふ「》楽しい仕掛け龝満載の新 SPOT龝柏霤誕生します冉 
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～施設咲采三削込薩冴思い～ 
 

柏削新裁い商業施設燦開æ際傘削あ冴三腰祭昨寺竺施史屍詞埼最初削考え冴祭碕朔腰ｗ祭参擦埼削  

作い斯辞紫侍ン市止ン祉実燦肴采三冴いｘ碕いう祭碕埼裁冴甑示賜朔十便削あ三腰罪参燦プう場脉雑  

あ桜参栽え榊崎い傘質質質罪珊作時代削必要作昨朔腰邑削示賜燦ニ売際傘場脉埼朔作い昨埼朔作い栽ş

罪珊作思い栽晒際冊崎燦旨祉実詞細在擦裁冴甑 
 

 私冴阪歳考え冴腰超斯辞紫侍ン市止ン祉実削求薩晒参崎い傘雑昨腰罪参朔斯辞紫侍ン市昨喜索坂砕埼

朔作い腰新裁い価値昨蛬供埼際甑 

 

札珊作歳罪祭匙行砕柵自然碕ｗ笑顔ｘ削作参傘 
 

居心地昨いい空間埼ｗ祭祭山ｘ燦開譌裁腰ｗ祭祭山ｘ燦逿柵在傘祭碕歳埼済傘 
 

訪参傘冴索削ｗ驚済ｘ歳あ三腰新裁いｗ体験ｘ歳埼済傘 
 

罪裁崎冴采細珊昨ｗ楽裁細ｘ削箆会え傘場脉埼あ傘 
  

祭参晒昨思い燦坤止字ン歯実屍墾碕いう施設隣称鯖坤祭祭山あ罪鮭碕祭山墾碕いう思ン止寺詞削雑 

律輜細在崎い済擦裁冴甑 
 

坤笑顔質楽裁細墾坤驚済質新体験墾坤晧心質居心地墾碕い榊冴腰坤新裁い価値昨斎蛬供墾燦目指裁腰     

特色あ桜参傘獅実ン質嗣式仔燦展開い冴裁擦際甑自然昨優裁細燦至実爾削裁冴坤司嗣旨詞質司使ン市墾腰

洗練細参冴都会燦使磁実施裁冴坤使実旨詞質司使ン市墾昨 2 肴昨商業獅実ン昨ほ栽腰坤司嗣旨詞質     

司使ン市墾内削朔腰地域 NOḿ1 昨品揃え燦誇傘食品嗣式仔坤児実詩質飼孜実識墾腰2 肴昨商業獅実ン燦    

肴作犀嗣式仔削朔巨大士字施史等削皿傘憩い昨逿索場空間坤似紫市質ワン私実墾燦設置甑榮弸削朔腰   

飼実持姿自実歳埼済傘ｗ済三栽鮭至鹿旨ｘ燦賠え腰使持ン詞雑箆来傘大型苗園坤旨爾使識質歯実屍墾鯖腰

樹々鯖草花碕触参合え傘弸周散策路坤市式実ン質司四実屍墾等腰プい物寺鹿旨 α 歳楽裁薩傘腰      

新斯辞紫侍ン市止ン祉実燦創箆裁崎擦い三擦際甑 
 

懇施設獅実誌ン市爾紫寺昏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坤旨爾使識質歯実屍墾 坤似紫市質ワン私実墾 

坤司嗣旨詞質司使ン市墾 坤使実旨詞質司使ン市墾 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA昨坤施設概要墾 
 

施設隣称 
塡式隣称 Ź  SEVEN PARK ARIO KASHIWA 

通 称   Ź  止字ン歯実屍 仔式士柏 

脉在地 

千葉県柏滲大島ゅ 950-1 

θJR坤耿孫子墾駅戻口皿三無料斯而詞識飼旨遀行腰 

JR常磐線腰東武仔実飼ン歯実屍鹿使ン坤柏墾駅託車 

東口皿三東武飼旨坤沼遊車庫行済止字ン歯実屍仔式士柏経ょ墾削崎 

婚止字ン歯実屍仔式士柏前恨飼旨停託車χ 

*3鏤 21日θ鏤χ皿三腰婚宮後原恨飼旨停朔婚止字ン歯実屍仔式士柏前恨削改称質

移設細参擦際甑 

代表者 止字ン歯実屍 仔式士柏 脉長Ź轍々木 肘耨 

馭店舗 使詞実汐実始詩実仔式士柏店 店長Ź里川 優 

宙業者 

株式会社使詞実汐実始堂 

株式会社示実識質嗣旨斯実開æ 

θ止字ンn仔使質次実識視伺ン市旨売託昨視持竺紫歯実会社χ 

敷地面積 約 130,000㎡ 

売場面積 約 65,000㎡  

建物構造 店舗Ź1F～3F腰榮琢駐車場腰立体駐車場腰烋面駐車場 

至試ン詞店舗数 200店舗 

従業員数 
SC計Ź約 3,800隣θう阪使詞実汐実始詩実朔腰社員 60隣腰 

歯実詞質仔識飼使詞 289隣θ8時間蜃算χ計 349隣χ 

駐車場 約 4,000瞭 ※臨時駐車場含殺 

駐ð場 約 1,500瞭 

市鹿ン詩士実寺ン 2016烝 4鏤 25日θ鏤χ 午前 9時 

営業時間 

質1～3F物ニ質支実似旨  10:00～21:00 

質3F児実詩思実詞        10:00～22:00 

質3F鴫旨詞鹿ン           11:00～22:00 

質使詞実汐実始詩実    10:00～21:00 

*市鹿ン詩士実寺ン時等腰採皿索瀧部至試ン詞削皿三営業時間朔異作三擦際甑 

店休日 烝中無休 

商圏人口 約 53万人腰21.5万世澳θ半瘢 10km圏χ 

設計質施溷 
基鑚設計質監修Ź株式会社東急設計思ン支識祉ン詞 

実施設計質施溷Ź株式会社大林組 

苗式 HP http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp 

Facebook https://www.facebook.com/SEVENPARKARIOKASHIWA/ 

Twitter https://twitter.com/sevenpark_ksw 

※鑚資料削採砕傘至試ン詞隣鯖旨時実旨昨隣称腰各児竺仔昨画像使磁実施等朔 2016烝 3鏤 1日現在昨雑昨埼際甑 

 

 

https://twitter.com/sevenpark_ksw
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA匙昨坤仔屍止旨墾 

 

 新設遈路昨開設削皿三腰耿孫子方面栽晒昨仔屍止旨歳便利削 
 

 婚止字ン歯実屍 仔式士柏恨歳誕生際傘坤柏沼遊墾地区朔腰流山採採冴栽昨森腰柏昨葉姿而ン歯旨腰

耿孫子腰鎌ヶ谷腰千葉誌自実祉司ン腰松戸碕い榊冴 4滲 6嗣式仔昨屍竺旨治使ン詞削哲置裁擦際甑箆店

地朔腰焙線遈路埼あ傘国遈 16 陵碕県遈 8 陵線昨交差際傘治使ン詞近采削哲置裁腰擦冴戻側削朔耿孫子

方面栽晒昨新設遈路歳計画細参崎い擦際甑常磐自動車遈 柏 IC栽晒朔車埼約 10km埼際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

懇仔屍止旨昏 

■JR坤耿孫子墾駅戻口皿三腰無料斯而詞識飼旨遀行 

 烋日 48便θ1時間削 1~2便χǸ休日 68便θ1時間削 2~3便χ 

 

■JR常磐線腰東武仔実飼ン歯実屍鹿使ン 坤柏墾駅東口皿三  

 東武飼旨坤沼遊車庫行済θ止字ン歯実屍仔式士柏前経ょχ墾腰婚止字ン歯実屍仔式士柏前恨託車 

 烋日 68便Ǹ休日 71便 

*3鏤 21日θ鏤χ皿三大幅削増便腰東武飼旨婚宮後原恨飼旨停歳婚止字ン歯実屍仔式士柏前恨削 

 改称質移設細参擦際 

 

■戻総線腰耨ゅ旨始使仔屍止旨線腰新京耨線腰東武仔実飼ン歯実屍鹿使ン 坤新鎌ヶ谷墾駅皿三 

 阪柵鴫使ン滋実飼旨坤止字ン歯実屍仔式士柏行済墾腰婚止字ン歯実屍仔式士柏恨託車θ予定χ 

  

 

℧周辺遈路状況歳わ栽傘坤館内視施祉識支使資実施墾燦設置 

 館内削い作歳晒腰周辺遈路昨交通状況歳確認い冴坂砕傘坤視 

 施祉識支使資実施墾燦斎用意甑見鯖際い周辺 MAP碕鹿使字始 

 磁鹿埼瀧目埼わ栽三鯖際い表示削崎斎確認い冴坂砕擦際甑 

採澣三時昨渋滞昨旨詞鴫旨燦無采裁腰充実裁冴斯辞紫侍ン市 

 燦採楽裁札い冴坂砕擦際甑館内栽晒駐車場削向栽う箆入三口 

削計 16瞭設置い冴裁擦裁冴甑 

 坤遈路状況支使資実施墾使磁実施 
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旨至実施 使

磁実施 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 特色あ桜参傘 4肴昨獅実ン 
 

 芹旨爾使識質歯実屍 
 

使持ン詞雑飼実持姿自実雑埼済傘超大型苗園 

自然空間碕使持ン詞旨時実旨燦兼搾賠え冴約

4,000坪昨超大型歯実屍削腰約 3,000人規模昨野弸

思ン支実詞歳埼済傘榮馮付済旨至実施燦設置裁擦

裁冴甑手軽削採い裁い児実詩飼旨歳並鮭嗣式仔雑併

設裁腰斎家族鯖斎離人輪士埼楽裁薩傘大規模作児史

旨鯖使持ン詞燦⺿時開催裁崎い采予定埼際甑細晒削

朔腰飼実持姿自実獅実ン雑隣接腰坤逿冊傘墾空間燦

創三坂裁擦裁冴甑 

 

