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家族のすてきな暮らしを

ららぽーと柏の葉 LIFE STYLE MAGAZINE

春の暮らしは、
「知る」から始まる



黒のパンツの原料はなんと
ペットボトル。ジーンズは水の
使用量が少ない製法を採用。
①【メンズ】イージーアンクル
　パンツ  1,990円（税込）
②【レディス】ハイウエスト
　ストレートジーンズ 
　2,490円（税込）
本館2F／ジーユー 
☎04-7128-5622

ナチュラルな色合わせが春ら
しい。ブラウスはサステナブル
素材「miulisse」を使用。
〈玄長なおこさんコラボ〉9ゲージ洗える
鹿の子ニットプルオーバー 5,489円
（税込）、シャーリングレースブラウス 
4,400円（税込）、シャンブレーツイル
ゆるテーパードパンツ 4,400円（税込）、
3WAYロングビーズネックレス 1,870円
（税込）、〈FUNSUS〉オーガニック
コットンスニーカー 3,960円（税込） 
本館1F／studio CLIP ☎04-7168-1642

トレンドのデニムに動きやすいパンツ＆
軽量スニーカーを合わせたお出かけ
スタイル。
フェイクレイヤードシャツ（長袖）JR 1,990円
（税込）、セミフレアパンツJR 1,990円（税込）、
シャークソールスニーカーJR 2 ,990円
（税込） 本館2F／ジーユー ☎04-7128-5622

オーガニックコットンの軽やかなボーダー
Tシャツを、シンプルにまとめて大人の
佇まいに。
〈FORK＆SPOON〉コットンナイロンブルゾン 
12,100円（税込）、〈FORK＆SPOON〉ボートネック
ボーダー 5,500円（税込）、〈GRAMICCI別注〉
マウンテンパンツ 13 ,200円（税込）本館2F／
アーバンリサーチドアーズ ☎04-7168-1510
※その他、スタイリスト私物。

トレンドを問わず履ける名作シューズが
完全ヴィーガン仕様にリニューアル。
〈アディダス〉
STAN SMITH（22.5～29cm） 9,889円（税込）
本館2F／ABC-MART ☎04-7168-1515

すすぎ不要の
スニーカー用クリーナー。
ブラシ＆お手入れクロス付き。
②〈JEWEL〉KUTSU SEKKEN
（180ml） 2,200円（税込）

フッ素樹脂を使用しており
様々な素材に使える。
①〈JEWEL〉WATER PROOF 
スプレー（330ml） 2,200円（税込）

丈夫なオーガニックコットン素材や
シンプルなデザインを選べば、長く使える。
①インド綿縦型マイトートバッグ 990円（税込）
②チクチクをおさえたリブ編みワッチ 1,990円（税込）
③足なり直角 中厚手ショート丈靴下 各230円（税込）
本館1F／無印良品 ☎04-7168-1634

①

①

①

②

③

②

さわり心地
抜群。

ニットは
洗濯機で洗えて
お手入れ楽々。

お肌にも環境にも
優しい素材。
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本館2F／ABC-MART ☎04-7168-1515

②

とっておきの靴を手に入れたら、履く前に防水スプレーを掛けて水や汚れに強くして
おこう。汚れた時用にクリーナーも常備しておくと便利です。
踵がすり減るなど修理が必要な時はプロに相談を。本館1Fに「ミスタークラフト
マンリアット！（☎04-7168-1653）」があります。

取り入れよう、
心地の良い
春ファッション！
日々の服の選び方を変えれば、
新しい未来が見えてくる。
この春は、素材やブランドの取組みにも
注目しながら、自分にも環境にも
優しいアイテムを身につけよう。

大切な一足と、長く一緒に

履く前のひと手間と定期的なケアで、靴を長持ちさせよう
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撮影協力 本館1F／わくわく広場　※モデル着用衣装の詳細は裏表紙をご覧ください。

環境保全や地域応援に取組む東急スト
アでは3年程前から「農家さんのおす
すめ市」コーナーを設置。柏の葉店で
は旭市や香取市、富里市などから届い
た野菜が並びます。最も売り場が充実
するのは朝11時頃。千葉の農家さん
が育んだ旬の恵みを見つけに行こう。

カシワノマルシェでもおなじみの「緑楽来」は、ららぽーと柏の葉のすぐ隣にある千葉
大学柏の葉キャンパス内の農産物直売所。同キャンパスでは、学生や教職員が都市園
芸に関する研究や教育を行っており、その成果として野菜や果物、花苗などに加えて
ジャムや蜂蜜などの加工品が生産されています。緑楽来ではこれらの農産物を地域の
皆様に味わっていただくとともに、千葉大学の教育研究活動の内容を知っていただく
きっかけにすることを目的として販売しています。

