
報道関係各位 

 

2023年 3月 9日 

株式会社千葉ステーションビル 

幕張豊砂駅が 3 月 18 日（土）に開業！ 

開業を記念し、京葉線沿線を盛り上げる様々なイベントを行います。 

 

・千葉市エリアを中心に県内の駅ビル「PERIE（ペリエ）」を運営する株式会社千葉ステーションビル（千葉市 

中央区代表取締役社長：弭間俊則）は、これまで駅と駅ビルを一括で運営するペリエステーションを基軸 

に、京葉線の沿線価値の向上や魅力づくりに注力して参りました。 

 

・京葉線沿線にて駅ビル「PERIE（ペリエ）」や海浜幕張駅・検見川浜駅・稲毛海岸駅を運営する 

千葉ステーションビルでは、地域のみなさまと幕張豊砂駅開業を盛り上げる様々なイベントを行います！ 

 

 幕張豊砂駅開業記念イベントについて 

 千葉ステーションビルでは、幕張豊砂駅開業を記念し、様々なイベントを行います！ 

テーマは、「HAVE FUN！PERIE」。幕張豊砂駅開業をきっかけに、楽しいワクワクが広がっていきます。 

地域のみなさまと一緒に、京葉線沿線全体を盛り上げていきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉ステーションビルが既に運営受託をしている駅（海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅）と、 

今回新しく運営受託をする幕張豊砂駅の 4駅をめぐるスタンプラリーを開催します！ 

3月 18日（土）より新しい駅スタンプ（全 4駅）がお披露目になります！お楽しみに！！ 

 

■実 施 期 間：2023年 3月 18日（土）～4月 16日（日） 

■スタンプ設置駅：幕張豊砂駅、海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅 

■実 施 内 容：スタンプ設置駅で専用台紙を入手した後、 

4駅に設置のスタンプを全て集めていただくと、 

オリジナルグッズをプレゼントいたします。 

 

イベント① 

ペリエステーション 4駅 スタンプラリー 



 

 

 

京葉線沿線のペリエにて下記お買い上げ条件を達成されたお客さまに、ペリエが厳選した豪華賞品を抽選で 

プレゼントします！ 

 

■実 施 期 間：2023年 3月 18日（土）～3月 31日（金） 

■実 施 内 容：ペリエ海浜幕張、検見川浜、稲毛海岸の各ショップで 1会計 1,500円（税込）以上の 

お買い物を期間中に 2回していただくと、専用の WEBフォームから下記のお好きな 

賞品にご応募いただけます。 

■賞   品：「すし銚子丸」 

銚子丸の出張回転寿司のスペシャルギフト（基本料金＋出張費用無料） 

「アインズ＆トルペ」 

人気の AYURAのボディケアセット 

「カフェフォンス（幕張ブルワリー）」 

幕張ブルワリー6種＆オリジナルタンブラーのコンプリートセット 

「ワイズマート」 

飯沼本家酒造 大吟醸きのえね 

「ニュークイック」 

          ニュークイックオリジナルシリーズ ホワイトロースハム＆焼豚セット 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマは「京葉線と新しい駅・街」。沿線地域の魅力や京葉線らしさ、また新しい駅や街が発展する姿など

を、絵や文字などで表現。地元の学生の熱のこもった作品を駅構内に展示します！ 

 

■展 示 期 間：2023年 3月 11日（土）～4月 30日（日）※期間は変更となる場合があります 

■展 示 内 容：海浜幕張駅改札内コンコース 

県立幕張総合高等学校、第 2幕張海浜保育園による作品展示 

検見川浜駅改札内ホーム階 

          県立検見川高等学校による作品展示 

         稲毛海岸駅改札内ホーム階 

          市立稲毛高等学校、市立稲毛国際中等教育学校による作品展示   

イベント② 

こだわりプレミアムギフト！ 

イベント③ 

地元学生によるアート（絵画・書道）展示 

※画像はイメージです 



 

 

 

「やっぱりペリエが好き、また買いたくなるイチ推し商品」をテーマに各ショップの定番商品や来店促進に

繋がる様なプチギフト、お試しセット等でショップの魅力をあらためてお伝えします。 

 

■実 施 期 間：2023年 3月 18日（土）～3月 31日（金） 

 ※商品の一部をご紹介!（数量限定商品は期間中でも完売している場合がございます） 

 

 

 

 

 

 

 

画像左から）シュマッツビアスタンド「ビアフライト」（ペリエ海浜幕張） 

オランダ家「落花生パイ（10点入り）」（ペリエ海浜幕張） 

とんかつ和幸「特ロースかつ」（ペリエ検見川浜） 

バーガーキング「スモーキーBBQ ワッパー🄬セット」（ペリエ稲毛海岸） 

       

 

 

3月 18日（土）～3月 20日（月）の 3日間限定! 