坤旨爾使識質歯実屍墾削採い崎腰皿三快適削採過斎裁い冴坂采冴薩昨流三組札碕裁崎腰使詞実   

汐実始詩実3 艹鴫施而実用品売場埼朔腰坤旨爾使識質歯実屍墾埼実薇削斎使用い冴坂砕傘皿う腰支ン  

斯史実詩昨無料ヘ裁箆裁支実似旨燦実施い冴裁擦際甑擦冴腰坤児実詩質飼孜実識墾埼朔至使屍仔司詞

裁鯖際い商品燦流三罪山え傘ほ栽腰豊富作磁誌自実燦誇傘児実詩思実詞栽晒雑至使屍仔司詞裁腰榮弸

埼採食宙裁冴三腰家族埼楽裁采採過斎裁い冴坂砕傘自然削あ桜参冴大型苗園碕作三擦際甑細晒削腰  

歯実屍昨旨爾使識昨目昨部便削朔腰糸辞実屍埼採絵栽済雑埼済腰逿具鯖夏場削朔噴水θ治紫寺    

施史紫詞χ腰詩紫市鹿ン雑併設裁腰家族札珊作埼楽裁薩傘空間燦創箆裁崎擦い三擦際甑烋日雑逬鑽雑腰

斎自身質斎家族罪参財参昨斯実ン削応載崎楽裁薩傘苗園埼際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 擦冴腰坤旨爾使識質歯実屍墾燦起点碕裁冴約 800ｍ昨司四実

姿ン市竺実詩坤市式実ン質司四実屍墾埼朔腰季節斎碕削表情

燦変え傘樹々鯖草花碕触参合い作歳晒腰際歳際歳裁い気持阪

埼施辞子ン市鯖散歩燦楽裁珊埼 い冴坂砕擦際甑桜等腰四季

燦感載崎い冴坂砕傘樹木質植物燦植え傘等腰持ン糸埼採休札

い冴坂砕傘休憩旨時実旨坤細采晒視紫姿墾雑用意裁腰地域昨

採客様削健康碕癒裁燦斎蛬供い冴裁擦際甑 

 

芹似紫市質ワン私実 

 

 驚済昨ｗ巨大士字施史ｘ昨嗣ン祉実至使ン磁ン詞空間 

坤似紫市質ワン私実墾朔腰採子様皆様昨笑顔朔雑阪山珊腰大人雑子鷺雑昨心削戻参傘坤ASOBIBA

θ逿索場χ墾碕裁崎腰楽裁細鯖驚済腰好奇心歳い榊窄い昨榮内空間碕作三擦際甑1 艹栽晒 3 艹擦埼昨  

広大作吹済抜砕空間削朔腰逿索心燦采際犀傘実物昨約 20倍昨巨大士字施史燦数多采配裁擦裁冴甑   

坤旨爾使識質歯実屍墾全景 

坤市式実ン質司四実屍墾 使磁実施 

坤旨爾使識質歯実屍墾昨旨至実施採皿索逿具瀧例 
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坤似紫市質ワン私実墾 使磁実施 

 

巨大作糸史旨鯖時計等腰実薇削動采士字施史雑あ三腰擦傘埼自便歳椌人削作榊冴栽昨皿う作空間燦 

採楽裁札い冴坂砕擦際甑斎自身埼記念撮影燦裁崎情報æ信雑埼済腰士字施史燦見作歳晒腰楽裁札作歳

晒采肴山砦傘腰体験型質æ信型昨鴫旨詞旨時実旨燦斎蛬供い冴裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芹坤司嗣旨詞質司使ン市墾 

 

 自然昨優裁細燦至実爾削裁冴商業獅実ン 

 

質自然昨優裁細燦感載崎雑晒う皿う腰森燦使磁実施細在傘 

始鹿実腰木昨素材感腰曲線燦生栽裁冴視覚的作視孜使ン 

昨ほ栽腰音鯖肘作鷺虫感埼感載崎式鹿紫屍旨い冴坂砕傘 

空間燦創三擦際甑誰雑歳ワ屍ワ屍感燦味わえ傘皿う作 

捗掛砕燦用意裁崎い擦際甑 

 

鹿使字感満載！地域 No.1昨食品嗣式仔坤児実詩質飼孜実識墾 
 

 坤司嗣旨詞質司使ン市墾内 1F 削朔腰旬昨食材鯖加溷食品腰

市竺支式実鯖腰季節削合わ在冴惣菜等腰鮮度抜群昨食品燦数多

采流三揃え冴嗣式仔坤児実詩質飼孜実識墾燦展開裁擦際甑冴采

細珊昨店舗歳並索腰幅広い烝齢層昨方削楽裁珊埼い冴坂砕傘

坤元気作商店街墾燦使磁実施裁冴嗣式仔埼際甑 
 

 

擦冴腰採客様歳斎自宅削採持阪澣三い冴坂采坂砕埼作采腰罪昨場埼雑食冊崎い冴坂砕傘皿う店舗鯖

共用旨時実旨昨使実詞使ン雑充実細在擦裁冴甑斎自宅埼雑腰採店埼雑腰施設内昨苗園坤旨爾使識質   

歯実屍墾等腰採箆栽砕菱埼雑美味裁采食冊崎い冴坂砕傘便利作商品燦揃え腰使詞実汐実始詩実食品  

売場燦中心削腰地域 No.1昨食品嗣式仔燦目指裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坤児実詩質飼孜実識墾 

坤児実詩質飼孜実識墾 使磁実施 
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坤児実詩質飼孜実識墾削朔腰幅広い食品燦流三罪山え傘坤西武質罪斎う墾腰始式紫碕裁冴食感腰    

甘采香柵裁い香三碕風味削祭坂わ榊冴屍紫姿実専門店坤旨至鹿採柵細珊昨屍紫姿実墾腰世界各国栽晒

2,000種類燦超え傘ワ使ン燦揃え傘ワ使ン専門店坤ワ使ン斯辞紫寺質嗣賜至始墾鯖腰日鑚全国昨厳選

裁冴御馳走燦集薩冴和昨思ン止寺詞斯辞紫寺坤日鑚昨御馳走 え珊墾腰鮮魚歳い榊窄い昨定食栽晒  

至使屍仔司詞昨採梹領擦埼磁誌自実歳充実裁崎い傘坤祉始爾識鮮魚店墾等腰祭坂わ三昨専門店燦  

中心削箆店裁擦際甑 
 

質1F 削朔直削雑腰旨時使ンæ昨人気雑ナ店坤muy muchoθ痔使 痔実糸辞χ墾鯖腰生活燦彩傘便利作    

雑ナ燦驚済昨価駟埼蛬供際傘坤AWESOME STOREθ士実支痔 旨詞仔χ墾等腰見冴目雑栽わい采女性燦

中心削人気昨や題昨雑ナ店歳ɔ場裁擦際甑 

 

斯辞紫侍ン市止ン祉実内削初ɔ場！ 

坤KITAHARA COLLECTION MUSEUMθ戻原思鴫屍斯辞ン璽自実施仔痔χ墾 
 

世界的作玩具思鴫屍祉実戻原照久氏歳寺竺視自実旨際傘坤戻原思鴫屍斯辞ン璽自実施  

仔痔墾歳 SC 削初薩崎誕生裁擦際甑輜画坤仔磁式始ン市鹿児至伺墾燦至実爾削裁冴璽自実施

仔痔斯辞紫寺碕始児史燦併設裁冴腰採子様栽晒大人擦埼誰雑歳楽裁薩傘璽自実施仔痔埼際甑

1925 烝栽晒 1959 烝削栽砕崎仔磁式始昨椌売店昨斯辞実司伺ン詩司燦飾榊冴坤示実斯辞ン 

視伺旨寺鴫使墾燦始薩腰戻原氏歳世界中栽晒率集裁冴様々作思鴫屍斯辞ン燦瀧堂削集薩冴 

璽自実施仔痔燦展開裁擦際甑擦冴腰企画展碕裁崎施而ン識燦絞榊冴婚採宝思鴫屍斯辞ン恨昨

展示雑予定裁崎い擦際甑 

 

 

 

 

 
 

 

質罪昨直削雑 2F 削朔腰自然昨良細燦生栽裁腰視孜使ン性昨あ傘商品削定評昨あ傘坤無印良品墾昨   

ほ栽腰服飾雑ナ栽晒生活雑ナ擦埼品揃え豊富作鹿使児旨祉使識斯辞紫寺坤HUMPTY DUMPTYθ雌ン寺

至伺実私ン寺至伺実χ墾歳千葉初箆店甑始児史燦併設裁采肴山災昨空間燦蛬供裁擦際甑 
 

質国遈 16 陵向栽い昨坤旨実歯実士実詞飼紫屍旨墾昨支至鹿使詞店舗碕裁崎腰坤士実詞飼紫屍旨墾雑   

併設甑日頃昨採車昨採悩札栽晒腰車検昨承三腰自動車関連商品昨瀧部ニ売擦埼行い擦際甑 
 

人気昨旨治実肢n仔璽自実枝磁ン詞坤鹿司ン詩ワン旨祉施仔痔墾歳千葉県初ɔ場！ 
 
色々作旨治実肢鯖仔璽自実枝磁ン詞歳楽裁薩傘 

坤鹿司ン詩ワン旨祉施仔痔墾歳千葉県削初箆店甑 

1艹栽晒 3艹擦埼昨広大作旨時実旨削腰滋司式ン市腰 

始鹿士師腰志実痔思実試実昨直削腰時間内採好札昨 

旨治実肢鯖仔璽自実枝磁ン詞燦採楽裁札い冴坂砕傘 

融合施設坤旨治紫糸而墾設置店甑思い榊済三身体燦 

動栽際坤旨治実肢思実詞嗣式仔墾鯖坤仔屍至伺字 

嗣式仔墾腰志実痔機器歳児式実寺鴫使埼逿索譌題昨 

坤仔璽自実枝磁ン詞嗣式仔墾腰阪索榊子冴阪削人気昨 

逿索歳揃う坤姿紫枝思実試実嗣式仔墾等腰斎家族鯖 

仲間埼楽裁薩傘施設埼際甑 
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 芹坤使実旨詞質司使ン市墾 
 

 洗練細参冴都会燦使磁実施裁冴商業獅実ン 
 

質都会昨街並札燦彷彿碕細在傘示私ン埼洗練細参冴視孜使ン甑蔑瞥

感昨あ傘仔司詞鹿使ン歳採裁皐参作空間燦演箆裁擦際甑斯紫屍作

色調歳ゆ榊采三碕裁冴時間歳流参傘落阪着い冴始識糸而実  

祉司ン昨雰噬気燦醸裁箆裁擦際甑 

 

