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2016年 3月 16日 
  

 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（代表取締役会長 最高経営責任者〈CEO〉：鈴木 敏文）は、

2016 年 4 月 25 日（月）午前 9 時、千葉県柏市沼南地区に、当社初の屋号となる新形態の複合商業施設 

“SEVEN PARK ARIO KASHIWA”（『セブンパーク アリオ柏』）をオープンいたします。『セブンパーク  

アリオ柏』は、当社最大の約 13 万㎡の敷地面積を有し、日本初出店の 2 店を含む計 200 のテナント   

（千葉県初：57 店、柏市初：114 店）とともに、ショッピングと遊びが一つになった体験型       

ショッピングセンターとして開業いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA ＳＣコンセプト 

 

 

 

 

 

 

『セブンパーク アリオ柏』のコンセプトは、「Playful Mind＝“遊びごころ”」があふれる「Place＝

場所」であること。訪れるたびに、こころを遊ばせることで、たくさんの楽しさに出会える場所であり

たい。 

「こころ遊ぶところ」には、そんな思いが込められています。 

遊び心を“こころ遊ぶ”と言い換え、“こころ”と“ところ”が並ぶ言葉のリズムが心地よく響く。新

しいショッピングセンターの誕生へのドキドキを感じてください。 

 

2016年 4月 25日（月）グランドオープン！ 

 “SEVEN
セ ブ ン

PARK
パ ー ク

 ARIO
ア リ オ

 KASHIWA
か し わ

” 
ショッピングと遊びがひとつになった、新体験「PARK」。“遊びごころ”が 

あふれる楽しい仕掛けが満載の新 SPOTが柏に誕生します。 
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～施設づくりに込めた思い～ 
 

柏に新しい商業施設を開発するにあたり、このプロジェクトで最初に考えたことは、“これまでに  

ないショッピングセンターをつくりたい”ということでした。モノは十分にあり、それを買う場所も  

あふれかえっている・・・そんな時代に必要なのは、単にモノを販売する場所ではないのではないか？

そんな思いからすべてをスタートさせました。 
 

 私たちが考えた、今ショッピングセンターに求められているもの、それはショッピングの喜びだけで

はない、新しい価値の提供です。 

 

みんながそこへ行けば自然と“笑顔”になれる 
 

居心地のいい空間で“こころ”を開放し、“こころ”を遊ばせることができる 
 

訪れるたびに“驚き”があり、新しい“体験”ができる 
 

そしてたくさんの“楽しさ”に出会える場所である 
  

これらの思いを「セブンパーク」という施設名称や「こころあそぶところ」というコンセプトにも 

反映させていきました。 
 

「笑顔・楽しさ」「驚き・新体験」「安心・居心地」といった、「新しい価値のご提供」を目指し、     

特色あふれるゾーン・エリアを展開いたします。自然の優しさをテーマにした「ウエスト・ウイング」、

洗練された都会をイメージした「イースト・ウイング」の 2 つの商業ゾーンのほか、「ウエスト・     

ウイング」内には、地域 NO．1 の品揃えを誇る食品エリア「フード・バザール」、2 つの商業ゾーンを    

つなぐエリアには巨大オブジェ等による憩いの遊び場空間「ビッグ・ワンダー」を設置。屋外には、   

バーベキューができる“きりかぶテラス”を備え、イベントも出来る大型公園「スマイル・パーク」や、

樹々や草花と触れ合える外周散策路「グリーン・ウォーク」等、買い物プラス α が楽しめる、      

新ショッピングセンターを創出してまいります。 
 

【施設ゾーニングマップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スマイル・パーク」 「ビッグ・ワンダー」 

「ウエスト・ウイング」 「イースト・ウイング」 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA の「施設概要」 
 

施設名称 
正式名称 ：  SEVEN PARK ARIO KASHIWA 

通 称   ：  セブンパーク アリオ柏 

所在地 

千葉県柏市大島田 950-1 

（JR「我孫子」駅北口より無料シャトルバス運行、 

JR常磐線、東武アーバンパークライン「柏」駅下車 

東口より東武バス「沼南車庫行きセブンパークアリオ柏経由」にて 

『セブンパークアリオ柏前』バス停下車） 

*3 月 21 日（月）より、『宮後原』バス停は『セブンパークアリオ柏前』に改称・

移設されます。 

代表者 セブンパーク アリオ柏 所長：佐々木 光成 

核店舗 イトーヨーカドーアリオ柏店 店長：及川 優 

事業者 

株式会社イトーヨーカ堂 

株式会社モール・エスシー開発 

（セブン＆アイ・ホールディングス傘下のデベロッパー会社） 

敷地面積 約 130,000㎡ 

売場面積 約 65,000㎡  

建物構造 店舗：1F～3F、屋上駐車場、立体駐車場、平面駐車場 

テナント店舗数 200店舗 

従業員数 
SC計：約 3,800名（うちイトーヨーカドーは、社員 60名、 

パート・アルバイト 289名（8時間換算）計 349名） 

駐車場 約 4,000台 ※臨時駐車場含む 

駐輪場 約 1,500台 

グランドオープン 2016年 4月 25日（月） 午前 9時 

営業時間 

・1～3F物販・サービス  10:00～21:00 

・3Fフードコート        10:00～22:00 

・3Fレストラン           11:00～22:00 

・イトーヨーカドー    10:00～21:00 

*グランドオープン時等、および一部テナントにより営業時間は異なります。 

店休日 年中無休 

商圏人口 約 53万人、21.5万世帯（半径 10km圏） 

設計・施工 
基本設計・監修：株式会社東急設計コンサルタント 

実施設計・施工：株式会社大林組 

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

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

Twitter https://twitter.com/sevenpark_ksw 

※本資料におけるテナント名やスペースの名称、各フロアの画像イメージ等は 2016年 3月 1 日現在のものです。 

 

 

https://twitter.com/sevenpark_ksw
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA への「アクセス」 

 

 新設道路の開設により、我孫子方面からのアクセスが便利に 

 

 『セブンパーク アリオ柏』が誕生する「柏沼南」地区は、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、

我孫子、鎌ヶ谷、千葉ニュータウン、松戸といった 4 市 6 エリアのクロスポイントに位置します。出店

地は、幹線道路である国道 16 号と県道 8 号線の交差するポイント近くに位置し、また北側には我孫子

方面からの新設道路が計画されています。常磐自動車道 柏 IC からは車で約 10km です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【アクセス】 

■JR「我孫子」駅北口より、無料シャトルバス運行 

 平日 48便（1時間に 1~2 便）／休日 68便（1時間に 2~3便） 

 

■JR常磐線、東武アーバンパークライン 「柏」駅東口より  

 東武バス「沼南車庫行き（セブンパークアリオ柏前経由）」、『セブンパークアリオ柏前』下車 

 平日 68便／休日 71便 

*3 月 21 日（月）より大幅に増便、東武バス『宮後原』バス停が『セブンパークアリオ柏前』に 

 改称・移設されます 

 

■北総線、成田スカイアクセス線、新京成線、東武アーバンパークライン 「新鎌ヶ谷」駅より 

 ちばレインボーバス「セブンパークアリオ柏行き」、『セブンパークアリオ柏』下車（予定） 

  

 

＊周辺道路状況がわかる「館内デジタルサイネージ」を設置 

 館内にいながら、周辺道路の交通状況が確認いただける「デ 

 ジタルサイネージ」をご用意。見やすい周辺 MAP とライブカ 

 メラで一目でわかりやすい表示にてご確認いただけます。 

お帰り時の渋滞のストレスを無くし、充実したショッピング 

 をお楽しみいただけます。館内から駐車場に向かう出入り口 

に計 16 台設置いたしました。 

 「道路状況サイネージ」イメージ 
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ステージ イ

メージ 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 特色あふれる 4 つのゾーン 
 

 ◎スマイル・パーク 
 

イベントもバーベキューもできる超大型公園 

自然空間とイベントスペースを兼ね備えた約

4,000 坪の超大型パークに、約 3,000 人規模の野外

コンサートができる屋根付きステージを設置しま

した。手軽においしいフードバスが並ぶエリアも併

設し、ご家族やご友人同士で楽しめる大規模なフェ

スやイベントを随時開催していく予定です。さらに

は、バーベキューゾーンも隣接、「遊べる」空間を

創りだしました。 

 

