
 

 
 

 

 

２ ０ ２ ２ 年 1 1 月 ７ 日 

株式会社千葉ステーションビル 

 

ペリエ海浜幕張 presents 

「海浜幕張わくわくフェスタ」を開催します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   日 時 

2022 年 11 月 19 日（土） ブース出店  9：３０～14:0０ 

2022 年 11 月 20 日（日） ブース出店 10：００～15:0０ 

※雨天中止（一部、駅コンコースにて開催） 

 

キッチンカー両日１１：００～１９:００ 

※雨天開催、荒天中止 

 

２．  開 催 場 所 

JR 海浜幕張駅南口広場       

 

３．  主 催 

    株式会社千葉ステーションビル 

 

４．  協 力 

    JR 東日本千葉支社「KEIYO TEAM６」、幕張新都心イルミネーション実行委員会 

 

５．  内 容 

    本イベントは日程ごとに内容が異なります。 

    イベント内容をご確認のうえ、会場にお越しください。 

     

 

 

○東日本旅客鉄道株式会社千葉支社と株式会社千葉ステーションビルは、SDGs とスポーツを通して京

葉線沿線の地域活性化を推進し「選ばれ続ける京葉線」となることを目的として、ペリエ海浜幕張

presents「海浜幕張わくわくフェスタ」を２日間開催します。 

○１１月１９日（土）は、幕張新都心ごみゼロ活動やフードドライブなど SDGs を体験出来る「わくわく

SDGs DAY」を開催します。 

○１１月２０日（日）は、JR 東日本千葉支社「KEIYO TEAM６」・「京葉ベイサイドラインプロジェクト事務

局」との連携企画として、キックターゲットやストラックアウトなどのスポーツを体験出来る「わくわくス

ポーツ DAY」を開催します。 

○期間中は、バラエティー豊富なキッチンカー販売もございます。子供から大人までお楽しみいただける

イベントですので、ぜひこの機会に「海浜幕張わくわくフェスタ」へご参加ください。 

 

 



 

 
日程 時間・開催場所 イベントタイトル イベント内容・景品 

１９日 

（土） 

 

10:００～１１：００ 

（受付：９：３０～） 

【海浜幕張駅南側 

エリア】 

幕張新都心ごみゼロ活動 
※集合：JR 海浜幕張駅南口広場 

※ごみ袋、軍手、火ばさみ（トング）は用意い

たします。動きやすい服装でお越しくださ

い。 

※清掃活動への選手・マスコットキャラクタ

ーの参加は１０：００～10：30 を予定してい

ます。 

※当日のコンディションなどにより参加選

手が変更になる可能性があります。 

 