千葉大学 環境健康フィールド科学センター農産物直売所「緑楽来（みらくる）」

柏の葉エリアの取組みに注目
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いただきます、柏の葉！
知ってほしい、安心で美味しい地域の食の話。

地域の食をコミュニケーションで豊かにするわくわく広場

　「この野菜はどう食べるんですか？」「なにこれ美味し
そう！」「こないだ食べたお弁当、今日もあるかな？」
　青 と々した野菜や果物、出来たてのお惣菜やパンを
前に会話が生まれるこのお店は、本館1Fのわくわく
広場。「地域を結ぶ直売広場」がコンセプトで品物の
ほとんどは柏市や関東近郊産です。
　品物はつくり手が店頭で並べており、野菜や果物な
ら朝採れが並ぶことも。新鮮でつくり手の顔がわかる
食品が手に入るのは大きなポイント。ちなみに同店で
は出品を本部スタッフが畑を視察してから決めている
ので、より安心安全なんです。
　また、調理方法や美味しい食べ方などをつくり手か
ら直接聞ける点も魅力のひとつ。品物を並べにやって
来る10～14時頃に店頭へ行けば安心も美味しさも
更にアップするはず。
　昨年からはもっと地元を応援したいという想いから

お弁当やお惣菜など加工食品にも力を入れており、
レストランや菓子店に声を掛けて品数を増やしている
そう。「レストランからは『多くの人にお店を知ってもら
うきっかけになってありがたい』と言ってもらえていま
す。お客様からも『あのお店の味が身近で買えるのは
嬉しい』『気になっていたお店のメニューが家で食べら
れる』とお声をいただき、“地域を結ぶ”ことの喜びを感
じています」（店長 坂本さん）
　地元産の品物を購入することは農家やお店の応援、
ひいては地域の農業や小売業の活性化にも繋がりま
す。また、つくり手と話せるわくわく広場なら味の感想
を伝えることも応援になるはず。私たちが美味しいもの
を美味しいうちに食べることは地域にとっても嬉しい
ことなんです。
お問い合わせ
本館1F／わくわく広場 ☎04-7168-1489

地産地消にも
力を入れる東急ストア

お問い合わせ
本館1F／Food campus Tokyu Store 
☎04-7134-0109

▲「農家さんのおすすめ市」の野菜※一例。

所在地
千葉県柏市柏の葉6-2-1

休業日
土日祝日、第1・3水曜、年末年始※臨時休業あり。
お問い合わせ
フィールドセンター事務部 ☎04-7137-8000

営業時間
13：00～15：00
※短縮営業中（通常16：00まで）。



〈HOUSEHOLD GOODS〉ハンディほうきL 550円（税込）、ウッド
ハンドちりとり 1 ,320円（税込） 本館1F／studio CLIP 
☎04-7168-1642

〈アイリスオーヤマ〉電気圧力鍋 2.2L（1～2人用） 16,280円
（税込）／4.0L（3～4人用） 18 ,480円（税込） 北館1F／
ノジマ ☎04-7137-6701

『ごみ育　日本一楽しいごみ分別の本』滝沢秀一著（太田出版） 
1,210円（税込） 本館1F／Books KaBoS ☎04-7168-1760

〈HOUSEHOLD GOODS〉レンジクロス 各550円（税込） 本館
1F／studio CLIP ☎04-7168-1642

楽ちんパック（4個セット/180～850ml） 440～880円（税込）
本館1F／212 KITCHEN STORE ☎04-7168-1928 ※食品は
商品に含まれません。

〈みんなでみらいを〉左：米ぬか酵素洗顔クレンジング＋
クレイ（50g） 3 ,850円（税込）、右：国産椿全身用スキン
ケアオイル（28ml） 4 ,180円（税込） 本館2F／ハンズ ビー 
☎04-7168-1502

左：バッグチャームエコバッグ 1,500円（税込） 本館2F／Franc
franc ☎04-7135-6628、中央：ミニエコバッグ 858円（税込） 
本館1F／studio CLIP ☎04-7168-1642、右：mizutamaエコ
バッグ 1,320円（税込） 本館1F／miomio ☎04-7170-0331