「スマイル・パーク」において、より快適にお過ごしいただくための取り組みとして、イトー   

ヨーカドー3 階レジャー用品売場では、「スマイル・パーク」で実際にご使用いただけるよう、サン  

シェードの無料貸し出しサービスを実施いたします。また、「フード・バザール」ではテイクアウト

しやすい商品を取りそろえるほか、豊富なメニューを誇るフードコートからもテイクアウトし、屋外

でお食事したり、家族で楽しくお過ごしいただける自然にあふれた大型公園となります。さらに、  

パークのスマイルの目の部分には、チョークでお絵かきもでき、遊具や夏場には噴水（ポップ    

ジェット）、ドッグランも併設し、家族みんなで楽しめる空間を創出してまいります。平日も週末も、

ご自身・ご家族それぞれのシーンに応じて楽しめる公園です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、「スマイル・パーク」を起点とした約 800ｍのウォー

キングロード「グリーン・ウォーク」では、季節ごとに表情

を変える樹々や草花と触れ合いながら、すがすがしい気持ち

でジョギングや散歩を楽しんで いただけます。桜等、四季

を感じていただける樹木・植物を植える等、ベンチでお休み

いただける休憩スペース「さくらデッキ」も用意し、地域の

お客様に健康と癒しをご提供いたします。 

 

◎ビッグ・ワンダー 

 

 驚きの“巨大オブジェ”のエンターテインメント空間 

「ビッグ・ワンダー」は、お子様皆様の笑顔はもちろん、大人も子どもの心に戻れる「ASOBIBA

（遊び場）」として、楽しさや驚き、好奇心がいっぱいの屋内空間となります。1 階から 3 階までの  

広大な吹き抜け空間には、遊び心をくすぐる実物の約 20 倍の巨大オブジェを数多く配しました。   

「スマイル・パーク」全景 

「グリーン・ウォーク」 イメージ 

「スマイル・パーク」のステージおよび遊具一例 
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「ビッグ・ワンダー」 イメージ 

 

巨大なチェスや時計等、実際に動くオブジェもあり、まるで自分が小人になったかのような空間を 

お楽しみいただけます。ご自身で記念撮影をして情報発信もでき、オブジェを見ながら、楽しみなが

らくつろげる、体験型・発信型のレストスペースをご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎「ウエスト・ウイング」 

 

 自然の優しさをテーマにした商業ゾーン 

 

・自然の優しさを感じてもらうよう、森をイメージさせる 

カラー、木の素材感、曲線を生かした視覚的なデザイン 

のほか、音や光など五感で感じてリラックスいただける 

空間を創ります。誰もがワクワク感を味わえるような 

仕掛けを用意しています。 

 

ライブ感満載！地域 No.1 の食品エリア「フード・バザール」 
 

 「ウエスト・ウイング」内 1F には、旬の食材や加工食品、

グロサリーや、季節に合わせた惣菜等、鮮度抜群の食品を数多

く取り揃えたエリア「フード・バザール」を展開します。たく

さんの店舗が並び、幅広い年齢層の方に楽しんでいただける

「元気な商店街」をイメージしたエリアです。 
 

 

また、お客様がご自宅にお持ち帰りいただくだけでなく、その場でも食べていただけるよう店舗や

共用スペースのイートインも充実させました。ご自宅でも、お店でも、施設内の公園「スマイル・   

パーク」等、お出かけ先でも美味しく食べていただける便利な商品を揃え、イトーヨーカドー食品  

売場を中心に、地域 No.1の食品エリアを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フード・バザール」 

「フード・バザール」 イメージ 
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「フード・バザール」には、幅広い食品を取りそろえる「西武・そごう」、カリッとした食感、    

甘く香ばしい香りと風味にこだわったクッキー専門店「ステラおばさんのクッキー」、世界各国から

2,000 種類を超えるワインを揃えるワイン専門店「ワインショップ・エノテカ」や、日本全国の厳選

した御馳走を集めた和のコンセプトショップ「日本の御馳走 えん」、鮮魚がいっぱいの定食から  

テイクアウトのお寿司までメニューが充実している「タカマル鮮魚店」等、こだわりの専門店を  

中心に出店します。 
 

・1F には他にも、スペイン発の人気雑貨店「muy mucho（ムイ ムーチョ）」や、生活を彩る便利な    

雑貨を驚きの価格で提供する「AWESOME STORE（オーサム ストア）」等、見た目もかわいく女性を

中心に人気の話題の雑貨店が登場します。 

 

ショッピングセンター内に初登場！ 

「KITAHARA COLLECTION MUSEUM（北原コレクションミュージアム）」 
 

世界的な玩具コレクター北原照久氏がプロデュースする「北原コレクションミュージ  

アム」が SC に初めて誕生します。映画「アメリカングラフティ」をテーマにしたミュージ

アムショップとカフェを併設した、お子様から大人まで誰もが楽しめるミュージアムです。

1925 年から 1959 年にかけてアメリカの小売店のショーウィンドウを飾った「モーション 

ディスプレイ」を始め、北原氏が世界中から収集した様々なコレクションを一堂に集めた 

ミュージアムを展開します。また、企画展としてジャンルを絞った『お宝コレクション』の

展示も予定しています。 

 

 

 

 

 
 

 

・その他にも 2F には、自然の良さを生かし、デザイン性のある商品に定評のある「無印良品」の   

ほか、服飾雑貨から生活雑貨まで品揃え豊富なライフスタイルショップ「HUMPTY DUMPTY（ハンプ

ティーダンプティー）」が千葉初出店。カフェを併設しくつろぎの空間を提供します。 
 

・国道 16 号向かいの「スーパーオートバックス」のサテライト店舗として、「オートバックス」も   

併設。日頃のお車のお悩みから、車検の承り、自動車関連商品の一部販売まで行います。 
 

人気のスポーツ＆アミューズメント「ラウンドワンスタジアム」が千葉県初登場！ 
 

色々なスポーツやアミューズメントが楽しめる 

「ラウンドワンスタジアム」が千葉県に初出店。 

1階から 3階までの広大なスペースに、ボウリング、 

カラオケ、ゲームコーナーの他に、時間内お好みの 

スポーツやアミューズメントをお楽しみいただける 

融合施設「スポッチャ」設置店。思いっきり身体を 

動かす「スポーツコートエリア」や「アクティブ 

エリア」、ゲーム機器がフリープレイで遊び放題の 

「アミューズメントエリア」、ちびっ子たちに人気の 

遊びが揃う「キッズコーナーエリア」等、ご家族や 

仲間で楽しめる施設です。 
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 ◎「イースト・ウイング」 
 

 洗練された都会をイメージした商業ゾーン 
 

・都会の街並みを彷彿とさせるモダンで洗練されたデザイン。凹凸

感のあるアウトラインがおしゃれな空間を演出します。シックな

色調がゆっくりとした時間が流れる落ち着いたカルチャー  

タウンの雰囲気を醸し出します。 

 

・1F には、高いファッション性で人気のスペイン・ガリシアのアパレルブランド「ZARA（ザラ）」、 

“モードなのに着心地がいい”“モードなのに気軽に着られる”服を提供する「KOE（コエ）」、  

オリジナルラインを展開しながら、各国でセレクトしたスタイリッシュな旬のインポートアイテム

をプラスしたセレクトショップ「PLST（プラステ）」など、今話題のスタイリッシュなブランドが   

勢揃いします。 
 

・特徴ある家具インテリア、ライフスタイルを提案する「unico（ウニコ）」や、生活に寄り添うよう

な洋服や生活雑貨などを幅広く展開するセレクトショップ「URBAN RESEARCH DOORS（アーバン   

リサーチドアーズ）」も出店。“自然を取り入れた暮らし”をテーマに植物、ガーデン用品から  

生活雑貨、衣料品まで幅広くそろえる「IN NATURAL（インナチュラル）」では、ガーデニング教室

を開催します。 
 

・2F には、外国人からの人気も高いコミックからアニメキャラ商品まで揃うアニメ総合店「アニメ

イト」が出店。鉄道模型と鉄道グッズを豊富に取り揃え、鉄道の魅力を子供から大人まで伝える 

「鉄道模型の店 ポポンデッタ」では、オリジナルのジオラマ模型を展示します。 
 

・一般書から専門書まで総在庫 22 万冊を誇る書店「紀伊國屋書店」は、店舗中央の児童書コーナー

に、お子様が自由に選べるキッズコートを設けます。自然豊かな緑を感じさせるデザインを基調に、

長く滞在できる憩いの場を提供し、「読み聞かせ」など児童向け各種イベントも開催します。 

 