【参加費無料】【雨天中止】 

・JR 海浜幕張駅南側エリアを清掃いたします。 

・イベントには、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースから大澤春花選手、 

広瀬桜選手、城和怜奈選手、藤尾きらら選手が参加いたします。 

・JR 東日本千葉支社マスコットキャラクター「駅長犬（えきちょうけん）」が 

参加いたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの選手は、１９日開催の「フードドライ

ブ」ブースにてイベントチラシを配布いたします。また、選手の参加は９：３０～

９：５0 頃を予定しています。 

９:３０～１４：００ 

【海浜幕張駅南口 

広場】 

SDGs が学べる「神田外語大

学」 特設ブース 

【参加費無料】【雨天中止】 

・神田外語大学石井教授や学生の皆さんと SDGs を楽しく学べます。 

・学生制作オリジナル「難民人生ゲーム体験会」や、新聞紙で作れる「着替え用ポ

ンチョの制作体験」、スマートフォンを使用してのオンラインクイズ、「フェアトレ

ード商品」に触れて理解できる情報コーナーを展開いたします 

Aqua Dream Project 

「出張ビーチクリーン」特設ブ

ース 

【参加費無料】【雨天中止】 

・幕張の浜から砂を持ち寄り清掃体験が出来る「出張ビーチクリーン」が登場！ 

・砂から掬ったマイクロプラスチックや化石に応じて「アパホテルオリジナルうま

い」または「アパ社長カレー」をプレゼントといたします。 

・千葉県赤十字血液センターによる献血 PR コーナーもございます。 

応急処置を学べる「AED 

体験」ブース 

【参加費無料】【雨天中止】 

千葉 PUSH（NPO 法人ちば救命・AED 普及協会）による模擬 AED 体験を実

施いたします。 

２０日

（日） 

１０:００～１０：３０ 

【海浜幕張駅南口 

広場】 

マスコットキャラクターによる

お出迎え 

【参加費無料】【雨天時駅コンコース】 

JR 東日本千葉支社マスコットキャラクター 

「駅長犬（えきちょうけん）」がお出迎えいたします。 

イベントチラシの配布や、各ブースへの訪問で皆さまを 

おもてなしいたします 

10:００～１５：００ 

【海浜幕張駅南口 

広場】 

「KEIYO TEAM６」特設 

ブース 

【参加費無料】【雨天時駅コンコース】 

・京葉線沿線と「KEIYO TEAM6」の情報アプリ「京葉線 

プラス」をダウンロード頂いた方（先着３００名様）に「KEIYO 

TEAM6」オリジナル B2 サイズポスターをプレゼントいたし 

ます。 

・各チームのファンクラブ入会チラシ等も設置いたします。 

 

「キックターゲット」体験ブース 

 

【参加条件：小学生以下対象、参加費無料】【雨天中止】 

ジェフユナイテッド市原・千葉の「キックターゲット」が登場！ 

指定のサッカーボールを２回キック！ 

的に入った方（先着２００名様）にジェフユナイテッド市原・ 

千葉の「ステッカー」をプレゼントいたします。 

 

「ストラックアウト」体験ブース 【参加条件：小学生以下対象、参加費無料】【雨天中止】 

お子さま向けの「ストラックアウト」体験を開催！ 

ご参加の方（先着３００名様）に千葉ロッテマリーンズ 

「キッズキャップ」をプレゼントいたします。 

 

「バスケットフリースロー」 

体験ブース 

【参加条件：小学生以下対象、参加費無料】【雨天中止】 

JR 東日本千葉支社ベイサイドラインプロジェクト事務局との 

協働「バスケットフリースロー」体験を開催！ 

ご参加の方（先着４００名。各２００個どちらか１個）に 

「KEIYO TEAM６」オリジナル缶バッジ、または「京葉線車両」 

缶バッジをプレゼントいたします 

JR 東日本千葉支社ベイサイド

プロジェクト事務局「積み上げ

ろ！グラグラ電車タワー」 

ブース 

【参加費無料】【雨天時駅コンコース】 

制限時間内に「電車型の段ボール」を高く積み上げて 

競うゲームです。 

ご参加の方に、お菓子をプレゼントいたします。 

大澤 春花選手 広瀬 桜選手 城和 怜奈選手 藤尾 きらら選手 

ⒸJEFUNITED ⒸJEFUNITED ⒸJEFUNITED ⒸJEFUNITED 

「KEIYO TEAM6」オリジナル B2 サイズポスター 

千葉ロッテマリーンズ「キッズキャップ」 

ジェフユナイテッド市原・千葉「キックターゲット」 

「KEIYO TEAM６」オリジナル缶バッジ 
 

【グラグラ電車タワー】 
 



 

 