質1F 削朔腰珽い児仕紫斯辞ン性埼人気昨旨時使ン質姉式斯仔昨仔歯鴫識字鹿ン詩坤ZARAθ孜鹿χ墾腰 

ｗ示実詩作昨削着心地歳いいｘｗ示実詩作昨削気軽削着晒参傘ｘ服燦蛬供際傘坤KOEθ思嗣χ墾腰  

士式施試識鹿使ン燦展開裁作歳晒腰各国埼止鴫屍詞裁冴旨祉使式紫斯自作旬昨使ン治実詞仔使至痔

燦寺鹿旨裁冴止鴫屍詞斯辞紫寺坤PLSTθ寺鹿旨至χ墾作鷺腰超や題昨旨祉使式紫斯自作字鹿ン詩歳   

勢揃い裁擦際甑 
 

質特徴あ傘家具使ン至式仔腰鹿使児旨祉使識燦蛬案際傘坤unicoθ司誌思χ墾鯖腰生活削寄三添う皿う

作洋服鯖生活雑ナ作鷺燦幅広采展開際傘止鴫屍詞斯辞紫寺坤URBAN RESEARCH DOORSθ仔実飼ン   

式支実糸詩仔実枝χ墾雑箆店甑ｗ自然燦流三入参冴暮晒裁ｘ燦至実爾削植物腰姉実視ン用品栽晒  

生活雑ナ腰衣料品擦埼幅広采罪山え傘坤IN NATURALθ使ン試糸自鹿識χ墾埼朔腰姉実視誌ン市教室

燦開催裁擦際甑 
 

質2F 削朔腰弸国人栽晒昨人気雑珽い思璽紫屍栽晒仔誌磁姿而鹿商品擦埼揃う仔誌磁総合店坤仔誌磁

使詞墾歳箆店甑鉄遈模型碕鉄遈市紫枝燦豊富削流三揃え腰鉄遈昨魅力燦子供栽晒大人擦埼伝え傘 

坤鉄遈模型昨店 治治ン視紫祉墾埼朔腰士式施試識昨施士鹿爾模型燦展示裁擦際甑 
 

質瀧般書栽晒専門書擦埼総在庫 22万冊燦誇傘書店坤紀伊國榮書店墾朔腰店舗中央昨児童書思実試実

削腰採子様歳自ょ削選冊傘姿紫枝思実詞燦設砕擦際甑自然豊栽作g燦感載細在傘視孜使ン燦基調削腰

長采滞在埼済傘憩い昨場燦蛬供裁腰坤読札聞栽在墾作鷺児童向砕各種使持ン詞雑開催裁擦際甑 

 

日鑚初箆店燦含殺計 25店腰2,000席燦鐚際傘坤鴫旨詞鹿ンn児実詩思実詞墾 
 

 坤司嗣旨詞質司使ン市墾腰坤使実旨詞質司使ン市墾削擦冴歳傘 3F

中央部削朔腰計 25店腰2,000席燦鐚際傘地域最大級碕作傘坤鴫旨詞

鹿ンn児実詩思実詞墾燦展開い冴裁擦際甑日鑚初腰千葉県初碕作傘

15店雑箆店裁腰ゆ榊冴三碕裁冴空間埼腰祭坂わ三昨素材質磁誌自実

燦斎蛬供裁崎擦い三擦際甑 

 

質鴫旨詞鹿ン碕裁崎朔腰昭和 37烝創業昨碕珊栽肴専門店削視孜実詞字紫児史燦追加裁冴坤碕珊栽肴

浜勝墾歳箆店甑椌細作採子様雑斎瀧h埼済傘個室燦完賠裁崎い擦際甑擦冴腰視ン爾実屍埼朔国民

的人気昨姿而鹿屍祉実始児史坤鹿旨痔旨屍識ン寺始児史墾歳日鑚初箆店甑視ン爾実屍昨糸滋式  

苗園燦使磁実施裁冴異空間腰非日常昨雰噬気燦楽裁薩擦際甑 
 

質児実詩思実詞削朔腰児ワ紫児ワ食感昨歯ン師実姿碕腰鑚場雌ワ使皿三美味い！碕評判昨耳璽肢姿  

必至作竺思児実詩昨数々燦気軽削味わえ傘人気店坤Hawaiian Pancake & Cafe Merengueθ雌ワ使

仔ン歯ン師実姿仔ン詩始児史磁鴫ン志χ墾歳千葉初箆店甑斎家族鯖採離遉輪士埼雑楽裁薩傘腰超  

や題昨式仔識脱箆志実痔止ン祉実燦展開際傘坤祉使詞実旨至実斯辞ン墾雑千葉初箆店碕作三擦際甑 

 

 

 

 

 

坤鴫旨詞鹿ンn児実詩思実詞墾 
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坤旨始使質姿紫枝墾 使磁実施 

坤čŢＨŢ斯資爾枝 柏墾 
 

新感覚燦体感埼済傘斯資爾思ン寺鴫紫屍旨坤čŢＨŢ  

斯資爾枝 柏墾歳箆店甑3D 輜画燦超え傘仔詞鹿屍斯辞ン型

4D斯仔祉実斯旨至痔埼あ傘ｗMediaMation MX4D™ｘ燦棡入

裁擦際甑輜画昨斯実ン削合わ在崎腰客席昨斯実詞歳前後腰  

滓右腰琢託削動采碕碕雑削腰風腰璽旨詞腰香三腰旨詞竺滋腰

煙鯖振動作鷺虫感燦刺激際傘特殊効果歳 11 種あ三腰祭参晒

歳連動際傘祭碕削皿榊崎腰通常昨斯仔祉実埼朔決裁崎味わえ

作い坤LIVE 嗣ン祉至使磁ン詞墾燦実現裁擦際甑 

  
■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 独自昨支実似旨機能碕祭坂わ三昨共鐚旨時実旨 

 

芹旨始使質姿紫枝θ司嗣旨詞質司使ン市 3Fχ 
 

 子育崎家族削鯖細裁い充実昨旨時実旨 

 採子様碕斎家族昨冴薩昨多目的旨時実旨甑逿具昨ほ栽腰巨大示誌祉実栽晒様々作使ン祉鹿屍至伺字

輜像歳流参傘作鷺腰採子様冴阪歳陸方向埼楽裁采逿冊傘思ン至ン肢燦揃え冴瀧大逿索場旨時実旨埼際甑

擦冴腰雌使雌使思実試実鯖育児相談室作鷺燦併設甑家族埼瀧h削憩え傘皿う腰機能燦充実細在擦裁冴甑 
 

 細晒削朔腰持似実始実燦済阪珊碕置い崎採砕傘旨時実旨作鷺雑設置甑輪世代昨採子様燦持肴斎家族

輪士昨新冴作思璽自誌師実斯辞ン歳生擦参腰採互い昨情報交蜃鯖採子様輪士歳仲良采作参傘皿う作 

環境燦斎用意裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 坤旨始使質姿紫枝墾昨ほ栽腰子育崎家族歳旨詞鴫旨作采プい物燦楽裁珊埼い冴坂砕傘皿う腰全館   

各児竺仔腰合計 7栽脉昨授乳室燦設置甑擦冴腰採殺肴交蜃旨時実旨雑充実細在擦裁冴甑 

 

 芹鴫旨詞旨時実旨 θ館内約 60栽脉 約 1,000席χ 

 

 次旨侍祉式至伺実溢参傘優裁い空間燦創造 

 大型商業施設埼あ傘坤止字ン歯実屍 仔式士柏墾埼朔腰館内約 60栽脉腰1,000席昨鴫旨詞旨時実

旨燦斎用意い冴裁擦裁冴甑採プい物昨合間削瀧息肴い崎い冴坂采祭碕朔雑阪山珊腰周辺店舗昨業態碕

連動裁腰罪参財参昨鴫旨詞旨時実旨歳付加価値昨あ傘〝採雑崎作裁昨場″碕作傘空間燦創造裁擦際甑 

 

 2 艹使実旨詞質司使ン市削朔腰祭坂わ三昨ゃ擦榊冴女性専用鹿司ン施雑設置甑靴燦脱い埼斎休憩  

い冴坂砕傘嗣式仔燦設砕傘ほ栽腰肌歳美裁采見え傘照明燦配置い冴裁擦裁冴甑視施祉識支使資実施削

皿傘磁使屍仔紫寺情報昨蛬供鯖腰雌ン詩璽旨詞昨体験雑埼済傘作鷺腰女性歳坤美墾碕坤う傘採い墾燦

身近削感載晒参傘皿う作次旨侍祉式至伺実燦蛬供い冴裁擦際甑罪昨ほ栽腰斯誌仔層昨皆様削優裁い 

談や旨時実旨鯖腰爾紫支実施糸史仔燦配賠裁冴式鹿紫屍旨旨時実旨腰書籍購読鯖音楽視聴作鷺歳  

埼済傘旨時実旨作鷺腰幅広い層削斎満足い冴坂砕傘采肴山災昨場燦斎蛬供い冴裁擦際甑 
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 芹PARTY FOR YOUθ使実旨詞質司使ン市 3F児実詩思実詞内 28席χ 
 