日本初出店を含む計 25 店、2,000 席を有する「レストラン＆フードコート」 
 

 「ウエスト・ウイング」、「イースト・ウイング」にまたがる 3F

中央部には、計 25 店、2,000 席を有する地域最大級となる「レスト

ラン＆フードコート」を展開いたします。日本初、千葉県初となる

15 店も出店し、ゆったりとした空間で、こだわりの素材・メニュー

をご提供してまいります。 

 

・レストランとしては、昭和 37 年創業のとんかつ専門店にデザートブッフェを追加した「とんかつ

浜勝」が出店。小さなお子様もご一緒できる個室を完備しています。また、デンマークでは国民

的人気のキャラクターカフェ「ラスムスクルンプカフェ」が日本初出店。デンマークのチボリ  

公園をイメージした異空間、非日常の雰囲気を楽しめます。 
 

・フードコートには、フワッフワ食感のパンケーキと、本場ハワイより美味い！と評判のヤミツキ  

必至なロコフードの数々を気軽に味わえる人気店「Hawaiian Pancake & Cafe Merengue（ハワイ

アンパンケーキアンドカフェメレンゲ）」が千葉初出店。ご家族やお友達同士でも楽しめる、今  

話題のリアル脱出ゲームセンターを展開する「タイトーステーション」も千葉初出店となります。 

 

 

 

 

 

「レストラン＆フードコート」 
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「スカイ・キッズ」 イメージ 

「ＴＯＨＯシネマズ 柏」 
 

新感覚を体感できるシネマコンプレックス「ＴＯＨＯ  

シネマズ 柏」が出店。3D 映画を超えるアトラクション型

4D シアターシステムである“MediaMation MX4D™”を導入

します。映画のシーンに合わせて、客席のシートが前後、  

左右、上下に動くとともに、風、ミスト、香り、ストロボ、

煙や振動など五感を刺激する特殊効果が 11 種あり、これら

が連動することによって、通常のシアターでは決して味わえ

ない「LIVE エンタテイメント」を実現します。 

  
■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 独自のサービス機能とこだわりの共有スペース 

 

◎スカイ・キッズ（ウエスト・ウイング 3F） 
 

 子育て家族にやさしい充実のスペース 

 お子様とご家族のための多目的スペース。遊具のほか、巨大モニターから様々なインタラクティブ

映像が流れるなど、お子様たちが双方向で楽しく遊べるコンテンツを揃えた一大遊び場スペースです。

また、ハイハイコーナーや育児相談室などを併設。家族で一緒に憩えるよう、機能を充実させました。 
 

 さらには、ベビーカーをきちんと置いておけるスペースなども設置。同世代のお子様を持つご家族

同士の新たなコミュニケーションが生まれ、お互いの情報交換やお子様同士が仲良くなれるような 

環境をご用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「スカイ・キッズ」のほか、子育て家族がストレスなく買い物を楽しんでいただけるよう、全館   

各フロア、合計 7 か所の授乳室を設置。また、おむつ交換スペースも充実させました。 

 

 ◎レストスペース （館内約 60か所 約 1,000 席） 

 

 ホスピタリティー溢れる優しい空間を創造 

 大型商業施設である「セブンパーク アリオ柏」では、館内約 60 か所、1,000 席のレストスペー

スをご用意いたしました。お買い物の合間に一息ついていただくことはもちろん、周辺店舗の業態と

連動し、それぞれのレストスペースが付加価値のある〝おもてなしの場″となる空間を創造します。 

 

 2 階イースト・ウイングには、こだわりの詰まった女性専用ラウンジも設置。靴を脱いでご休憩  

いただけるエリアを設けるほか、肌が美しく見える照明を配置いたしました。デジタルサイネージに

よるメイクアップ情報の提供や、ハンドミストの体験もできるなど、女性が「美」と「うるおい」を

身近に感じられるようなホスピタリティーを提供いたします。そのほか、シニア層の皆様に優しい 

談話スペースや、マッサージチェアを配備したリラックススペース、書籍購読や音楽視聴などが  

できるスペースなど、幅広い層にご満足いただけるくつろぎの場をご提供いたします。 
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 ◎PARTY FOR YOU（イースト・ウイング 3F フードコート内 28 席） 
 

 「おともだち家族と一緒に」や「ママ友でゆっく

りくつろぎたい」、「おじいちゃん・おばあちゃんもみ

んなで一緒に」…そんな想いを叶えます。食品物販コ

ーナーで購入した食材やフードコートメニューを持

ち込みができるレンタル・パーティースペースです。 

 

 ◎人型ロボット Pepper がご案内  

 （イースト・ウイング 1F インフォメーションカウンター） 
 

 声、触覚、感情表現により人とコミュニケーションを図ることを目的に作られた人型ロボットの 

コンパニオン「Pepper」がインフォメーションブースで皆様をお迎えします。 

 

 ◎外観コンセプトは「くらしの港」 

 

 全て手書きで描かれた壁面のレンガ模様 

 〝船が旅の疲れを癒し、新しい積み荷を補給し、また旅立っていくように、人々がひとときの休息

を楽しみ、元気を補給し、暮らしの海へ帆を掲げるような場であってほしい。″こうした願いを込め

て「くらしの港」をコンセプトに外観をデザイン。正面サイドは港の赤レンガ倉庫や灯台、ガーデン

サイドは異国情緒あふれる外国商館をモチーフにいたしました。すべて「だまし絵アート」で表現  

されており、約 20 人のアート職人が 4 か月間を費やし、手書きで完成させました。建物全体が巨大

なアートとして、お楽しみいただけます。 
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「ライブキッチン」 イメージ 

 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA「イトーヨーカドー」概要 
 

 『セブンパーク アリオ柏』にて展開するイトーヨーカドーは、SC コンセプトと連動、〝遊び″    

〝くつろぎ″〝体感″を組み合わせ、ファミリー層を中心に幅広い年代の方にご満足いただけるフロア

を展開してまいります。 
 

◇1F 食料品フロア  
 

～イトーヨーカドー初！！3 つのテーマの『ライブキッチン』を設置、 

ライブ感あふれる演出でお客様の満足度向上へ～ 

 

1F 食料品売場は、地域 No.1 の食品エリア「フード・バザール」の中心を担い、ライブ感あふれる   

演出ときめ細かな対面接客に注力し、顧客満足度を向上させてまいります。イトーヨーカドー初の取り

組みとして、食品売場内 3 カ所に『ライブキッチン』を設置いたします。旬の食材や調味料等を利用   

した“洋風”“軽食”“米飯”の 3 つのメニューを実演しながら、ご提案いたします。また、お持ち帰り

だけでなく、その場でお召し上がりいただける即食ニーズにお応えした品揃えも充実させ、約 100 席の

イートインスペースやレストスペース、カフェ等も併設し、お買いものの合間に一息つける空間をご提

供してまいります。 

 

【 3 つのテーマのライブキッチン 】 

・「洋風」、「軽食」、「米飯」の 3 カ所の惣菜コーナーにライブキッチンを設置。売場で旬の食材や話題

のメニュー等を調理実演、試食販売等により、お客様と対話しながら、様々なメニューを日々ご提案、

ご提供し、お客様の毎日の献立づくりをサポートします。 

  「洋風」…イトーヨーカドー初の導入となる過熱水蒸気オーブンを使用し、さらに美味しい    

メニューをご提案してまいります。お客様の健康ニーズにお応えし、グリル野菜を使用

した惣菜メニュー・商品を豊富に取り揃えます。 

  「軽食」…素材にこだわった“手作りサンドイッチ”を中心に、お客様のご利用ニーズに応じた、

手軽に、簡単に、美味しくお召し上がりいただけるメニューをご提案してまいります。 

  「米飯」…イトーヨーカドー自慢の素材とシャリにこだわった“握り寿司”“ちらし寿司”を中心

に、季節に応じた県内産の素材を用いた新メニュー・商品を日々ご提案いたします。 
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【 イトーヨーカドー最大の「対面販売型売場」の設置と専門店化の推進 】 