幕張豊砂駅開業を記念し、ペリエ海浜幕張・ペリエ検見川浜の 

LINE友だち限定の JRE POINT5倍デーを実施します。 

期間中は対象ショップでのお買い上げ金額 100 円（税抜）につき 

1ポイントが貯まるところ、5倍の 5ポイント貯まります。 

※軽減税率適用の有無にかかわらず、お買い上げ金額から 

8％分を差し引いて税抜相当額といたします。 

 

■実 施 期 間：2023年 3月 18日（土）～3月 20日（月） 

■実 施 場 所： 

ペリエ海浜幕張、ペリエ検見川浜、ペリエ稲毛海岸各ショップ 

         （一部ポイント対象外のショップがございます）  

■ご 参 加 方 法： 

 1.ペリエ海浜幕張・ペリエ検見川浜の LINE友だちに登録 

 2.LINE友だち登録後の自動配信メッセージから、 

  JRE POINT WEBサイトにて事前エントリー。 

※事前エントリー受付中！3月 14 日（火）まで承ります。 

※本企画の付与ポイントは 5月 31 日（水）までの期間限定ポイントです。 

 

 

イベント⑤ 

幕張豊砂駅開業記念！LINE友だち限定 JRE POINT5倍 DAY 

イベント④ 

幕張豊砂駅開業記念！ペリエおすすめ商品 



 

 

 

幕張豊砂駅のある“美浜区”をモチーフにしたご当地迷路カードの 

「MEICA」（吉川めいろ発行）と、京葉線の車両をボクセルアートで再現した 

コレクションカード「metaca」（株式会社アクシス発行）を 

ペリエステーション（幕張豊砂駅、海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅）の 

各駅で限定 1,000枚プレゼント!  

それぞれデザインが異なるため、改札にいる駅社員に「カードが欲しい!」と 

伝えて、ぜひ 4駅コンプリートを目指してください。 

 

■配 付 期 間：2023年 3月 18日（土）～ 各駅なくなり次第配付終了となります。 

■配 付 時 間：幕張豊砂駅、検見川浜駅での配付時間は（9：00～17：00） 

海浜幕張駅、稲毛海岸駅での配付時間は（8：00～20：00） 

※配付する駅によって時間が異なりますのでご注意ください。 

 

また、「MEICA」「metaca」は近隣の未来屋書店幕張新都心店、未来屋書店幕張店、イオンシネマ幕張新都心、 

コーナンイオン海浜幕張店、千葉市幕張観光情報センターでも 3月 18日（土）より配付予定です。 

幕張豊砂駅にお越しになった後は海浜幕張エリアも散策しながら、全てのカードをコレクションしてみては 

いかがでしょうか♪ 

※カードの配付条件、デザイン、種類は上記の各配付場所によって異なります。 

 

 

 

音楽を通じた地域との交流の創出を目的として、島村楽器イオンモール幕張新都心店提供のアップライト 

ピアノを設置します。同店の音楽教室講師・インストラクターによる演奏も実施予定です。 

 

音を奏でよう！だれでも駅ピアノ！ 

■設 置 期 間：2023年 3月 25日（土）～4月 9日（日） 

■設 置 場 所：幕張豊砂駅 改札内イベントスペース 

■実 施 内 容：期間中 10:00～18:00の間、駅をご利用の方々に 

         駅ピアノをご自由にお使いいただけます！ 

          ※他のお客さまにご迷惑にならないよう、譲り合ってお使いください。 

          ※ピアノの整備および駅構内での緊急時など、使用を制限させて頂くことがあります。 

島村楽器イオンモール幕張新都心店 presents エキナカ ミニコンサート！ 

■実 施 日：2023年 3月 25日（土） 

■実 施 時 間：11:00～11:30 

■実 施 場 所：幕張豊砂駅 改札内イベントスペース 

■実 施 内 容：島村楽器イオンモール幕張新都心店のピアノインストラクターによる 

         ミニコンサートを開催します！駅での贅沢なひとときを、是非お過ごしください！ 

         ※聴講席のご用意はありません。 

 

イベント⑥ 

迷路クリエイター吉川めいろ×PERIE コレクションカードプレゼント！ 

イベント⑦ 

駅ピアノ設置・ミニコンサート開催 



 

 

 