 坤採碕雑坂阪家族碕瀧h削墾鯖坤爾爾離埼ゆ榊采

三采肴山災冴い墾腰坤採載い阪皐珊質採柵あ阪皐珊雑札

珊作埼瀧h削墾…罪珊作想い燦量え擦際甑食品物ニ思
実試実埼購入裁冴食材鯖児実詩思実詞磁誌自実燦持

阪込札歳埼済傘鴫ン祉識質歯実至伺実旨時実旨埼際甑 

 

 芹人型竺滋紫詞 Pepper歳斎案内  

 θ使実旨詞質司使ン市 1F使ン児四磁実斯辞ン始司ン祉実χ 
 

 声腰触覚腰感情表現削皿三人碕思璽自誌師実斯辞ン燦噪傘祭碕燦目的削作晒参冴人型竺滋紫詞昨 

思ン歯誌士ン坤Pepper墾歳使ン児四磁実斯辞ン字実旨埼皆様燦採迎え裁擦際甑 

 

 芹弸観思ン止寺詞朔坤采晒裁昨港墾 

 

 全崎手書済埼蛩栽参冴壁面昨鴫ン姉模様 

 〝船歳旅昨疲参燦癒裁腰新裁い積札荷燦補給裁腰擦冴旅立榊崎い采皿う削腰人々歳策碕碕済昨休息

燦楽裁札腰元気燦補給裁腰暮晒裁昨海匙帆燦掲砦傘皿う作場埼あ榊崎ほ裁い甑″祭う裁冴願い燦込薩

崎坤采晒裁昨港墾燦思ン止寺詞削弸観燦視孜使ン甑塡面支使詩朔港昨赤鴫ン姉倉庫鯖灯瞭腰姉実視ン

支使詩朔異国情hあ桜参傘弸国商館燦示糸実児削い冴裁擦裁冴甑際冊崎坤坂擦裁絵仔実詞墾埼表現  

細参崎採三腰約 20 人昨仔実詞職人歳 4 栽鏤間燦費鯖裁腰手書済埼完耨細在擦裁冴甑建物全体歳巨大

作仔実詞碕裁崎腰採楽裁札い冴坂砕擦際甑 
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坤鹿使字姿紫糸ン墾 使磁実施 

 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA坤使詞実汐実始詩実墾概要 
 

 婚止字ン歯実屍 仔式士柏恨削崎展開際傘使詞実汐実始詩実朔腰SC 思ン止寺詞碕連動腰〝逿索″    

〝采肴山災″〝体感″燦組札合わ在腰児仕璽式実層燦中心削幅広い烝代昨方削斎満足い冴坂砕傘児竺仔

燦展開裁崎擦い三擦際甑 
 

◇1F 食料品児竺仔  
 

～使詞実汐実始詩実初！！3肴昨至実爾昨婚鹿使字姿紫糸ン恨燦設置腰 

鹿使字感あ桜参傘演箆埼採客様昨満足度向琢匙～ 

 

1F 食料品売場朔腰地域 No.1 昨食品嗣式仔坤児実詩質飼孜実識墾昨中心燦担い腰鹿使字感あ桜参傘   

演箆碕済薩細栽作檮面接客削注力裁腰顧客満足度燦向琢細在崎擦い三擦際甑使詞実汐実始詩実初昨流三

組札碕裁崎腰食品売場内 3 始脉削婚鹿使字姿紫糸ン恨燦設置い冴裁擦際甑旬昨食材鯖調味料等燦利用   

裁冴ｗ洋風ｘｗ軽食ｘｗ米飯ｘ昨 3肴昨磁誌自実燦実演裁作歳晒腰斎蛬案い冴裁擦際甑擦冴腰採持阪澣三

坂砕埼作采腰罪昨場埼採召裁琢歳三い冴坂砕傘即食誌実枝削採応え裁冴品揃え雑充実細在腰約 100席昨

使実詞使ン旨時実旨鯖鴫旨詞旨時実旨腰始児史等雑併設裁腰採プい雑昨昨合間削瀧息肴砕傘空間燦斎蛬

供裁崎擦い三擦際甑 

 

懇 3肴昨至実爾昨鹿使字姿紫糸ン 昏 

質坤洋風墾腰坤軽食墾腰坤米飯墾昨 3 始脉昨惣菜思実試実削鹿使字姿紫糸ン燦設置甑売場埼旬昨食材鯖や題

昨磁誌自実等燦調理実演腰試食ニ売等削皿三腰採客様碕檮や裁作歳晒腰様々作磁誌自実燦日々斎蛬案腰

斎蛬供裁腰採客様昨毎日昨献立咲采三燦支治実詞裁擦際甑 

  坤洋風墾…使詞実汐実始詩実初昨棡入碕作傘過熱水蒸気士実字ン燦使用裁腰細晒削美味裁い    

磁誌自実燦斎蛬案裁崎擦い三擦際甑採客様昨健康誌実枝削採応え裁腰市式識野菜燦使用

裁冴惣菜磁誌自実質商品燦豊富削流三揃え擦際甑 

  坤軽食墾…素材削祭坂わ榊冴ｗ手作三支ン詩使紫糸ｘ燦中心削腰採客様昨斎利用誌実枝削応載冴腰

手軽削腰簡邑削腰美味裁采採召裁琢歳三い冴坂砕傘磁誌自実燦斎蛬案裁崎擦い三擦際甑 

  坤米飯墾…使詞実汐実始詩実自慢昨素材碕斯而式削祭坂わ榊冴ｗ握三梹領ｘｗ阪晒裁梹領ｘ燦中心

削腰季節削応載冴県内産昨素材燦用い冴新磁誌自実質商品燦日々斎蛬案い冴裁擦際甑 
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懇 使詞実汐実始詩実最大昨坤檮面ニ売型売場墾昨設置碕専門店尤昨推逭 昏 

質旬昨生鮮食品鯖品揃え削祭坂わ三昨加溷食品鯖日配品燦朔載薩腰作三立崎昨惣菜等腰鮮度抜群昨食品

燦数多采流三揃え腰斎蛬供裁崎擦い三擦際甑擦冴腰ニ売旨祉紫児昨専門性雑細晒削珽薩腰採客様昨あ

三碕あ晒ゆ傘斎質問鯖斎要望削採応え埼済傘皿う腰祭参擦埼以琢昨卓寧作接客質支実似旨燦実施際傘

使詞実汐実始詩実最大昨坤檮面ニ売型売場墾燦設置裁腰新冴作磁誌自実等昨斎紹跳採皿索採客様昨様々

作誌実枝削採応え裁崎擦い三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質使詞実汐実始詩実初ɔ場碕作傘坤旨使実肢旨至実斯辞ン墾鯖地域最大級昨品揃え燦誇傘坤糸実枝斯辞

紫寺墾雑展開い冴裁擦際甑商品昨鮮度鯖品質匙昨祭坂わ三朔雑阪山珊昨祭碕腰専任昨ニ売員歳腰専門

知識燦雑榊崎接客際傘等腰専門思実試実碕裁崎腰支実似旨荐充削瀧層昧薩擦際甑 

  坤旨使実肢旨至実斯辞ン墾…使詞実汐実始詩実初昨専門思実試実甑旬昨果実燦使用裁冴祉識詞鯖旨

痔実施実腰始紫詞児識実肢等燦蛬供裁崎擦い三擦際甑採客様昨斎要望

削応載冴商品雑承三擦際甑 

  坤糸実枝斯辞紫寺墾…世界昨様々作糸実枝燦流三揃え傘碕碕雑削腰ワ使ン売場雑併設裁冴専門   

思実試実甑専任昨ニ売員歳腰糸実枝昨美味裁い食冊方昨斎蛬案鯖腰ワ使ン削

相性昨良い糸実枝昨斎蛬案等腰採客様削斎紹跳裁崎擦い三擦際甑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

質地域昨地産地消削祭坂わ榊冴坤食蛬案墾燦行い擦際甑柏滲昨特産野菜燦中心削腰支鹿私鯖市式識野菜

昨惣菜腰詩鴫紫斯ン市作鷺燦豊富削流三揃え擦際甑 
 

質児竺仔内削朔鴫旨詞旨時実旨鯖始児史雑併設裁腰採プい雑昨昨合間削採采肴山災い冴坂砕傘空間燦 

斎蛬供裁崎擦い三擦際甑 
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商品昨瀧例 使磁実施 

◇2F 衣料品児竺仔  

 

～専門店昨皿う作売場咲采三質接客碕腰多彩作品揃え燦実現～ 

 

2F衣料品児竺仔埼朔腰使詞実汐実始詩実士式施試識字鹿ン詩削採い崎専門店昨皿う作展開腰採皿索済薩

細鯖栽作接客燦実践裁擦際甑各売場埼朔腰多彩作品揃え燦実現裁腰専任昨ニ売員削皿傘思実視伺資実詞

等昨接客削皿三腰採客様昨着用斯実ン削応載冴誌実枝削檮応裁崎擦い三擦際甑擦冴腰女性向砕端力   

字鹿ン詩坤子而竺実式仔墾埼朔腰止字ン始児史燦併設裁腰采肴山災昨空間燦斎蛬供裁崎擦い三擦際甑 

 

質使詞実汐実始詩実昨士式施試識字鹿ン詩坤子而竺実式仔墾腰坤師ン詞墾等燦字鹿ン詩斎碕昨区画削区勉

榊冴専門店展開燦い冴裁擦際甑字鹿ン詩斎碕昨特徴燦薇立冴在傘祭碕削皿三腰採客様昨好札削合わ在

冴採プい物歳裁鯖際采作三擦際甑擦冴腰字鹿ン詩斎碕削腰専任昨ニ売担当員燦配置裁腰採客様昨   

斎要望削済薩細鯖栽削檮応裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質使詞実汐実始詩実昨女性向砕端力字鹿ン詩坤子而竺実式仔墾埼朔腰落阪着い冴木目基調昨売場展開埼腰