・旬の生鮮食品や品揃えにこだわりの加工食品や日配品をはじめ、作り立ての惣菜等、鮮度抜群の食品

を数多く取り揃え、ご提供してまいります。また、販売スタッフの専門性もさらに高め、お客様のあ

りとあらゆるご質問やご要望にお応えできるよう、これまで以上の丁寧な接客・サービスを実施する

イトーヨーカドー最大の「対面販売型売場」を設置し、新たなメニュー等のご紹介およびお客様の様々

なニーズにお応えしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・イトーヨーカドー初登場となる「スイーツステーション」や地域最大級の品揃えを誇る「チーズショ

ップ」も展開いたします。商品の鮮度や品質へのこだわりはもちろんのこと、専任の販売員が、専門

知識をもって接客する等、専門コーナーとして、サービス拡充に一層努めます。 

  「スイーツステーション」…イトーヨーカドー初の専門コーナー。旬の果実を使用したタルトやス

ムージー、カットフルーツ等を提供してまいります。お客様のご要望

に応じた商品も承ります。 

  「チーズショップ」…世界の様々なチーズを取り揃えるとともに、ワイン売場も併設した専門   

コーナー。専任の販売員が、チーズの美味しい食べ方のご提案や、ワインに

相性の良いチーズのご提案等、お客様にご紹介してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

・地域の地産地消にこだわった「食提案」を行います。柏市の特産野菜を中心に、サラダやグリル野菜

の惣菜、ドレッシングなどを豊富に取り揃えます。 
 

・フロア内にはレストスペースやカフェも併設し、お買いものの合間におくつろぎいただける空間を 

ご提供してまいります。 
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商品の一例 イメージ 

◇2F 衣料品フロア  

 

～専門店のような売場づくり・接客と、多彩な品揃えを実現～ 

 

2F 衣料品フロアでは、イトーヨーカドーオリジナルブランドにおいて専門店のような展開、およびきめ

細やかな接客を実践します。各売場では、多彩な品揃えを実現し、専任の販売員によるコーディネート

等の接客により、お客様の着用シーンに応じたニーズに対応してまいります。また、女性向け主力   

ブランド「ギャローリア」では、セブンカフェを併設し、くつろぎの空間をご提供してまいります。 

 

・イトーヨーカドーのオリジナルブランド「ギャローリア」、「ケント」等をブランドごとの区画に区切

った専門店展開をいたします。ブランドごとの特徴を際立たせることにより、お客様の好みに合わせ

たお買い物がしやすくなります。また、ブランドごとに、専任の販売担当員を配置し、お客様の   

ご要望にきめ細やかに対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・イトーヨーカドーの女性向け主力ブランド「ギャローリア」では、落ち着いた木目基調の売場展開で、

品揃えに関しても大きいサイズまで、多彩なデザイン・品揃えでご提供いたします。また、お買い物

の合間におくつろぎいただけるよう、セブンカフェおよびレストスペースを設置し、ゆったりと  

お過ごしいただける空間を創出してまいります。男性向け主力ブランド「ケント」では、トラッド  

スタイルのカジュアルからビジネスウェアまで幅広い品揃えをご提案。1960 年代に大人気の VAN  

ブランドも取り揃え、幅広いお客様ニーズに対応してまいります。 
 

・シューズ専門ショップ「フットキューブ」では、人気のウォーキングシューズの品揃えに注力。専任

の販売員により、定期的に足型測定会を実施し、お客様の足型に合わせた靴をご提案するほか、施設

内のウォーキングロード「グリーン・ウォーク」を実際に歩いて体感していただけるよう、靴の貸し

出しサービスも行います。 
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商品の一例 イメージ 

◇3F 住居フロア  

 

～遊び場とレジャーを融合させた提案型の新しい売場、 

日本最大級の巨大ジオラマも設置し、ワクワク感を演出～ 

 

3F 住居フロアでは、遊び場とレジャーを融合させ、お客様にワクワクしていただく売場を構築しました。

玩具コーナーには、お子様に大人気の鉄道玩具「プラレール」を、ひときわ目を引く日本最大級サイズ

のジオラマも設置しながら豊富に商品を取り揃えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こだわりの多目的スペース「スカイ・キッズ」では、お子様同士が楽しく遊べるコンテンツを用意する

ほか、レストスペースでは絵本やお絵描き、塗り絵ができるデジタル遊具を揃えたカフェ等も併設しま

した。また、レジャー用品エリアでは、施設内の公園「スマイル・パーク」で体感していただけるよう、

サンシェードの無料貸し出しサービスを実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・千葉県産のご当地商品も充実 

 日用品・住まいの品の売場では、地元千葉県産のこだわり商品を、多数品揃えいたします。千葉県の

落花生の殻を使用した「落花生枕」や、白井市の「鉄フライパン」、八千代市の「八千代切子」等、

地域のお客様のご支持が高い商品や、ユニークで魅力的な商品も、多数取り揃えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

イメージ画像 

反映予定 

イメージ画像 

反映予定 

イメージ画像 

反映予定 

イメージ画像 

反映予定 

ご利用シーンに応じたご注文 イメージ 

オムニチャネルカウンターおよびデジタルサイネージ イメージ 

◇オムニチャネルの取り組み 

 

～お客様のご利用シーンに応じたご提案、サービスを充実！～ 

 

① 「オムニチャネルカウンター」の設置とデジタルサイネージで情報を随時配信 
 

 3 階サービスカウンターに、「オムニチャネルカウンター」を設置し、セブン＆アイのオムニチャネル

サービスを提供する EC サイト「オムニ 7（オムニセブン）」やイトーヨーカドーネットスーパー等の   

ご利用に関するご相談を承る専門窓口を設置いたします。また、各フロアに大型デジタルサイネージを

配置し、売筋ランキングや朝市や夕市やタイムサービス等、お客様のお役に立つ情報を随時、配信いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② お客様のご利用シーンに応じた、充実のネットスーパーを展開！！ 
 

 イトーヨーカドーネットスーパーでは、「バーベキュー」や「ホームパーティー」等、お客様の    

ご利用シーンに応じて、1F 食品売場で販売するバーベキューセットや、ライブキッチンでご提案する 

惣菜メニュー等を、ネットスーパーでもお気軽にお買いものできるようにいたします。また、目的に  

応じた関連商品がまとめて見られる工夫も凝らし、バーベキューやパーティで必要な、食品以外の消耗

品やレジャー用品等の日用品もご注文いただけるよう、さらに便利なサービスに取り組んでまいります。 
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■セブン＆アイグループ各社の出店概要 
 

ウエスト・ウイング 1F 

「セブン‐イレブン」 
 

地域密着型のコンビニエンスストア 
 

ショッピングセンターのコンビニエンスストアとして、

“近くて便利”なお店を実現。品質にこだわったお弁当や 

おにぎり、サンドイッチ、お惣菜から日用品や生活雑貨

まで、日常生活のありとあらゆるニーズに応える商品・

サービスをご提供 
 

ウエスト・ウイング 1F 

「西武・そごう柏ショップ」 
 

「上質な日常」をテーマに 

食品・ギフトにこだわった品ぞろえ 
 
和洋菓子をセレクトした諸国銘菓や名産品を中心に、 

上質な日常生活を演出する食のおすすめ品をご用意。 

様々なライフスタイルや生活シーンに合わせてご利用 

いただける、食やインテリア雑貨のギフトも充実して 

います。また、便利な機能として西武池袋本店からの 

「お取り寄せサービス」も登場 

 

イースト・ウイング 2F 

「LOFT（ロフト）」 
 

地域のお客様の暮らしや人生を 

もっと豊かに幸せにする 
 
ライフスタイル提案型の大型生活雑貨店。文具、家庭用

品（雑貨）からヘルス＆ビューティケア関連まで幅広い

品揃え。新たな体験やコミュニケーション、生活を楽し

むアイデアがつまった「ロフトラボ」も期間限定開設 
 
ウエスト・ウイング 3F 

「アカチャンホンポ」 

 

幸せな出産・子育てを総合的に支援 
 

マタニティ・ベビー・キッズの専門店。幸せな出産・   

子育てを応援する総合子育て支援を実践。モノを販売 

するだけではなく、サービスや情報の提供をはじめ、  

モノとコトを通じた新たな価値をご提案 
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イースト・ウイング 2F 