千葉県事業者が集まるマルシェ「ちばのいち」を開催！ 今回のちばのいちのテーマは、「～開業おめでとう

＆千葉の魅力再発見～」です。新駅開業をお祝いし、千葉県の魅力をぎゅっと集めました！千葉市を中心に

活躍する地元人気ショップの出店や、千葉市の農産品の販売などを行います。 

 

■実 施 期 間：2023年 3月 18日（土）～3月 21日（火・祝）、3月 25日（土）～3月 26日（日） 

■実 施 時 間：10:00～18：00 ※雨天決行、荒天中止 ※商品在庫状況により前後する可能性あり 

■実 施 場 所：幕張豊砂駅 改札内イベントスペース、改札外イベントスペース  

■出 店 者 詳 細： 

出店ショップ名 出店日 出店場所 紹介文 

Flower and green hygge 

 

 

 

3/18（土） 

～ 

3/21（火・祝） 

改札内 

一宮町にお店を構える、まちの小さなフラワー

ショップ。開業を記念して、駅構内を美しいお

花たちで彩ります。千葉県産の春のお花も販売

予定ですので、お楽しみに！ 

PIE&COFFEE mamenakano 

 

 

 

3/18（土） 

3/19（日） 
改札外 

幕張ベイパークや千葉駅前にお店を構える、地

元の人気コーヒーショップ。焙煎したての豆を

使うドリップコーヒーや、素材にこだわったド

ーナツやクッキーなどもご用意。 

COCO*Bread 

 3/18（土） 

3/19（日） 
改札外 

千葉市内を中心に、パンの移動販売を行う、 

パンのセレクトショップ。電車をモチーフに 

したパンや、その他千葉県産農産物の販売も 

予定！千葉のおいしさをお届けします。 

MAKUHARI BREWERY 

 
3/21（火・祝） 

3/25（土） 

3/26（日） 

改札外 

千葉市初のクラフトビール醸造所。身近な豊か

さ・幸せを感じるブリューパブです。瓶ビール

や生ビールの販売を行います！ 

 

おおみやパンカフェ 

3/25（土） 

3/26（日） 
改札外 

カフェ併設の千葉市緑区にある人気のベーカリ

ー。その中でも一押しのカンパーニュは種類豊

富に取り揃えております。千葉市の新しい「竹

炭グルメ」のカンパーニュもご用意しておりま

す！ 

ファームサポート千葉 

3/25（土） 

3/26（日） 
改札外 

千葉市で農業や農産品の卸を行っている会社で

す。千葉市の竹林を整備して焼いた「竹炭チップ」

や「竹炭パウダー」、千葉市産の新鮮野菜やグロ

ッサリーを販売します！  

 

 

 

 

 

イベント⑧ 

ちばのいち ～開業おめでとう＆千葉の魅力再発見～ 



 

 

 

新駅開業を祝い、千葉市園芸協会協力のもと、千葉県産の桜などを使用したフラワースポットを駅構内に 

設置します。“千葉県の春”を駅から演出します。 

 

■展 示 期 間：2023年 3月 18日（土）～4月 16日（日） 

■展 示 場 所：幕張豊砂駅 改札内   

※展示期間は、展示状況により予定より早く終了する可能性があります。 

 

 

※画像・イラストはすべてイメージです。 

※この情報は 2023 年 3 月現在の情報です。 

※イベント内容は、予告なく変更/中止となる場合がございます。何卒ご了承ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【イベント実施施設・駅】 

◆京葉線沿線 

【店舗】ペリエ海浜幕張 所在地：千葉市美浜区ひび野 2 丁目 110 

ペリエ検見川浜 所在地：千葉市美浜区真砂 4 丁目 2-1 

ペリエ稲毛海岸 所在地：千葉市美浜区高洲 3 丁目 24-2 

【 駅 】海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅、幕張豊砂駅（3/18 開業） 

 

【会社概要】 

会 社 名：株式会社千葉ステーションビル 

所 在 地：千葉市中央区新千葉一丁目 7 番 2 号 ペリエ＋plus ビル 

代表取締役社長：弭間 俊則 

事業内容：「PERIE（ペリエ）」をはじめとする商業施設や、オンラインストアの運営・管理、および駅業務を受託 

U R L：https://www.perie.co.jp  

ペリエ公式オンラインストア：https://www.jreastmall.com/perieonline  

 

〈本件に関するお問合せ先〉 

株式会社千葉ステーションビル 京葉くらしづくり部  担当：麻喜
あ さ き

  TEL：043-301-3118 

 

 

イベント⑨ 

フラワースポット設置 

https://www.perie.co.jp/
https://www.jreastmall.com/perieonline