品揃え削関裁崎雑大済い支使枝擦埼腰多彩作視孜使ン質品揃え埼斎蛬供い冴裁擦際甑擦冴腰採プい物

昨合間削採采肴山災い冴坂砕傘皿う腰止字ン始児史採皿索鴫旨詞旨時実旨燦設置裁腰ゆ榊冴三碕  

採過斎裁い冴坂砕傘空間燦創箆裁崎擦い三擦際甑男性向砕端力字鹿ン詩坤師ン詞墾埼朔腰詞鹿紫詩  

旨祉使識昨始施自仔識栽晒似施資旨司史仔擦埼幅広い品揃え燦斎蛬案甑1960 烝代削大人気昨 VAN  

字鹿ン詩雑流三揃え腰幅広い採客様誌実枝削檮応裁崎擦い三擦際甑 
 

質斯自実枝専門斯辞紫寺坤児紫詞姿自実字墾埼朔腰人気昨司四実姿ン市斯自実枝昨品揃え削注力甑専任

昨ニ売員削皿三腰定期的削足型測定会燦実施裁腰採客様昨足型削合わ在冴靴燦斎蛬案際傘ほ栽腰施設

内昨司四実姿ン市竺実詩坤市式実ン質司四実屍墾燦実薇削歩い崎体感裁崎い冴坂砕傘皿う腰靴昨ヘ裁

箆裁支実似旨雑行い擦際甑 
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商品昨瀧例 使磁実施 

◇3F 撤居児竺仔  

 

～逿索場碕鴫施而実燦融合細在冴蛬案型昨新裁い売場腰 

日鑚最大級昨巨大施士鹿爾雑設置裁腰ワ屍ワ屍感燦演箆～ 

 

3F撤居児竺仔埼朔腰逿索場碕鴫施而実燦融合細在腰採客様削ワ屍ワ屍裁崎い冴坂采売場燦構築裁擦裁冴甑

玩具思実試実削朔腰採子様削大人気昨鉄遈玩具坤寺鹿鴫実識墾燦腰策碕済わ目燦引采日鑚最大級支使枝

昨施士鹿爾雑設置裁作歳晒豊富削商品燦流三揃え擦裁冴甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祭坂わ三昨多目的旨時実旨坤旨始使質姿紫枝墾埼朔腰採子様輪士歳楽裁采逿冊傘思ン至ン肢燦用意際傘

ほ栽腰鴫旨詞旨時実旨埼朔絵鑚鯖採絵蛩済腰塗三絵歳埼済傘視施祉識逿具燦揃え冴始児史等雑併設裁擦

裁冴甑擦冴腰鴫施而実用品嗣式仔埼朔腰施設内昨苗園坤旨爾使識質歯実屍墾埼体感裁崎い冴坂砕傘皿う腰

支ン斯史実詩昨無料ヘ裁箆裁支実似旨燦実施い冴裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

質千葉県産昨斎当地商品雑充実 

 日用品質撤擦い昨品昨売場埼朔腰地元千葉県産昨祭坂わ三商品燦腰多数品揃えい冴裁擦際甑千葉県昨

落花生昨殻燦使用裁冴坤落花生枕墾鯖腰白衷滲昨坤鉄児鹿使歯ン墾腰秒千代滲昨坤秒千代勉子墾等腰

地域昨採客様昨斎支持歳珽い商品鯖腰蒔誌実屍埼魅力的作商品雑腰多数流三揃え崎採三擦際甑 
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使磁実施画像 

律輜予定

使磁実施画像 

律輜予定 

使磁実施画像 

律輜予定

使磁実施画像 

律輜予定 

斎利用斯実ン削応載冴斎注文 使磁実施 

士痔誌糸而資識始司ン祉実採皿索視施祉識支使資実施 使磁実施 

◇士痔誌糸而資識昨流三組札 

 

～採客様昨斎利用斯実ン削応載冴斎蛬案腰支実似旨燦充実！～ 

 

会 坤士痔誌糸而資識始司ン祉実墾昨設置碕視施祉識支使資実施埼情報燦⺿時配信 
 

 3艹支実似旨始司ン祉実削腰坤士痔誌糸而資識始司ン祉実墾燦設置裁腰止字ンn仔使昨士痔誌糸而資識

支実似旨燦蛬供際傘 EC 支使詞坤士痔誌 7θ士痔誌止字ンχ墾鯖使詞実汐実始詩実資紫詞旨実歯実等昨   

斎利用削関際傘斎相談燦承傘専門窓口燦設置い冴裁擦際甑擦冴腰各児竺仔削大型視施祉識支使資実施燦

配置裁腰売筋鹿ン姿ン市鯖朝滲鯖弭滲鯖祉使痔支実似旨等腰採客様昨採役削立肴情報燦⺿時腰配信い冴

裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 採客様昨斎利用斯実ン削応載冴腰充実昨資紫詞旨実歯実燦展開！！ 
 

 使詞実汐実始詩実資紫詞旨実歯実埼朔腰坤飼実持姿自実墾鯖坤次実痔歯実至伺実墾等腰採客様昨    

斎利用斯実ン削応載崎腰1F 食品売場埼ニ売際傘飼実持姿自実止紫詞鯖腰鹿使字姿紫糸ン埼斎蛬案際傘 

惣菜磁誌自実等燦腰資紫詞旨実歯実埼雑採気軽削採プい雑昨埼済傘皿う削い冴裁擦際甑擦冴腰目的削  

応載冴関連商品歳擦碕薩崎見晒参傘溷彿雑凝晒裁腰飼実持姿自実鯖歯実至伺埼必要作腰食品以弸昨消耗

品鯖鴫施而実用品等昨日用品雑斎注文い冴坂砕傘皿う腰細晒削便利作支実似旨削流三組珊埼擦い三擦際甑 
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■止字ンn仔使市識実寺各社昨箆店概要 
 

司嗣旨詞質司使ン市 1F 

坤止字ン‐使鴫字ン墾 
 

地域密着型昨思ン似誌嗣ン旨旨詞仔 
 

斯辞紫侍ン市止ン祉実昨思ン似誌嗣ン旨旨詞仔碕裁崎腰

“近采崎便利”作採店燦実現甑品質削祭坂わ榊冴採弁当鯖 

採削災三腰支ン詩使紫糸腰採惣菜栽晒日用品鯖生活雑ナ

擦埼腰日常生活昨あ三碕あ晒ゆ傘誌実枝削応え傘商品質

支実似旨燦斎蛬供 
 

司嗣旨詞質司使ン市 1F 

坤西武質罪斎う柏斯辞紫寺墾 
 

坤琢質作日常墾燦至実爾削 

食品質子児詞削祭坂わ榊冴品財山え 
 
和洋菓子燦止鴫屍詞裁冴諸国銘菓鯖隣産品燦中心削腰 

琢質作日常生活燦演箆際傘食昨採際際薩品燦斎用意甑 

様々作鹿使児旨祉使識鯖生活斯実ン削合わ在崎斎利用 

い冴坂砕傘腰食鯖使ン至式仔雑ナ昨子児詞雑充実裁崎 

い擦際甑擦冴腰便利作機能碕裁崎西武《袋鑚店栽晒昨 

坤採流三寄在支実似旨墾雑ɔ場 

 

使実旨詞質司使ン市 2F 

坤LOFTθ竺児詞χ墾 
 

地域昨採客様昨暮晒裁鯖人生燦 

雑榊碕豊栽削焜在削際傘 
 
鹿使児旨祉使識蛬案型昨大型生活雑ナ店甑文具腰家庭用

品θ雑ナχ栽晒慈識旨n似自実至伺師仔関連擦埼幅広い

品揃え甑新冴作体験鯖思璽自誌師実斯辞ン腰生活燦楽裁

殺仔使視仔歳肴擦榊冴坤竺児詞鹿滋墾雑期間限定開設 
 
司嗣旨詞質司使ン市 3F 

坤仔始糸而ン次ン治墾 

 

焜在作箆産質子育崎燦総合的削支援 
 
爾祉誌至伺質持似実質姿紫枝昨専門店甑焜在作箆産質   

子育崎燦応援際傘総合子育崎支援燦実践甑示賜燦ニ売 

際傘坂砕埼朔作采腰支実似旨鯖情報昨蛬供燦朔載薩腰  

示賜碕思詞燦通載冴新冴作価値燦斎蛬案 
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使実旨詞質司使ン市 2F 

坤祉ワ実鴫思実詩墾 
 

洋楽栽晒ＪŕŢŕ擦埼幅広い施而ン識燦始飼実 
 
最新事紫詞栽晒人気昨施而誌実枝腰J-POP腰K-POP 燦朔載

薩腰洋楽腰JAZZ腰屍鹿斯紫屍鯖音楽腰輜画等昨輜像作品  

擦埼各施而ン識昨専門飼使耳実歳止鴫屍詞裁冴幅広い 

品揃え燦蛬案甑若手仔実至伺旨詞昨æ掘鯖集客力昨あ傘 

使持ン詞雑開催 
 

司嗣旨詞質司使ン市 1F 

坤止字ン美昨姉実視ン墾 
 

美裁采腰健鯖栽削暮晒裁崎い采冴薩昨 

坤身近埼頼参傘存在削墾 
 
止字ンn仔使市識実寺昨自社開æ詩鹿紫市旨詞仔甑坤Home 

Self Care墾燦思ン止寺詞削採客様歳毎日斎自身埼埼済傘

予防質採手入参燦斎蛬案裁崎い済擦際甑売場埼朔坤美碕

健康昨生活必需品歳充実墾採客様歳皿三坤実感質体感埼

済傘墾坤気軽削相談埼済傘墾燦大宙削腰採客様昨採悩札鯖

斎要望削沿榊冴品揃え碕専門昨わ剤師鯖店舗旨祉紫児歳

済薩細鯖栽作支実似旨燦斎蛬供 

 