「タワーレコード」 
 

洋楽からＪＰＯＰまで幅広いジャンルをカバー 
 
最新ヒットから人気のジャニーズ、J-POP、K-POP をはじ

め、洋楽、JAZZ、クラシックや音楽、映画等の映像作品  

まで各ジャンルの専門バイヤーがセレクトした幅広い 

品揃えを提案。若手アーティストの発掘や集客力のある 

イベントも開催 
 

ウエスト・ウイング 1F 

「セブン美のガーデン」 
 

美しく、健やかに暮らしていくための 

「身近で頼れる存在に」 
 
セブン＆アイグループの自社開発ドラッグストア。「Home 

Self Care」をコンセプトにお客様が毎日ご自身でできる

予防・お手入れをご提案していきます。売場では「美と

健康の生活必需品が充実」お客様がより「実感・体感で

きる」「気軽に相談できる」を大事に、お客様のお悩みや

ご要望に沿った品揃えと専門の薬剤師や店舗スタッフが

きめ細やかなサービスをご提供 

 

ウエスト・ウイング 1F 

「満天丼」（セブン＆アイ・フードシステムズ） 
 

ボリュームも味も満点の天丼 
 

天ぷら油にはキャノーラ油、衣には米粉入りの天ぷら粉

を使用することでカリッとさくっと「油っこくない」  

天ぷらに仕上げました。揚げたての天ぷらで作る天丼を

イートインやテイクアウトでご提供 

 

イースト・ウイング 2F 

「白ヤギ珈琲店」（セブン＆アイ・フードシステムズ） 
 

薫り高い珈琲で憩いの時間を提供 
 

ハンドドリップで一杯一杯丁寧に淹れるクリア

な口当たりの珈琲のほか、香り高いエスプレッ

ソとラテアート、パスタ・パンケーキなどの  

フードメニューも充実。ゆったりとした   

ぜいたくな時間をご提案 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA『地域共生』への取り組み 

 

◎「KASHIWA PICNIC FES （通称：カシフェス）」を開催 

 

  お客様が憩い集うショッピングセンターを象徴する

イベントとして“地域密着型音楽フェスティバル” 

KASHIWA PICNIC FES （通称：カシフェス）」をゴール

デンウィークの期間中、開催いたします。約 3,000 人  

規模の野外コンサートができる屋根付きステージでの 

プレミアムライブや地域のアーティストやグループが 

パフォーマンスを行います。また、柏商工会議所青年部

と協力し、地元柏市の人々が出演する様々なステージ 

イベントや市内の有名店等が出店する飲食ブース、  

手作りの服や雑貨を販売するマーケットを設置する  

イベント等を計画しています。 

  

 さらに、芝生の公園を利用して、子どもたちが体を使って遊べる参加型パークイベントや大人も  

楽しめるワークショップを多数開催する予定です。 

  

 地域振興活動の紹介や特産・観光など PR を行うブースも設けるなど、地元密着・地域との共存を   

掲げる『セブンパーク アリオ柏』らしい地域に貢献できるイベントとなります。ぜひご期待ください。 
 

【実施概要】 

・正式名称  ： KASHIWA PICNIC FES 

・公称・略称  ： カシフェス 

・開催期間  ： 4 月 29 日（金・祝）～5 月 8 日（日） 

・会場   ： スマイル・パーク 

・公式ホームページ ： http://kashifes.com/ 

 

＜主な実施予定イベント＞ 
 
柏商工会議所青年部イベント 
 

・開催日：4 月 29 日（金・祝） 
 

・実施内容 

  「柏商工会議所青年部」との共同により、丸一日「柏を知り・味わい・楽しめる」イベントを計画    

しています。地元柏市の学校や市民団体によるステージイベントや、市内人気飲食店の飲食ブース、

市内の企業・団体による様々なブースの出店を予定しています。 
 

プレミアムライブ 
 

・開催日：5 月 3 日（火・祝）・4 日（水・祝） 
 

・実施内容 

  これまで様々なアーティストを輩出し、音楽の街とも呼ばれる柏にふさわしい、アーティストを 

招いた無料音楽ライブを 2 日間にわたり開催いたします。 

 

◎柏市沼南商工会との連携 

  地域最大イベント「沼南まつり」や、年間を通して地域イベント等の開催を計画しています。 
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「移動交番車」 イメージ 「レンタサイクル」 イメージ 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 行政との連携 

地域とより密接な関わり、貢献していくことを目的に、柏市を中心とする行政と連携し、様々な取り  

組みを実施してまいります。 

① 柏市の情報発信コーナーを設置 
ウエスト・ウイング 1F の LIFE Community 内に、柏市の情報発信や観光案内を行うコーナーを設置。

「手賀沼周辺を中心とした柏市の楽しさ」につなげるタッチポイントとして市が運営、行政    

コンシェルジュが開店から午後 7 時まで柏の魅力を発信いたします。 

② レンタサイクルの実施 
新緑の美しい 5 月中旬から季節限定で、レンタサイクル（貸し自転車）を実施します。自転車は交通

渋滞にも無縁で、人力で動かすことから燃料費もかからず、二酸化炭素等の温室効果ガスを排出  

しないため、エコで健康にも財布にもやさしいと柏市も推奨しています。 

③ 壁面に「柏ギャラリー」を設置 
ウエスト・ウイング 1F の壁面ギャラリーを「柏ギャラリー」とし、柏市の自慢や、季節の美しさ、

市内の催事等について、29 点の写真パネルでご紹介しています。 

④ 移動交番車が来所予定 
地域の防犯体制の強化のため千葉県警察が実施している「移動交番車」が柏警察署より来所する予定

です。移動交番は、テーブル・いすなどを備え、市民の皆さんからの相談を受けたり、被害届や拾得

物の受理などができる機能を有するもので、地域パトロールや、児童の見守り活動などを行います。 

⑤ 地域の予約型タクシー「カシワニクル」も停車 
柏市南部の一部地域で運行する予約型相乗りタクシー「カシワニクル」の停車場所を設置いたします。

「カシワニクル」は、同じ方向に行きたい人がいる場合、バスのように他の人と相乗りしながら目的

地に向かうもので、利用者の予約に応じて運行区域内の乗降場所「タク停」を回ります。市内の駅と

しては、「逆井」駅での乗降が可能です。なお、利用には事前登録が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

■SEVEN PARK ARIO KASHIWA ユニバーサルデザインへの取り組み 

① お問い合わせコール 

 どなたでもお気軽にお問い合わせいただけるインターフォンを、入口 9 か所に設置 

② 「車椅子利用者 専用駐車場」を計 43 台設置 

 平面 1 階駐車場：リモコン・フラップ式 18 台、フリー25 台 計 43 台設置 

③ 「優先駐車場」を計 49 台設置 

 妊婦のお客様、お怪我をしているお客様、高齢のお客様、障害をお持ちのお客様がご利用しやすい  

ように、優先駐車場を各売場の出入口付近に設置 

 平面 1 階駐車場：24 台設置 店舗屋上駐車場：16 台設置 立体駐車場：9 台設置 計 49 台設置 

④ 段差毎に色を変えた階段及び二段で端を壁側に曲げた手摺 

⑤ エスカレーターの低速運転および告知 PR強化 

⑥ 多目的トイレの音声ガイドおよびキッズトイレの設置 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 地球にやさしい環境への取り組み 

 セブン＆アイ・ホールディングスでは安全で良質な商品・サービスをお客様にお届けし、ご満足いた

だくことが第一の使命であると考えています。事業活動の中で環境保護、ロス削減、資源の有効利用・  

再資源化、省エネルギー、廃棄物の削減、環境汚染の予防につとめ、地域とともに環境について考え、

環境分野の社会貢献活動を継続的に行い、企業市民としての役割を果たします。「セブンパーク アリオ

柏」においても、環境配慮への取り組みを積極的に行い、地域に愛される施設を目指します。 

① 太陽光発電パネルの設置 

再生可能エネルギーの太陽エネルギー源を有効活用。建物本体の 

シネマ屋上、屋根付き駐車場に設置 

 

② 太陽光および風力発電付 LED街灯 

太陽エネルギー・風力エネルギーを活かした LED 街灯を平面駐車 

場東側に 32 基、設置 

 

