
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）は、石神井公園駅中央口改札前にて、西武線

沿線産の農産物やご当地食材を集めたマルシェ「SEIBU Green Marché」を練馬区後援のもと開催します。 

このマルシェは、西武線沿線の食材のすばらしさを生産者さまから訪れる皆さまへ直接伝え、味わって

もらうことにより“西武線沿線の魅力を再発見していただき、街や駅での暮らしをもっと好きになっても

らいたい”という想いを込めて開催しており、今回で記念すべき第 10 回を迎えます。 
今回は、第 10 回を記念して、石神井公園駅周辺のお店で、マルシェで大好評の「いちごとトマト」を

使用したスペシャルメニューをお楽しみいただける「まちバル」も特別開催！「SEIBU Green Marché」
当日のみならず、石神井公園駅周辺の魅力を感じていただくことができます。また、ライフスタイル誌

「Hanako」とタイアップした「Hanako w/ Seibu（ハナコ ウィズ セイブ）」スペシャルブースを特別出

店するほか、毎年大好評の「いちごとトマト」も人気の品種を販売します！

次回の「SEIBU Green Marché」は、7月に開催予定です。練馬区をはじめ、西武線沿線の自然が生み

出す旬の“おいしい”出会いに、ぜひおでかけください。詳細は、別紙のとおりです。 
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3 月 7 日（土） 石神井公園駅 中央口改札前にて 

第 10 回 SEIBU Green Marché（練馬区後援）を開催！

・「まちバル with SEIBU Green Marché @石神井公園駅」特別開催！

・「いちごとトマト」をテーマに人気の品種を地元の農園よりお届け

・雑誌「Hanako」とタイアップした Hanako w/ Seibu スペシャルブースも出店

※画像はすべてイメージです

毎年大好評のいちごの販売も実施！

会場の様子

告知ポスター

Hanako w/ Seibu
スペシャルブース
を特別出店！

まちバル実施店舗はこの
のぼりが目印！



【別紙】 

「第 10 回 SEIBU Green Marché」概要 

１．開催日時 2020 年 3 月 7 日（土） 10：00～15：00 

※雨天決行 荒天の際、中止になる場合があります。

２．会 場 西武鉄道池袋線 石神井公園駅 中央口改札前

３． 後 援 練馬区

４． ポイント 

Point 1 駅周辺のお店でスペシャルメニューを楽しめる 

「まちバル with SEIBU Green Marché @石神井公園駅」を特別開催！ 

10 回目の開催を記念して、西武グリーンマルシェのつながりを石神井公園駅前の“点”から、周辺エ

リアの“面”に広げることを目指して「まちバル」を開催。マルシェの 8 日前から期間限定で、石神

井公園駅周辺の 10 店舗でスペシャルメニューをお楽しみいただけます。マルシェ当日には、1,000 円

で 1,200 円分使える「バルチケット」（300 円×4 枚つづり）を購入できます。ぜひおトクにまちバル

を満喫してください！

※「まちバル」とは？

地域のお店を食べ歩き、飲み歩きながら楽しむイベントです。

ⅰ）開催期間 2 月 28 日（金）～3 月 7 日（土） 

ⅱ）会 場 西武鉄道池袋線 石神井公園駅 周辺 10 店舗 

ⅲ）対象店舗

Point2 ライフスタイル誌「Hanako」とタイアップした Hanako w/ Seibu スペシャルブースも出店 

ライフスタイル誌「Hanako」とタイアップし、店主＝「ひと」をフィーチャーしな

がら、西武線の魅力を紹介する特設 Web サイト「Hanako w/ Seibu」。魅力的なお店

とひとがいる西武線沿線を PR するため、スペシャルブースとして初出店します！

➡Hanako w/ Seibu の Web サイトはこちら https://seibu.hanako.tokyo/

イタリアン

串カツ

ラーメン

Italian Kitchen VANSAN 石神井公園店 

トラットリア・ラ・テラ

OSTERIA emme 

串カツ田中 石神井公園店

らーめん ろくはうす

肉料理・ワイン

アジアン

ワイン食堂

総菜

居酒屋

ニクバル モダ・バッカ

アジアンバル サワディスマイル

自然派ワイン食堂 クラクラ

たべものや ITOHEN 

くうのむ ちゃのま

まちバル スペシャルメニュー

OSTERIA emme 
「チェリートマトといちご、自家製パンで作る

”PANZANELLA”パンツァネッラ」 

https://seibu.hanako.tokyo/


ⅰ）ブース名 Hanako w/ Seibu スペシャルブース 

ⅱ）販売商品 スペシャルバーガー、クラフトコーラ

（PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO＠石神井公園 

 & 伊良 E

い よ し

Aコーラ※＠下落合）※2 月下旬オープン予定 

ⅲ）そ の 他  西武線沿線の各街で出会った素敵なお店とその店主を紹介する

冊子「Hanako w/ Seibu」の配布を行います。 

５．出 店 者 ★ … 新規出店者

青果 五十嵐農園（大泉学園）

五十嵐農園（石神井公園）

かとちゃんファーム

川越市古谷本郷米販売組合

完熟とまとの新井園★

東京のいちご畑 加藤農園

東京野菜普及協会

利根川農園

NERIMA Farmer's Market 

ファーム所沢農人★

加工品 クッキング・チーズ

KM.FACTORY 

石神井観光案内所

心向樹

チーム NHY レモン★

東京百花みつばち園

東京ぴくるす

Hanako w/ Seibu スペシャルブース★ 

法師園

惣菜 Chinese Tapas hachi 

PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO 

酒 いせや

兎田ワイナリー

秩父錦

秩父ワイン 源作印

東京ワイナリー

前田龍珠園

パン・菓子 アトリエ シュクレ

アトリエ モンカヌレ★

オハヨードーベーカリー

たわわな

natural café goen 

ほっとすぺーす練馬

花 西武緑化管理

チームねりま de 女子マルシェ

mille＊keiteflowers

６．Web サイト 出店者の詳細などがご覧いただけます。（準備でき次第、順次更新予定です）

https://www.seiburailway.jp/railways/aremokoremo-pj/seibu-green-marche/index.html 

７．今後の開催予定 

2020年7月4日（土）、11月、2021年3月 ※予定 今後変更となる場合があります。 

※掲載情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

伊良コーラ

https://www.seiburailway.jp/railways/aremokoremo-pj/seibu-green-marche/index.html


◇お客さまのお問合せ先

西武鉄道お客さまセンター TEL.(04)2996-2888

音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。

［営業時間：平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］

以 上 