司嗣旨詞質司使ン市 1F 

坤満徃箪墾θ止字ンn仔使質児実詩斯旨至痔枝χ 
 

滋式自実痔雑味雑満点昨徃箪 
 
徃笹晒油削朔姿而賜実鹿油腰衣削朔米粉入三昨徃笹晒粉

燦使用際傘祭碕埼始式紫碕細采榊碕坤油榊祭采作い墾  

徃笹晒削捗琢砦擦裁冴甑蜀砦冴崎昨徃笹晒埼作傘徃箪燦

使実詞使ン鯖至使屍仔司詞埼斎蛬供 

 

使実旨詞質司使ン市 2F 

坤白耳子珈琲店墾θ止字ンn仔使質児実詩斯旨至痔枝χ 
 

ろ三珽い珈琲埼憩い昨時間燦蛬供 
 
雌ン詩詩式紫寺埼瀧杯瀧杯卓寧削淹参傘屍式仔

作口当冴三昨珈琲昨ほ栽腰香三珽い嗣旨寺鴫紫

氏碕鹿至仔実詞腰歯旨祉質歯ン師実姿作鷺昨  

児実詩磁誌自実雑充実甑ゆ榊冴三碕裁冴   

材い冴采作時間燦斎蛬案 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA婚地域共生恨匙昨流三組札 

 

芹坤KASHIWA PICNIC FES θ通称Ź始斯児史旨χ墾燦開催 

 

  採客様歳憩い集う斯辞紫侍ン市止ン祉実燦象徴際傘

使持ン詞碕裁崎ｗ地域密着型音楽児史旨至伺飼識ｘ 

KASHIWA PICNIC FES θ通称Ź始斯児史旨χ墾燦指実識

視ン司伺実屍昨期間中腰開催い冴裁擦際甑約 3,000 人  

規模昨野弸思ン支実詞歳埼済傘榮馮付済旨至実施埼昨 

寺鴫璽仔痔鹿使字鯖地域昨仔実至伺旨詞鯖市識実寺歳 

歯児四実爾ン旨燦行い擦際甑擦冴腰柏商溷会議脉青烝部

碕協力裁腰地元柏滲昨人々歳箆演際傘様々作旨至実施 

使持ン詞鯖滲内昨鐚隣店等歳箆店際傘飲食字実旨腰  

手作三昨服鯖雑ナ燦ニ売際傘爾実師紫詞燦設置際傘  

使持ン詞等燦計画裁崎い擦際甑 

  

 細晒削腰芝生昨苗園燦利用裁崎腰子鷺雑冴阪歳体燦使榊崎逿冊傘参加型歯実屍使持ン詞鯖大人雑  

楽裁薩傘ワ実屍斯辞紫寺燦多数開催際傘予定埼際甑 

  

 地域振興活動昨紹跳鯖特産質観肘作鷺 PR 燦行う字実旨雑設砕傘作鷺腰地元密着質地域碕昨共存燦   

掲砦傘婚止字ン歯実屍 仔式士柏恨晒裁い地域削デ献埼済傘使持ン詞碕作三擦際甑材策斎期瘤采坂細い甑 
 

懇実施概要昏 

質塡式隣称  Ź KASHIWA PICNIC FES 

質苗称質略称  Ź 始斯児史旨 

質開催期間  Ź 4鏤 29日θ金質祝χ～5鏤 8日θ日χ 

質会場   Ź 旨爾使識質歯実屍 

質苗式次実痔時実施 Ź http://kashifes.com/ 

 

ą端作実施予定使持ン詞ś 
 
柏商溷会議脉青烝部使持ン詞 
 

質開催日Ź4鏤 29日θ金質祝χ 
 

質実施内容 

  坤柏商溷会議脉青烝部墾碕昨共輪削皿三腰丸瀧日坤柏燦知三質味わい質楽裁薩傘墾使持ン詞燦計画    

裁崎い擦際甑地元柏滲昨学校鯖滲民団体削皿傘旨至実施使持ン詞鯖腰滲内人気飲食店昨飲食字実旨腰

滲内昨企業質団体削皿傘様々作字実旨昨箆店燦予定裁崎い擦際甑 
 

寺鴫璽仔痔鹿使字 
 

質開催日Ź5鏤 3日θ火質祝χ質4日θ水質祝χ 
 

質実施内容 

  祭参擦埼様々作仔実至伺旨詞燦ï箆裁腰音楽昨街碕雑倭柵参傘柏削桜細わ裁い腰仔実至伺旨詞燦 

招い冴無料音楽鹿使字燦 2日間削わ冴三開催い冴裁擦際甑 

 

芹柏滲沼遊商溷会碕昨連携 

  地域最大使持ン詞坤沼遊擦肴三墾鯖腰烝間燦通裁崎地域使持ン詞等昨開催燦計画裁崎い擦際甑 
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坤移動交番車墾 使磁実施 坤鴫ン祉支使屍識墾 使磁実施 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 行譏碕昨連携 

地域碕皿三密接作関わ三腰デ献裁崎い采祭碕燦目的削腰柏滲燦中心碕際傘行譏碕連携裁腰様々作流三  

組札燦実施裁崎擦い三擦際甑 

会 柏滲昨情報æ信思実試実燦設置 
司嗣旨詞質司使ン市 1F 昨 LIFE Community 内削腰柏滲昨情報æ信鯖観肘案内燦行う思実試実燦設置甑

坤手賀沼周辺燦中心碕裁冴柏滲昨楽裁細墾削肴作砦傘祉紫糸治使ン詞碕裁崎滲歳遀営腰行譏    

思ン斯史識施自歳開店栽晒午後 7時擦埼柏昨魅力燦æ信い冴裁擦際甑 

解 鴫ン祉支使屍識昨実施 
新g昨美裁い 5鏤中旬栽晒季節限定埼腰鴫ン祉支使屍識θヘ裁自転車χ燦実施裁擦際甑自転車朔交通

渋滞削雑無縁埼腰人力埼動栽際祭碕栽晒燃料費雑栽栽晒剤腰忠酸尤炭素等昨温室効果姉旨燦排箆  

裁作い冴薩腰嗣思埼健康削雑テ漱削雑鯖細裁い碕柏滲雑推奨裁崎い擦際甑 

回 壁面削坤柏子而鹿式実墾燦設置 
司嗣旨詞質司使ン市 1F 昨壁面子而鹿式実燦坤柏子而鹿式実墾碕裁腰柏滲昨自慢鯖腰季節昨美裁細腰

滲内昨催宙等削肴い崎腰29点昨写真歯資識埼斎紹跳裁崎い擦際甑 

塊 移動交番車歳来脉予定 
地域昨防犯体制昨強尤昨冴薩千葉県警察歳実施裁崎い傘坤移動交番車墾歳柏警察署皿三来脉際傘予定

埼際甑移動交番朔腰至実字識質い際作鷺燦賠え腰滲民昨皆細珊栽晒昨相談燦溜砕冴三腰被害榲鯖拾得

物昨溜理作鷺歳埼済傘機能燦鐚際傘雑昨埼腰地域歯詞竺実識鯖腰児童昨見晤三活動作鷺燦行い擦際甑 

壊 地域昨予約型祉屍斯実坤始斯ワ誌屍識墾雑停車 
柏滲遊部昨瀧部地域埼遀行際傘予約型相乗三祉屍斯実坤始斯ワ誌屍識墾昨停車場脉燦設置い冴裁擦際甑

坤始斯ワ誌屍識墾朔腰輪載方向削行済冴い人歳い傘場合腰飼旨昨皿う削直昨人碕相乗三裁作歳晒目的

地削向栽う雑昨埼腰利用者昨予約削応載崎遀行区域内昨乗降場脉坤祉屍停墾燦回三擦際甑滲内昨駅碕

裁崎朔腰坤逆衷墾駅埼昨乗降歳療能埼際甑作採腰利用削朔宙前ɔ録歳必要埼際甑 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 蒔誌飼実支識視孜使ン匙昨流三組札 

会 採問い合わ在思実識 

 鷺作冴埼雑採気軽削採問い合わ在い冴坂砕傘使ン祉実児四ン燦腰入口 9栽脉削設置 

解 坤車椅子利用者 専用駐車場墾燦計 43瞭設置 

 烋面質立体駐車場Ź式示思ン質児鹿紫寺式 10瞭腰児式実33瞭 計 43瞭設置 

回 坤優菱駐車場墾燦計 49瞭設置 

 妊婦昨採客様腰採怪耿燦裁崎い傘採客様腰珽齢昨採客様腰藴害燦採持阪昨採客様歳斎利用裁鯖際い  

皿う削腰優菱駐車場燦各売場昨箆入口付近削設置 

 烋面 1艹駐車場Ź24瞭設置 店舗榮琢駐車場Ź16瞭設置 立体駐車場Ź9瞭設置 計 49瞭設置 

塊 段差毎削色燦変え冴艹段里索忠段埼端燦壁側削曲砦冴手摺 

壊 嗣旨始鴫実祉実昨徹速遀転採皿索告知 PR強尤 

廻 多目的詞使鴫昨音声姉使詩採皿索姿紫枝詞使鴫昨設置 

 



 