③ LED 照明設備 

従来の照明と比較して消費電力が約半分となる LED 照明を積極 

導入。売場（一部除く）、通路、吹き抜け、外構の照明は 100％ 

LED 照明器具を採用 
 

④ 調光設備・人感センサー 

売り場ごとに照度を変える調光器具や高効率器具を採用し、省エネルギーを実施。またトイレ等は

人感センサースイッチを使い、効率よく電力を使用 

 

⑤ 壁面緑化・屋上緑化 

ヒートアイランド防止や二酸化炭素削減を目指し、建物外壁等の緑化を推進 

 

⑥ 雨水利用 

380 トンの貯水した雨水を、ろ過処理後にトイレ洗浄水や外構植栽の自動灌水に利用 

 

⑦ 井戸水利用 

井戸水をろ過してトイレ洗浄水や外構植栽の自動灌水に利用。さらに高度濾過して飲用水としても

利用します。震災時は給水可能な災害井戸として柏市とも連携予定。また、夏でも冷たい井戸水の

性質を活かし、2F レストスペースの放射冷房として冷熱も有効活用を推進予定 
 

⑧ コージェネレーション 

電力と熱を生産し供給するコージェネレーションを採用。ガスエンジンを使用して自家発電した 

電力を店舗へ供給するほか、排熱も空調に利用します。また、同地域が停電となった際でも、ガス

の安定供給により設備機能を維持し、柏市とも連携した防災拠点として機能 
 

⑨ 「電気自動車充電設備」を計 137基設置 

ガソリン車に比べ二酸化炭素の発生が少ない電気自動車の利用を促進します。政府による「次世代

自動車充電インフラ整備促進事業」の補助制度を活用し、電気自動車用充電設備を立体駐車場   

および平面駐車場に 137 基設置 
 

⑩ 電動アシスト付き自転車用バッテリー充電器 

お買い物をしている際に、自転車に充電できるよう、鍵付の充電器を駐車場付近に 3 基設置 
 

⑪ 「セブン＆アイの森」で育てた国産材活用 

3F スカイ・キッズの床や、2 階北側テラスベンチの一部に使用 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA 外装・空間デザイナー 

 

 

相羽 髙德 氏  
 

 

株式会社 グラフィクス アンド デザイニング  

代表取締役会長兼社長 

 

株式会社東京妙案開発研究所 

代表取締役社長 

 

 

 

 

「新横浜ラーメン博物館」と、すかいらーく「ガスト」という対照的なプロジェクトをきっか

けに、空間プロデューサーとして注目を集める。以後、「箱根☆サン=テグジュペリ 星の王子

さまミュージアム」「NINJA AKASAKA / NEW YORK / KYOTO」、NEXCO 東日本「羽生 PA 鬼

平江戸処」など話題の施設をデザイン・プロデュース。商業施設、テーマパーク、リゾートホ

テルのプランニングを数多く手掛ける。 

独特の視点と徹底した空間表現へのこだわりによって生まれる空間がつねに新鮮な感動をも

たらす、天才的なヒットメーカーとしても知られている。 

 

＜相羽氏が手掛けたデザインの一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

新横浜ラーメン博物館 箱根★サン＝テグジュペリ星の王子さまミュージアム 寄居 星の王子さまＰＡ 

BONSAI アート NINJA AKASAKA 

羽生ＰＡ 鬼平江戸処 
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■SEVEN PARK ARIO KASHIWA テナント一覧 

 

ウエスト・ウイング : 自然の優しさをテーマにした商業ゾーン 

●ウエスト・ウイング 1F（44テナント） 

No 店舗名 フリガナ 業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ファッション 

1 ｃｒｏｃｓ ｂｙ ｆａｍ クロックスバイファム シューズ       

2 Ｉｔ’ｓ ｕｐ ｔｏ ｙｏｕ イッツアップトゥユー アクセサリー 千葉初 柏市初   

3 ＧＩＯ ＧＩＯ ジオジオ アクセサリー 千葉初 柏市初   

4 
Ｓａｍａｎｔｈａ ＆ ｃｈｏｕｅｔ

ｔｅ ｇａｌｌｅｒｙ 
サマンサアンドシュエットギャラリー バッグ   柏市初   

5 ＡＪＤ ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ アジェデアクセサリーズ アクセサリー 
 

柏市初 
 

■インテリア＆生活雑貨 

6 ＤＨＣ ディーエイチシー 化粧品・ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ       

7 ｓｔｕｄｉｏ ＣＬＩＰ スタディオクリップ レディス・生活雑貨       

8 
ムラサキスポーツ ａｎｏｔｈｅｒ ｓ

ｔｙｌｅ 
ムラサキスポーツ アナザースタイル スポーツ   柏市初   

9 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ オーサムストアー 生活雑貨 千葉初 柏市初   

10 ＬＵＳＨ ラッシュ 
フレッシュハンドメイ

ドコスメ 
      

11 ＰＩＬＬＯＷＹ ｃａｆｅ ピローウィーカフェ 寝具・生活雑貨 千葉初 柏市初   

12 ｍｕｙ ｍｕｃｈｏ ムイムーチョ 生活雑貨   柏市初   

■ビューティ＆サービス 

13 チャンスセンター チャンスセンター 宝くじ       

14 ポニークリーニング ポニークリーニング クリーニング       

15 ラウンドワン スタジアム ラウンドワン スタジアム アミューズメント 千葉初 柏市初   

16 ペットの専門店コジマ ペットノセンモンテンコジマ ペット   柏市初   

17 セブン美のガーデン セブンビノガーデン 化粧品・医薬品   柏市初   

18 エースコンタクト エースコンタクト コンタクト       

19 Ｂ－Ｐａｒｋ＋ ビーパークプラス アップル専門店 千葉初 柏市初   

20 銀行各種   ATM       

■レストラン＆カフェ 

21 
日本の御馳走 えん/ 

ＣＡＦＥ＆ＭＥＡＬ ＥＮ 

ニホンノゴチソウ エン 

カフェアンドミール エン 
カフェ・加工食品 千葉初 柏市初 新業態 

22 日本一 ニホンイチ 鳥丼・焼鳥       

23 とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン とんかつ       

24 満天丼 マンテンドン 天丼 千葉初 柏市初   

25 ホノルルコーヒー ホノルルコーヒー カフェ   柏市初   

■フード 

26 西武・そごう柏ショップ セイブソゴウカシワショッップ 食品ギフト 千葉初 柏市初   
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27 ミスタードーナツ ミスタードーナツ ドーナツ       

28 ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン フライドチキン       

29 セブン‐イレブン セブンイレブン コンビニエンス       

30 WAKUWAKUHIROBA Sprout ワクワクヒロバスプラウト 加工食品・青果   柏市初   

31 タカマル鮮魚店 タカマルセンギョテン 海鮮丼・鮮魚 千葉初 柏市初 新業態 

32 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム 輸入食品       

33 築地銀だこ ツキジギンダコ たこ焼き       

34 
４５ ｐｏｔａｔｏ ＆ ｃｏｆｆｅ

ｅ 
フォーファイブ ポテトアンドコーヒー スイーツ 千葉初 柏市初 新業態 

35 ぎょうざ直売所 ＧＹＯＺＡ ＬＡＢＯ ギョウザチョクバイジョ ギョウザラボ 餃子 千葉初 柏市初 新業態 

36 アントステラ ＡＵＮＴＳＴＥＬＬＡ’Ｓ アントステラ 洋菓子       

37 ビアードパパ＋ ビアードパパ プラス スイーツ 千葉初 柏市初   

38 ザ・シフォン＆スプーン ザ・シフォンアンドスプーン スイーツ 千葉初 柏市初   

39 果汁工房 果琳 カジュウコウボウ カリン ドリンク   柏市初   

40 エクレドリーブ パティスリー アトリエ・ド・リーブ 洋菓子 千葉初 柏市初   

41 柿安口福堂 カキヤスコウフクドウ 和菓子       

42 ワインショップ・エノテカ ワインショップエノテカ ワインショップ       

43 久世福商店 クゼフクショウテン 和食品   柏市初   

44 リトルマーメイド リトルマーメイド ベーカリー       

 