１９日

（土） 

２０日

（日） 

１９日（土） 

９：３０～１４：００ 

２０日（日） 

１０：００～１５：００ 

【海浜幕張駅南口 

広場】 

ペリエ海浜幕張の「フードドラ

イブ」＆古着回収ブース 

【参加費無料】【雨天時駅コンコース】 

「フードドライブ」 

「フードドライブ」とは、誰でも気軽に参加できる慈善活動です。 

ご家庭に買い過ぎてしまった食品や食べきれない食品などは眠っていません

か？必要なものが、必要な人へ、私たちペリエ海浜幕張が回収した食品は「フー

ドバンクちば」を通じて支援を求める人へ届けられます。 

フードバンクちば：https://foodbank-chiba.com/ 

「衣料品回収」 

私たちペリエ海浜幕張がサスティナブルな循環型社会実現のため、ご家庭でご

不要となった衣料品の回収を行います。 

回収した衣料品は「特定非営利活動法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会」

のシステムを活用して、海外のスラムで暮らす子どもたちのリユース事業等に

役立てられます。 

特定非営利活動法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会：

https://jfsa.jpn.org/ 

※フードドライブ、衣料品回収は衛生上の観点からいずれも受け付けをお断り

している物品がございます。詳細はペリエ海浜幕張、フードバンクちば、日本フ

ァイバーリサイクル連帯協議会のそれぞれのホームページでご確認ください。 

ペリエ海浜幕張：https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/ 

１１：００～１９：００ 

【海浜幕張駅南口 

広場】 

「わくわくキッチンカー 

ｓupported by 

KITCHENCAR’S JAPAN 

【雨天開催、荒天中止】 

海浜幕張駅南口広場にバラエティー豊富なキッチンカーが集合！定番のグルメ

から知る人ぞ知る人気店まで幅広くお楽しみいただけるお店をラインナップい

たしました。イベントでたくさん体を動かした後は、おすすめグルメでお腹を満

足させてください。 

 

 「「わくわくキッチンカーｓupported by KITCHENCAR’S JAPAN」出店者情報 

キッチンカー19 日（土） 出店者 キッチンカー２０日（日）出店者 
【カフェリベルタ】 

千葉県産カボチャとはちみつのアマレット風味クレープ 

濃厚マロンクリームとラズベリーのモンブランクレープ 

リンゴの赤ワイン煮・チョコバナナ・抹茶バナナ 

【Ｊ☓48 kitchen】 

搾りたてモンブラン 

お客さまの前でモンブランを絞ってご提供します。 

ドリンク各種 

【Nikomi Stock Cotocoto】 

牛すじ豆腐の煮込みごはん、煮込みコンビ 

豚肩ロースのチャーシューごはん、 

煮込みおだしカレー豚バラなんこつの生姜焼きごはん 

【CHIBIKKO foodtruck…】 

クレープ 

ドリンク 

【HAMBURGER STAND GLOBURGER】 

クラシックバーガー、ダブルバーガー 

チェダーチーズバーガー、ダブルチーズバーガー 

ポテトセット、ソフトドリンク各種 

【びすとろ SID】 

牛すじ煮込み欧風カレー、バターチキンカレー、 

魚介の地中海カレー、タンドリーチキンブリトー 

ドリップコーヒー 

【Delikatessen Mona】 

ホットドッグ,てりやきチキンドッグ,しょうが焼きドッグ, 

てりやき丼,フランクフルト,シャカシャカポテト 

フレンチトースト,コーヒー,ソフトドリンク 

【Mexican food Vacación】 

トルティーヤ(ビーフ､チキン､ポーク)、タコライス 

ケサディーヤ、ポテト(プレーン､スパイシー) 

【からあげ大将亭 八幡宿本店】 

しょうゆからあげ 

ポテト 

【ラポムキッチン】 

ドレスドオムライス、 肉巻きチーズステックにぎり 

ポテトチーズハットグ、ジャンボ小籠包、各種トッポッキ 

クレープ、各種ドリンク 

 

６． 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

⑴ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

① 会場の定期的な消毒清掃を行います。 

② テントブース周辺に、手指用アルコール消毒液を設置します。 

⑵ ご参加されるお客さまへのお願い 

① 咳・発熱等の症状がある方、体調の優れない方は、参加をご遠慮ください。 

② マスクの着用、手洗い、咳エチケットをお願いいたします。会話は控えめにお願いいたします。 

※写真・イラストはイメージです。実際のものとは異なる場合がありますのでご了承ください。 

※イベントの内容等は予告なく変更・中止となる場合があります。 

※2022 年１１月現在の情報です。 

https://foodbank-chiba.com/
https://jfsa.jpn.org/
https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/