左：バッグチャームエコバッグ 1,500円（税込） 本館2F／Franc
franc ☎04-7135-6628、中央：ミニエコバッグ 858円（税込） 
本館1F／studio CLIP ☎04-7168-1642、右：mizutamaエコ
バッグ 1,320円（税込） 本館1F／miomio ☎04-7170-0331

〈ハッピーエレファント〉左：液体洗たく用洗剤 コンパクト
（600ml） 880円（税込）、右：柔軟仕上げ剤（600ml） 880円
（税込） 本館2F／ハンズ ビー ☎04-7168-1502 ※タオルは
スタイリスト私物。

環境に優しい暮らし方は、誰にでも簡単に始められます。知ることで今日からできることを増やしていこう。

やってみよう、エコアクション！

自然に分解される洗剤で、
海や川にもキレイを。

便利グッズを使って洗剤による水の汚染を減らそう。 

地球に優しい洗剤を選ぶ

洗剤なしで拭き掃除

タップトラッシュ（Sサイズ） 各990円（税込） 本館1F／フォー
アニュ ☎04-7168-1932

正しい分別は、リサイクルだけでなく
ごみ処理のコストダウンにも。

街のルールに合わせて分別

節電は環境に優しくお財布にも嬉しい。

省エネ家電を使う
本を通して家族みんなで楽しく学ぼう。

正しい知識を身につける

レジ袋を断ってプラスチックごみを減らそう。捨てずに美味しく食べきることは
フードロス解決の第一歩。

エコバッグを持つ
環境問題などに取組むブランドを選んで、
社会に貢献しよう。

エシカルなコスメを使う 余った食べ物は保存する

ササっと掃くだけで
節電に。

ちょっとの掃除は
ほうきを使う
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柏の葉だからできる、新しい暮らし方・働き方

心と身体が整う
ライフスタイルが叶う場所

インフォメーション

ライフスタイルをもっと豊かに

ワークスタイルに自由と新しさを

KASH IWANOHA  CAMPUS  C I TY  NEWS

エントランスの先に広がるのは、水辺を望む
吹き抜けの大空間「アトリウム」。アクア
テラスに面した自然豊かで開放的なこの
場所は、誰でも利用可能。本棚に並ぶ書籍も
自由に読めるので、くつろぎながらの読書や
友人たちとのおしゃべりなど、心豊かな
時間を過ごすのにぴったり。また、フィット
ネス施設「R-BODY CONDITIONING 
ACADEMY 柏の葉」では身体をより良く
整えるトレーニングを受けられます。

柏の葉を拠点としたい企業のために2～6Fに専有オフィス空間を完備。コワーキングスペースや
リラックスルームなど多様な共用部を備えており、時間と場所を自由に選択できる働き方「ABW
（Activity Based Working）」に対応しています。

公民学が連携し街づくりを進めるスマートな街・柏の葉キャンパスシティ。新産業創出

拠点「KOIL」に続く施設として、誰でも利用できるスペースや店舗などが入ったオフィ

ス棟「KOIL TERRACE」がオープンしました。ららぽーと柏の葉などの施設を中心

とした街の賑わいと豊かな自然の中で、新しい暮らし方・働き方が始まります。

R-BODY 
CONDITIONING 
ACADEMY 柏の葉

▲ 1F エントランスホール

▲ 1F アトリウム ▲ 1F 本棚

2021年春
グランド
オープン

トップアスリートも
行っている身体をより
良い状態へと導いて
くれるコンディショ
ニングで、長く健康
でいられる身体づく
りをサポートします。

アクアテラス
柏の葉
T-SITE

KOIL
辻仲病院

柏の葉
かけだし横丁

三井ガーデン
ホテル柏の葉

ららぽーと柏の葉

至秋葉原駅至つくば駅

つくばエクスプレス線
柏の葉

キャンパス駅

KOIL
TERRACE

お問い合わせ
三井不動産株式会社 柏の葉街づくり推進部
https://www.kashiwanoha-smartcity.com/

所在地
〒277-0871 千葉県柏市若柴226番地44 中央141街区1

施設名
KOIL TERRACE（コイル テラス）

受付時間
9:00～21:00 ※祝休日・年末年始・および休館日を除く。



EVENT & CAMPAIGN INFO

詳しくは施設ウェブサイトをご確認ください。

ファッションブランドのSDGsに注目

※掲載商品は消費税を含んだ総額の表記となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。※一部商品名が省略されている場合がございます。また、一部参考商品が含まれております。詳しくは
店頭にてお問い合わせください。※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。