●ウエスト・ウイング 2F（35テナント） 

No 店舗名 フリガナ 業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ファッション 

1 ＢＲＡＮＤ１ ブランドワン ファッションその他   柏市初   

2 
Ｓｈｅｌｌｙ Ｃｏａｔ  

ｂｙ ｈｏｎｅｙｓ 
シェリーコート バイハニーズ レディス 千葉初 柏市初 新業 

3 HEART MARKET ハートマーケット レディス   柏市初   

4 ルネオブパリス ｂｙ フォンテーヌ ルネオブパリス バイ フォンテーヌ レディス・雑貨       

5 ＫＩＲＡＴ キラット ジュエリー   柏市初   

6 Ｚｏｆｆ ゾフ メガネ       

7 ＰＡＲＴＳ ＣＬＵＢ パーツクラブ ビーズ・アクセサリー   柏市初   

8 AKAISHI アカイシ レディスシューズ 千葉初 柏市初   

9 ニコロポーロティアーモ ニコロポーロティアーモ ジュエリー       

10 チュチュアンナ チュチュアンナ レディス・雑貨       

11 百花 ヒャッカ 呉服 千葉初 柏市初   

12 ＬＥＰＳＩＭ レプシィム レディス   柏市初   

13 ルプティボア ルプティボア ﾚﾃﾞｨｽｼｭｰｽﾞ・ﾊﾞｯｸﾞ 千葉初 柏市初   

14 
ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ  

ｂｙ Ｔｒｉｕｍｐｈ 
アモスタイル バイトリンプ ランジェリー       
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15 
earth music & ecology Living 

store 

アースミュージックアンドエコロジー リ

ビングストア 
レディス       

16 KENT ケント レディス・メンズ       

17 ギャロ―リア ギャローリア レディス       

■インテリア＆生活雑貨 

18 無印良品 ムジルシリョウヒン 生活雑貨       

19 HUMPTY DUMPTY  ハンプティーダンプティー  生活雑貨 千葉初 柏市初   

20 シンギーズプレイランド シンギーズプレイランド 携帯アクセサリー   柏市初   

21 セルレ セルレ 
化粧品・美容関連

雑貨 
      

22 maisonnette luxe メゾネットリュクス 生活雑貨 千葉初 柏市初   

■ビューティ＆サービス 

23 ソフトバンク ソフトバンク 携帯電話       

24 ワイモバイル ワイモバイル 携帯電話       

25 ドコモショップ ドコモショップ 携帯電話       

26 

北原コレクションミュージアム kitahara 

collection museum（ミュージアムショッ

プ/VITO） 

キタハラコレクションミュージアム ミュージアム 日本初 柏市初 新業態 

27 オートバックス オートバックス カー用品販売     新業態 

28 Ｑｕｅｅｎｓｗａｙ クイーンズウェイ リラクゼーション   柏市初   

29 ROSA＆NAILmoA ローザアンドネイルモア 美容室・ネイル 千葉初 柏市初 新業態 

30 カラダファクトリー カラダファクトリー 整体・骨盤矯正       

31 エターナル・ラビリンス エターナルラビリンス エステティックサロン       

32 Ｒｅ．Ｒａ．Ｋｕ リラク リラクゼーション       

33 ほけん百花 ホケンヒャッカ 保険       

34 柏しょうなん歯科クリニック カシワショウナンシカクリニック 歯科 
 

柏市初   

35 かしわ希望眼科 カシワキボウガンカ 眼科   柏市初   

 

 

●ウエスト・ウイング 3F（48テナント） 

No 店舗名 フリガナ 業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ファッション 

1 BREEZE ブリーズ キッズ       

2 ＫＩＤＳ ＦＯＲＥＴ キッズフォーレ キッズ・ベビー       

3 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ キッズシューズ   柏市初   

4 ＧＬＡＺＯＳ グラソス キッズ 千葉初 柏市初   

5 アカチャンホンポ アカチャンホンポ ベビー・マタニティ       

6 Ｃｏｒｖａ コルヴァ キッズ・ベビー       

7 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ プティマイン キッズ・ベビー   柏市初   

8 マザウェイズ マザウェイズ キッズ・ベビー       
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■インテリア＆生活雑貨 

9 ふうりん堂 フウリンドウ 駄菓子・玩具       

10 BE★POP ビーポップ キャラクター雑貨       

11 Ｓｉｅｓｔａｒｅａ シエスタリア 寝具・生活雑貨 千葉初 柏市初   

12 タオル美術館 タオルビジュツカン 生活雑貨       

13 ＰＡＲＳＬＥＹ ＧＡＲＤＥＮ パセリガーデン バラエティ雑貨   柏市初   

14 コイデカメラ写真工房 コイデカメラシャシンコウボウ デジカメ・プリント       

■ビューティ＆サービス 

15 ａｕショップ エーユーショップ 携帯電話       

16 Ｕ-ＮＥＸＴストア ユーネクストストア 携帯電話 千葉初 柏市初   

17 タイトーステーション タイトーステーション アミューズメント 千葉初 柏市初 新業態 

18 こども写真城 スタジオアリス コドモシャシンジョウ スタジオアリス 写真館       

19 カットビースタイル カットビースタイル 理容・美容   柏市初   

20 QB ハウス キュービーハウス 理容・美容       

21 ＪＴＢマイタウントラベル ジェイティービーマイタウントラベル 旅行       

22 英会話のウィンビー ＆ チャイルドアイズ 
エイカイワノウィンビーアンドチャイルド

アイズ 
教室   柏市初   

■レストラン＆カフェ 

23 サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム アイスクリーム       

24 ポムの樹 ソウサクオムライス ポムノキ 洋食       

25 博多めんちゃんこ亭 メンチャンコテイ 麺・焼き物 千葉初 柏市初   

26 串家物語 クシヤモノガタリ ビュッフェ       

27 焼肉トラジ ヤキニクトラジ 韓国焼肉   柏市初   

28 おぼんｄｅごはん オボンデゴハン カフェ   柏市初   

29 Ｍａｍａ’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ ママズキッチン 洋食 千葉初 柏市初   

30 ラスムスクルンプカフェ ラスムスクルンプカフェ ソフトクリーム 日本初 柏市初 新業態 

31 ＧＲＡＮＤ ＧＲＩＬＬ グランドグリル ビュッフェ 千葉初 柏市初 新業態 

32 とんかつ浜勝 トンカツハマカツ とんかつ       

33 いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ ｽﾃｰｷ・ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ   柏市初   

34 雲龍一包軒 ウンリュウイッポウケン 中華料理 千葉初 柏市初 新業態 

■フード 

35 いきなりステーキ イキナリステーキ FF ｽﾃｰｷ・ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ   柏市初   

36 Ｍ１プレート エムワンプレート FF洋食 千葉初 柏市初   

37 和風パスタ スピガ ワフウパスタ スピガ FF ピザ・パスタ 千葉初 柏市初 新業態 

38 濱乃屋 ハマノヤ FF丼物 千葉初 柏市初   

39 三田製麺所 ミタセイメンジョ FF ラーメン 千葉初 柏市初   

40 全国ご当地グルメ屋台 ゼンコクゴトウチグルメヤタイ FF丼物 千葉初 柏市初   

41 
長崎ちゃんぽんリンガーハット 

プレミアム 

ナガサキチャンポンリンガーハットプレ

ミアム 
FF ちゃんぽん 千葉初 柏市初 新業態 

42 うまげな ウマゲナ FF うどん   柏市初   
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43 本格中華麺店 光麺 TOKYO 
ホンカクチュウカメンテン コウメン  

トウキョウ 
FF ラーメン・餃子 千葉初 柏市初   

44 餃子の王将 ギョウザノオウショウ FF ラーメン・餃子       

45 ルエル・ドゥ・ドゥリエール ルエルドゥドゥリエール FF スイーツ 千葉初 柏市初 新業態 

46 ぼてや ＆ ＢＵＬＬ ＰＵＬＬ ボテヤアンドブルプル FF お好み焼 千葉初 柏市初 新業態 

47 
Ｈａｗａｉｉａｎ Ｐａｎｃａｋｅ 

＆ Ｃａｆｅ Ｍｅｒｅｎｇｕｅ 

ハワイアンパンケーキアンドカフェメレ

ンゲ 
FF スイーツ 千葉初 柏市初   

48 フレッシュネスバーガー フレッシュネスバーガー FF ハンバーガー   柏市初   

 

 

 
 