21 

 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 地球削鯖細裁い環境匙昨流三組札 

 止字ンn仔使質次実識視伺ン市旨埼朔晧全埼良質作商品質支実似旨燦採客様削採榲砕裁腰斎満足い冴

坂采祭碕歳第瀧昨使和埼あ傘碕考え崎い擦際甑宙業活動昨中埼環境保護腰竺旨削減腰資源昨鐚効利用質  

再資源尤腰省嗣資識子実腰廃棄物昨削減腰環境汚染昨予防削肴碕薩腰地域碕碕雑削環境削肴い崎考え腰

環境便野昨社会デ献活動燦6162的削行い腰企業滲民碕裁崎昨役割燦果冴裁擦際甑坤止字ン歯実屍 仔式士

柏墾削採い崎雑腰環境配慮匙昨流三組札燦積極的削行い腰地域削愛細参傘施設燦目指裁擦際甑 

会 徂陽肘æ電歯資識昨設置 

再生療能嗣資識子実昨徂陽嗣資識子実源燦鐚効活用甑建物鑚体昨 

斯資爾榮琢腰榮馮付済駐車場削設置 

 

解 徂陽肘採皿索風力æ電付 LED街灯 

徂陽嗣資識子実質風力嗣資識子実燦活栽裁冴 LED街灯燦烋面駐車 

場東側削 32基腰設置 

 

回 LED 照明設賠 

従来昨照明碕比較裁崎消費電力歳約半便碕作傘 LED照明燦積極 

棡入甑売場θ瀧部除采χ腰通路腰吹済抜砕腰弸構昨照明朔 100⊠ 

LED照明器具燦採用 
 

塊 調肘設賠質人感止ン支実 

売三場斎碕削照度燦変え傘調肘器具鯖珽効率器具燦採用裁腰省嗣資識子実燦実施甑擦冴詞使鴫等朔

人感止ン支実旨使紫糸燦使い腰効率皿采電力燦使用 

 

壊 壁面g尤質榮琢g尤 

事実詞仔使鹿ン詩防溺鯖忠酸尤炭素削減燦目指裁腰建物弸壁等昨g尤燦推逭 

 

廻 雨水利用 

380詞ン昨貯水裁冴雨水燦腰山過処理後削詞使鴫洗浄水鯖弸構植駛昨自動灌水削利用 

 

快 衷戸水利用 

衷戸水燦山過裁崎詞使鴫洗浄水鯖弸構植駛昨自動灌水削利用甑細晒削珽度濾過裁崎飲用水碕裁崎雑

利用裁擦際甑震災時朔給水療能作災害衷戸碕裁崎柏滲碕雑連携予定甑擦冴腰夏埼雑冷冴い衷戸水昨

性質燦活栽裁腰2F鴫旨詞旨時実旨昨譌射冷胖碕裁崎冷熱雑鐚効活用燦推逭予定 
 

怪 思実施史資鴫実斯辞ン 

電力碕熱燦生産裁供給際傘思実施史資鴫実斯辞ン燦採用甑姉旨嗣ン施ン燦使用裁崎自家æ電裁冴 

電力燦店舗匙供給際傘ほ栽腰排熱雑空調削利用裁擦際甑擦冴腰輪地域歳停電碕作榊冴薇埼雑腰姉旨

昨晧定供給削皿三設賠機能燦維持裁腰柏滲碕雑連携裁冴防災茹点碕裁崎機能 
 

悔 坤電気自動車充電設賠墾燦計 137基設置 

姉氏式ン車削比冊忠酸尤炭素昨æ生歳少作い電気自動車昨利用燦促逭裁擦際甑譏府削皿傘坤次世代

自動車充電使ン児鹿整賠促逭宙業墾昨補妹制度燦活用裁腰電気自動車用充電設賠燦立体駐車場   

採皿索烋面駐車場削 137基設置 
 

恢 電動仔斯旨詞付済自転車用飼紫至式実充電器 

採プい物燦裁崎い傘薇削腰自転車削充電埼済傘皿う腰鍵付昨充電器燦駐車場付近削 3基設置 
 

懐 坤止字ンn仔使昨森墾埼育崎冴国産材活用 

3F旨始使質姿紫枝昨床鯖腰2艹戻側至鹿旨持ン糸昨瀧部削使用 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 弸装質空間視孜使試実 

 

 

相羽 琄德 氏  
 

 

株式会社 市鹿児伺屍旨 仔ン詩 視孜使誌ン市  

代表流締役会長兼社長 

 

株式会社東京妙案開æ研究脉 

代表流締役社長 

 

 

 

 

坤新横浜鹿実磁ン博物館墾碕腰際栽い晒実采坤姉旨詞墾碕いう檮照的作寺竺施史屍詞燦済榊栽

砕削腰空間寺竺視自実支実碕裁崎注目燦集薩傘甑以後腰坤箱馮窪支ン=至市施自時式 輓昨王子

細擦璽自実施仔痔墾坤NINJA AKASAKA / NEW YORK / KYOTO墾腰NEXCO東日鑚坤羽生 PA 鬼

烋〉戸処墾作鷺や題昨施設燦視孜使ン質寺竺視自実旨甑商業施設腰至実爾歯実屍腰式獅実詞次

至識昨寺鹿ン誌ン市燦数多采手掛砕傘甑 

独特昨視点碕徹底裁冴空間表現匙昨祭坂わ三削皿榊崎生擦参傘空間歳肴搾削新鮮作感動燦雑

冴晒際腰徃才的作事紫詞磁実始実碕裁崎雑知晒参崎い傘甑 

 

ą相羽氏歳手掛砕冴視孜使ン昨瀧例ś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

新横浜鹿実磁ン博物館 箱馮轡支ンľ至市施自時式輓昨王子細擦璽自実施仔痔 寄居 輓昨王子細擦ŕＡ 

BONSAI 仔実詞 NINJA AKASAKA 

羽生ŕＡ 鬼烋〉戸処 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 至試ン詞瀧覧 

 

司嗣旨詞質司使ン市 : 自然昨優裁細燦至実爾削裁冴商業獅実ン 

菌司嗣旨詞質司使ン市 1Fθ44至試ン詞χ 

No 店舗名  業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ ッション 

1 筋狗倶筋玖 禽ｙ 菌禁銀         

2 尭矩’玖 苦句 矩倶 ｙ倶苦   千葉初 柏市初   

3 仰尭玉 仰尭玉   千葉初 柏市初   

4 
勤禁銀禁九矩襟禁 ＆ 筋襟倶苦芹矩

矩芹 衿禁吟吟芹狗ｙ 
    柏市初   

5 蕎暁響 蕎鏡鏡饗勤勤玉僅尭饗勤   
 

柏市初 

 

■ ンテ ＆生活雑貨 

6 響凝鏡直営店  化粧品 飲ﾌ荏ﾘﾒ運右       

7 玖矩苦緊謹倶 鏡局尭桐  生活雑貨       

8 
 禁九倶矩襟芹狗 玖

矩ｙ吟芹 
     柏市初   

9 蕎斤饗勤玉曲饗 勤均玉僅饗  生活雑貨 千葉初 柏市初   

10 局巾勤凝  
 

      

11 桐尭局局玉斤欽 筋禁菌芹  寝具 生活雑貨 千葉初 柏市初   

12 銀苦ｙ 銀苦筋襟倶  生活雑貨   柏市初   

■ビュ テ ＆サ ビス 

13   宝        

14          

15 ワ   ワ    千葉初 柏市初   

16 専門店      柏市初   

17 美   化粧品 医薬品   柏市初   

18          

19 郷－桐禁狗金＋  専門店 千葉初 柏市初   

20 銀行各種   ATM       

■レス ン＆  

21 
日本 御馳走 えん/ 

鏡蕎驚饗＆曲饗蕎局 饗極 

  

  
加工食品 千葉初 柏市初 新業態 

22 日本一  鳥丼 焼鳥       

23 ん つ新宿 ん  ん つ       

24 満天丼  天丼 千葉初 柏市初   

25      柏市初   

■  

26 西武 そ う柏  ワ  食品  千葉初 柏市初   
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27          

28          

29 エ          

30 WAKUWAKUHIROBA Sprout ワ ワ  加工食品 青果   柏市初   

31 鮮魚店  海鮮丼 鮮魚 千葉初 柏市初 新業態 

32   輸入食品       

33 築地銀   焼        

34 
狂狭 句倶矩禁矩倶 ＆ 筋倶菌菌芹

芹 
   千葉初 柏市初 新業態 

35 ょう 直売所 仰欽玉琴蕎 局蕎郷玉   餃子 千葉初 柏市初 新業態 

36  蕎巾極均勤均饗局局蕎’勤  洋菓子       

37 ＋    千葉初 柏市初   

38 ＆    千葉初 柏市初   

39 果汁工房 果琳      柏市初   

40    洋菓子 千葉初 柏市初   

41 柿安口福堂  和菓子       

42 ワ  ワ  ワ        

43 久世福商店  和食品   柏市初   

44          

 

菌司嗣旨詞質司使ン市 2Fθ35至試ン詞χ 

No 店舗名  業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ ッション 

1 郷僅蕎極響教 ワ  そ 他   柏市初   

2 
勤襟芹吟吟ｙ 鏡倶禁矩  

禽ｙ 襟倶九芹ｙ玖 
   千葉初 柏市初 新業 

3 HEART MARKET     柏市初   

4  禽ｙ     雑貨       

5 業尭僅蕎均     柏市初   

6 琴倶菌菌         

7 桐蕎僅均勤 鏡局巾郷     柏市初   

8 AKAISHI   千葉初 柏市初   

9          

10   雑貨       

11 百花  呉服 千葉初 柏市初   

12 局饗桐勤尭曲     柏市初   

13   ﾚ吋雲ｨ胤淫ｭ稲胤雲 ﾊ雲逸因雲 千葉初 柏市初   

14 
蕎曲玉’勤 勤均欽局饗  

禽ｙ 均狗謹苦銀句襟 
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15 
earth music & ecology Living 

store 

 

 
       