弊社の商業施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、施設内の衛生管理につきましては、厚生労働省発表の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき、対策を実施し
ております。ご来館の際にはお住まいの都道府県の移動に関する最新の方針をご確認ください。また、政府の協力要請などにより、営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性
がございます。ご来館の際には施設ウェブサイトの「お知らせ」ページから最新の営業時間をご確認のうえお越しください。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

中面中央ページの衣装：【レディス】SET2点ニットプルオーバー+カットチュニック 2 ,999円（税込）、シアープリーツスカート 2 ,999円（税込） 本館1F／ear th  mus i c  &  eco logy  na tu ra l  s to re  ☎
04-7168-1494【メンズ】洗いざらしオックス ボックスシルエットシャツ 2 ,990円（税込）、インド綿天竺編みクルーネック長袖Ｔシャツ 990円（税込）、縦横ストレッチデニムワイドパンツ 4 ,990円（税込）、疲れ
にくい 撥水スニーカー 2 ,990円（税込）、撥水ミニサコッシュ 990円（税込） 本館1F／無印良品 ☎04-7168-1634【ガールズ】フリッピー 変身スパンコールセーター 3 ,990円（税込）、デニムジャケット 
2 ,990円（税込）、ソフトテリー グラフィックレギンス 1 ,490円（税込） 本館2F／Gap/GapKids ☎04-7137-6267  ※その他、スタイリスト私物。

earth music ＆ ecology natural store アーバンリサーチドアーズ ABC-MART

Gap/GapKids ジーユー studio CLIP 無印良品

誰でもどんな人でも笑顔で楽し
める新しいスポーツ「ゆるスポー
ツ」がやってくる！

2日間限定の青空マルシェがオープン。
話題のパンや蜂蜜をはじめ、ハンドメイド
雑貨や絵本などが並びます。
※3/27（土）のみ雨天中止。

ゆるスポEXPO
2021

inららぽーと柏の葉

春の青空マルシェ3.15[月]

21[日]

3.20[土]

21[日]

3.27[土]

28[日]
クイズスタンプラリー

ゆるスポ競技を体験しよう！

桜のワークショップも開催！

館内に設置された「ゆるスポーツ」にまつわるクイズに
挑戦しよう！全問正解するとプレゼントがもらえます。

フライパンに見立てたラケットで目玉焼きをパスする「フラ
イングエッグ」など、新しくて面白い４つの競技が登場。これ
までにない、ゆるーいスポーツを家族で体験しよう！

場　所 本館2F／クリスタルコート 時　間 11：00～17：00

場　所 本館2F／
センタープラザ

時　間 11：00～17：00

場　所 本館2F／クリスタルコート

実施競技 フライングエッグ／秒速1センチ走／
オシリウスの塔／イタイッスター

時　間 11：00～17：00

■3/27（土）
桜の花びらでつくる
押し花しおり
■3/28（日）
水引でつくる桜のモチーフ

一部アイテムの原材料としてオーガ
ニックコットンを使用。また、AIを
活用して販売量を予測し製造量を
コントロールすることで、資源や
労力を無駄にしない服づくりを
行っています。

SDGs基本方針「3C」を掲げて、
衣料資源活用、スタッフの環境意
識向上、地域の技術や特産品を
活かしたモノづくりなど、アパレル
企業視点で個性を活かした取組
みを推進しています。

サステナブルなアイテムを取扱う
ほか、ウェブサイト「ABC-MART 
GRAND STAGE」にてエシカル
ファッションに関するコラムや
シューズブランドのエシカルな取
組みなどを発信しています。

「Gap For Good」を掲げ、節水の
ための技術「ウォッシュウェル™」に
よるデニム生産やリサイクル素材の
使用、女性を支える雇用体制等を
展開しています。

服を通して社会に貢献するため、
水の使用量を削減するジーンズ
づくりや全商品リサイクル活動、
女性登用の推進など、10個の活
動を中心に取り組んでいます。

サステナブル活動「FUNSUS」を
推進。「Refallco」「UDR（z）」などの
環境へ配慮した生地やオーガ
ニックコットンの使用、再生紙を
ミックスしたショッパーの導入などを
実施しています。

衣料品の回収・リサイクルやパッ
ケージへの再生紙使用をはじめ、
環境や生産者に配慮した原材料
調達や開発途上国での雇用創出
など、無印良品の強みを活かして
幅広く取り組んでいます。

環境や未来への
取組みを知って、
ファッションの
エシカルなあり方を
考えてみよう。