イースト・ウイング : 洗練された都会をイメージした商業ゾーン 

●イースト・ウイング 1F（24テナント） 

No 店舗名 フリガナ 業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ファッション 

1 ZARA ザラ ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ       

2 Ｆｌａｖａ Ｃｌａｓｓｉｃ フレイヴァクラシック 帽子       

3 ＰＬＳＴ プラステ レディス・メンズ   柏市初   

4 Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ ティンバーランド レディス・メンズ 千葉初 柏市初   

5 
ＡｌＸ ＡＲＭＡＮＩ  

ＥＸＣＨＡＮＧＥ 
アルマーニエクスチェンジ レディス・メンズ   柏市初   

6 
Ｊ.ＦＥＲＲＹ ＧＲＡＮＤＳＴＯＲ

Ｅ/ＳＰＲＩＮＧ ＭＯＯＮ 

ジェイフェリー グランドストア/スプリ

ングムーン 

レディス・メンズ 

雑貨 
  柏市初   

7 
SENSE OF PLACE by URBAN 

RESEARCH 

センスオブプレイス バイアーバンリサ

ーチ 
レディス・メンズ   柏市初   

8 Ｈ＆Ｍ エイチアンドエム ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ   柏市初   

9 Ｂｅｒｓｈｋａ ベルシュカ レディス・メンズ   柏市初   

10 URBAN RESEARCH DOORS アーバンリサーチドアーズ ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ       

11 ＫＯＥ コエ ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ 千葉初 柏市初   

12 ｇｏａ ＴＨＥ ＳＴＯＲＥ ゴア ザストア レディス・メンズ   柏市初   

13 Discoat Parisien ディスコートパリシアン レディス・メンズ 千葉初 柏市初   

14 
ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ  

ＷＩＤＥ ＢＯWＬ 
ロデオクラウンズ ワイドボウル ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ       

15 ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ アズール バイマウジー レディス・メンズ       

16 ＳＫＥＣＨＥＲＳ スケッチャーズ シューズ   柏市初   

17 ＭＯＲＧＡＮ ＤＥ ＴＯＩ！ モルガン ドゥトワ レディス・メンズ       

18 ＧＲＡＮ ＢＵＦＵＬＬ グランビュフル レディス・雑貨 千葉初 柏市初   

■インテリア＆生活雑貨 

19 ＩＮ ＮＡＴＵＲＡＬ インナチュラル ﾚﾃﾞｨｽ・ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ 千葉初 柏市初   

20 ｕｎｉｃｏ ウニコ インテリア雑貨   柏市初   

「ウェスト・ウイング」 計 全 127 テナント    42   72   15 
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■レストラン＆カフェ 

21 
デリス タルト＆カフェ（Delices tarte & 

café) 
デリスタルトアンドカフェ タルト・スイーツ 千葉初 柏市初   

22 スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー カフェ       

23 茶寮 伊藤園 サリョウ イトウエン お茶＆スイーツ 千葉初 柏市初   

■サービス 

24 ドクターブーツ フィット館 ドクターブーツ フィットカン 鍵・靴修理 千葉初 柏市初   

 

●イースト・ウイング 2F（29テナント） 

No 店舗名 フリガナ 業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ファッション 

1 ユニクロ ユニクロ ファミリー       

2 グローバルワーク グローバルワーク ファミリー       

3 RED NOIR レッドノワール バッグ 千葉初 柏市初   

4 グラニフ グラニフ ファミリー   柏市初   

5 ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモス ケイッティオ レディス       

6 ＳＴＯＮＥ ＭＡＲＫＥＴ ストーン マーケット 天然石・ｱｸｾｻﾘｰ       

7 ＳＥＶＥＮＤＡＹＳ＝ＳＵＮＤＡＹ セブンデイズサンデイ レディス・メンズ       

8 ＡＢＣ－ＭＡＲＴメガステージ エービーシーマートメガステージ シューズ   柏市初   

9 ｃｏｅｎ コーエン ファミリー   柏市初   

10 
Ｔｅ ｃｈｉｃｈｉ  

ＴＥＲＲＡＳＳＥ 
テチチ テラス レディス 千葉初 柏市初   

11 ＩＮＧＮＩ イング レディス       

12 E hyphen world gallery friends 
イーハイフンワールドギャラリー フレ

ンズ 
レディス       

13 
ふりそでＭＯＤＥ ｗｅｄｄｉｎｇ Ｂ

ＯＸ 
フリソデモードウェディングボックス 呉服   柏市初   

14 ａｉｍｅｒｆｅｅｌ エメフィール ランジェリー       

15 ＣＯＭＭＥ ＣＡ ＳＴＹＬＥ コムサスタイル レディス・メンズ       

16 JELLY BEANS ジェリービーンズ レディスシューズ       

■インテリア＆生活雑貨 

17 紀伊國屋書店 キノクニヤショテン 書籍   柏市初 
 

18 ロフト ロフト 生活雑貨   柏市初   

19 手芸センタードリーム シュゲイセンタードリーム 手芸       

20 島村楽器 シマムラガッキ 楽器・教室       

21 ザ・ダイソー ザダイソー 均一ショップ       

22 アニメイト アニメイト キャラクター雑貨       

23 鉄道模型の店 ポポンデッタ テツドウモケイノミセ ポポンデッタ 玩具・ホビー   柏市初   

24 
シルバニアファミリー森のお家/ 

ジグソーパズルのお店マスターピース 

シルバニアファミリーモリノオウチ/ジグ

ソーパズルノオミセマスターピース 
玩具・ホビー   柏市初   
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25 タワーレコード タワーレコード CD・DVD       

26 Ｐａｓｓｐｏｒｔ パスポート 生活雑貨       

■ビューティ＆サービス 

27 アルタレックス アルタレックス 洋服お直し 千葉初 柏市初   

■レストラン＆カフェ 

28 白ヤギ珈琲店 シロヤギコーヒーテン カフェ   柏市初   

29 タリーズコーヒー タリーズコーヒー カフェ       

 

●イースト・ウイング 3F（20テナント） 
No 店舗名 フリガナ 業種 千葉初 柏市初 新業態 

■ファッション 

1 ＡＬＺＵＮＩ アルズニ メンズ・雑貨   柏市初   

2 
ＢＲＩＣＫ ＨＯＵＳＥ ｂｙ Ｔｏ

ｋｙｏ ｓｈｉｒｔｓ 
ブリックハウスバイトウキョウシャツ レディス・メンズ   柏市初   

3 Ｂｌｕｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ ブルースタンダード レディス・メンズ 千葉初 柏市初   

4 P-S-FA ピーエスエフエー レディス・メンズ   柏市初   

5 Ｃｏｎｆｉｒｍ ・ ＩＬＬ’Ｓ コンファームイルズ メンズ   柏市初   

6 Ｂｉｌｌａｂｏｎｇ ビラボン サーフカジュアル   柏市初   

7 ＯＵＴＤＯＯＲ ＰＲＯＤＵＣＴＳ アウトドアプロダクツ バッグ 千葉初 柏市初   

8 グランサックス グランサックス バック       

9 Ｐｕｒｐｌｅ ＆ Ｙｅｌｌｏｗ パープルアンドイエロー レディス・メンズ 千葉初 柏市初   

10 Right-ｏn ライトオン ファミリー       

■インテリア＆生活雑貨 

11 CHELSEA New Yｏｒｋ チェルシーニューヨーク インテリア雑貨   柏市初   

12 さくら平安堂 サクラヘイアンドウ 文具       

13 メガネスーパー メガネスーパー メガネ       

14 ザ・クロックハウス ザ・クロックハウス 時計       

15 カードショップファイヤーボール カードショップファイヤーボール 玩具・ホビー   柏市初   

16 
ａｉｒｗｅａｖｅ Ｔｈｅ Ｑｕａｌ

ｉｔｙ Ｓｌｅｅｐ Ｓｔｏｒｅ 
エアウィーブザクオリティスリーブストア 寝具・生活雑貨   柏市初   

■ビューティ＆サービス 

17 日本旅行 ニホンリョコウ 旅行       

18 保険クリニック ホケンクリニック 保険       

19 
タイトーステーション 

（リアル脱出ゲームセンター） 
タイトーステーション アミューズ 千葉初 柏市初   

20 TOHO シネマズ 柏 トーホーシネマズ カシワ シネマコンプレックス   柏市初   

 

 
 

※専門店数、店名は 2016年 3 月 15 日現在 

「イースト・ウイング」 計  全 73 テナント    15    42    

『セブンパーク アリオ柏』 計 全 200 テナント     57  114  15 

 