16 KENT         

17 ―          

■ ンテ ＆生活雑貨 

18 無印良品  生活雑貨       

19 HUMPTY DUMPTY    生活雑貨 千葉初 柏市初   

20   携帯    柏市初   

21   
化粧品 美容関連

雑貨 
      

22 maisonnette luxe  生活雑貨 千葉初 柏市初   

■ビュ テ ＆サ ビス 

23   携帯電話       

24 ワ  ワ  携帯電話       

25   携帯電話       

26 

北原  kitahara 

collection museum季

/ViTO稀 

  日本初 柏市初 新業態 

27   用品販売     新業態 

28 粁苦芹芹九玖駆禁ｙ     柏市初   

29 ROSA＆NAILmoA  美容室  千葉初 柏市初 新業態 

30   整体 骨盤矯正       

31          

32 僅芹．僅禁．業苦         

33 ん百花  保険       

34 柏 ょう ん歯科  ワ  歯科 
 

柏市初   

35 わ希望眼科 ワ  眼科   柏市初   

 

 

菌司嗣旨詞質司使ン市 3Fθ48至試ン詞χ 

No 店舗名  業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ ッション 

1 BREEZE         

2 業尭響勤 驚玉僅饗均         

3      柏市初   

4 仰局蕎琴玉勤   千葉初 柏市初   

5          

6 鏡倶狗躯禁         

7 句芹矩謹矩 銀禁謹九     柏市初   

8          
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■ ンテ ＆生活雑貨 

9 ふう ん堂  駄菓子 玩具       

10 BE★POP  雑貨       

11 勤謹芹玖矩禁狗芹禁  寝具 生活雑貨 
  

  

12 美術館  生活雑貨       

13 桐蕎僅勤局饗欽 仰蕎僅響饗極  雑貨   柏市初   

14 写真工房         

■ビュ テ ＆サ ビス 

15 禁苦   携帯電話       

16 巾-極饗欣均   携帯電話 千葉初 柏市初   

17    千葉初 柏市初 新業態 

18 写真城    写真館       

19   理容 美容   柏市初   

20 QB   理容 美容       

21 暁均郷   旅行       

22 英会話  ＆  
ワ

 
教室   柏市初   

■レス ン＆  

23 ワ  ワ         

24 樹   洋食       

25 博多 ん ん 亭  麺 焼 物 千葉初 柏市初   

26 串家物語         

27 焼肉   韓国焼肉   柏市初   

28 ん緊芹 ん     柏市初   

29 曲禁銀禁’玖 業謹矩筋襟芹九  洋食 千葉初 柏市初   

30    日本初 柏市初 新業態 

31 仰僅蕎極響 仰僅尭局局   千葉初 柏市初 新業態 

32 ん つ浜勝  ん つ       

33 い   胤吋稲員 ﾊ運ﾊ雲稲因雲   柏市初   

34 雲龍一包軒  中華料理 千葉初 柏市初 新業態 

■  

35 い   FF 胤吋稲員 ﾊ運ﾊ雲稲因雲   柏市初   

36 曲教  ワ  FF洋食 千葉初 柏市初   

37 和風   ワ   FF  千葉初 柏市初 新業態 

38 濱乃屋  FF丼物 千葉初 柏市初   

39 三田製麺所  FF  千葉初 柏市初   

40 全国 当地 屋台  FF丼物 千葉初 柏市初   

41 
長崎 ん ん  

  
FF ん ん 千葉初 柏市初 新業態 

42 う   FF う ん   柏市初   
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43 本格中華麺店 光麺 TOKYO 
   

 
FF 餃子 千葉初 柏市初   

44 餃子 王将  FF 餃子       

45   FF  千葉初 柏市初 新業態 

46  ＆ 郷巾局局 桐巾局局  FF 好 焼 千葉初 柏市初 新業態 

47 
凝禁駆禁謹謹禁九 桐禁九筋禁金芹 

＆ 鏡禁菌芹 曲芹狗芹九衿苦芹 

ワ

 
FF  千葉初 柏市初   

48   FF    柏市初   

 

 

 
 
使実旨詞質司使ン市 : 洗練細参冴都会燦使磁実施裁冴商業獅実ン 

菌使実旨詞質司使ン市 1Fθ24至試ン詞χ 

No 店舗名  業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ ッション 

1 ZARA  ﾚ吋雲ｨ胤 ﾒ運胤雲 員逸胤雲       

2 驚吟禁躯禁 鏡吟禁玖玖謹筋  帽子       

3 桐局勤均     柏市初   

4 均謹銀禽芹狗吟禁九緊   千葉初 柏市初   

5 
蕎吟欣 蕎僅曲蕎極尭  

饗欣鏡凝蕎極仰饗 
    柏市初   

6 
暁.驚饗僅僅欽 仰僅蕎極響勤均玉僅

饗/勤桐僅尭極仰 曲玉玉極 

 /

 

 

雑貨 
  柏市初   

7 
SENSE OF PLACE by URBAN 

RESEARCH 

 

 
   柏市初   

8 凝＆曲  ﾚ吋雲ｨ胤 ﾒ運胤雲 員逸胤雲   柏市初   

9 郷芹狗玖襟金禁     柏市初   

10 URBAN RESEARCH DOORS  ﾚ吋雲ｨ胤 ﾒ運胤雲 員逸胤雲       

11 業玉饗  ﾚ吋雲ｨ胤 ﾒ運胤雲 員逸胤雲 千葉初 柏市初   

12 衿倶禁 均凝饗 勤均玉僅饗      柏市初   

13 Discoat Parisien   千葉初 柏市初   

14 
僅玉響饗玉 鏡僅玉斤極勤  

斤尭響饗 郷玉W局 
 ワ  ﾚ吋雲ｨ胤 ﾒ運胤雲 員逸胤雲       

15 蕎琴巾局 禽ｙ 銀倶苦玖玖ｙ          

16 勤業饗鏡凝饗僅勤     柏市初   

17 曲玉僅仰蕎極 響饗 均玉尭！  ワ        

18 仰僅蕎極 郷巾驚巾局局  雑貨 千葉初 柏市初   

■ ンテ ＆生活雑貨 

19 尭極 極蕎均巾僅蕎局  ﾚ吋雲ｨ胤 咽雲稲吋雲ﾆ運因雲 千葉初 柏市初   

20 苦九謹筋倶  雑貨   柏市初   

ス ン  計 全 127 テ ン     41   71   15 
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■レス ン＆  

21 
 ＆ 季Delices tarte & 

マボメちイ 
  千葉初 柏市初   

22          

23 茶寮 伊藤園   茶＆  千葉初 柏市初   

■サ ビス 

24  館   鍵 靴修理 千葉初 柏市初   

 

菌使実旨詞質司使ン市 2Fθ29至試ン詞χ 

No 店舗名  業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ ッション 

1          

2 ワ  ワ         

3 RED NOIR ワ   千葉初 柏市初   

4      柏市初   

5 勤曲橋 金芹謹矩矩謹倶          

6 勤均玉極饗 曲蕎僅業饗均   天然石 茨因蔭飲ﾘ稲       

7 勤饗錦饗極響蕎欽勤＝勤巾極響蕎欽         

8 蕎郷鏡－曲蕎僅均      柏市初   

9 筋倶芹九     柏市初   

10 
均芹 筋襟謹筋襟謹  

均饗僅僅蕎勤勤饗 
   千葉初 柏市初   

11 尭極仰極尭         

12 E hyphen world gallery friends 
ワ  

 
       

13 
ふ そ 曲玉響饗 駆芹緊緊謹九衿 郷

玉欣 
 呉服   柏市初   

14 禁謹銀芹狗菌芹芹吟         

15 鏡玉曲曲饗 鏡蕎 勤均欽局饗         

16 JELLY BEANS         

■ ンテ ＆生活雑貨 

17 紀伊國屋書店  書籍   柏市初 

 

18   生活雑貨   柏市初   

19 手芸   手芸       

20 島村楽器  楽器 教室       

21   均一        

22   雑貨       

23 鉄道模型 店    玩具    柏市初   

24 
森 家/ 

店  

/

 
玩具    柏市初   
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25 ワ  ワ  CD DVD       

26 桐禁玖玖句倶狗矩  生活雑貨       

■ビュ テ ＆サ ビス 

27   洋服 直  千葉初 柏市初   

■レス ン＆  

28 白 珈琲店     柏市初   

29          

 

菌使実旨詞質司使ン市 3Fθ20至試ン詞χ 
No 店舗名  業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ ッション 

1 蕎局琴巾極尭  雑貨   柏市初   

2 
郷僅尭鏡業 凝玉巾勤饗 禽ｙ 均倶

金ｙ倶 玖襟謹狗矩玖 
    柏市初   

3 郷吟苦芹 勤矩禁九緊禁狗緊   千葉初 柏市初   

4 P-S-FA     柏市初   

5 鏡倶九菌謹狗銀  尭局局’勤     柏市初   

6 郷謹吟吟禁禽倶九衿     柏市初   

7 玉巾均響玉玉僅 桐僅玉響巾鏡均勤   千葉初 柏市初   

8          

9 桐苦狗句吟芹 ＆ 欽芹吟吟倶駆   千葉初 柏市初   

10 Right-倶n         

■ ンテ ＆生活雑貨 

11 CHELSEA New Y倶狗金  雑貨   柏市初   

12 平安堂  文具       

13          

14   時計       

15   玩具    柏市初   

16 
禁謹狗駆芹禁躯芹 均襟芹 粁苦禁吟

謹矩ｙ 勤吟芹芹句 勤矩倶狗芹 
 寝具 生活雑貨   柏市初   

■ビュ テ ＆サ ビス 

17 日本旅行  旅行       

18 保険   保険       

19 
 

季 脱出 稀 
  千葉初 柏市初   

20 TOHO  柏  ワ    柏市初   

 

 
 

※専門店数腰店隣朔 2016烝 3鏤 15日現在 

ス ン  計  全 73 テ ン     15    42    

セ ンパ  柏  計 全 200 テ ン      56  113  15 


