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西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）は、練馬区を中心とした西武線沿線産の農産物

やご当地食材を集めた「SEIBU Green Marché」を、練馬区後援のもと２０２２年 7 月 23 日（土）に石神井公

園駅中央口改札前で開催します。  

このマルシェは、西武線沿線の食材の魅力を生産者さまから訪れる皆さまへ直接お伝えし、味わっていただく

ことで“西武線沿線の魅力を再発見して、親しみを持ってもらいたい“、”その駅や街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 2017 年より開催しています。 

今回は、会場を拡大し出店者を増やしたほか、所沢を拠点に活動するアーティスト「とこＰＡＮ」による音楽ライ

ブを実施します。また、乗車ポイントサービス「おでかけプラス」の対象となっており、特定の条件でお越しいただ

くと、ＳＥＩＢＵ Ｓｍｉｌｅ POINT が 10 ポイントたまります。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。なお、第１5 回の開催は、２０２２年 11 月を予定しています。 

また、厳選された西武線沿線のおいしい食材などをいつでもご自宅でお楽しみいただける EC サイト「SEIBU 

Green Marché Online」は、7 月 5 日（火）に出店者や商品の魅力を見やすくリニューアルするほか、出店者

および商品をさらに拡充します。今後も沿線の生産者などと連携を深め、商品を拡充し、さらなる沿線の活性化

をめざしてまいります。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、企画のすべてまたは一部に中止・変更が生じる可能 

性がございます。 

 

 

 

  

2022 年 7 月 5 日 

第 14 回 「SEIBU Green Marché」 (練馬区後援) 

 

EC サイト「SEIBU Green Marché Online」は 

7 月 5 日（火）に出店者・商品を拡充します！ 

 
 

以前の開催の様子 

2022 年 7 月 23 日（土） 石神井公園駅 中央口改札前にて開催 

 

「SEIBU Green Marché Online」イメージ 



【別紙】 

第 14 回「SEIBU Green Marché」について 

 

１. 開催日時  202２年 7 月 23 日（土） 10:00～15:00 （雨天決行・荒天中止） 

２. 会 場  西武鉄道池袋線 石神井公園駅 中央口改札前 

３. 主   催  西武鉄道株式会社 

４. 後 援  練馬区 

５． 出 店 者  24 店舗              ※出店者名はカテゴリ毎に五十音順・アルファベット順で記載  

※【 】内は店舗所在地・生産地 

 

 

 

青果 

・オーガニックファーム所沢農人【秋津】＊１ 

・かとちゃんファーム【大泉学園】 

・樹木の会【石神井公園】 

・Best Dishes! 【大泉学園】 

・Iwakura Experience【飯能】 

・NERIMA Farmer’s Market【中村橋】 

 

 

 

 

加工品 

・口福製造所（「５２席の至福」関連商品） 

・心向樹（お茶）【小手指】 

・東京百花みつばち園（国産はちみつ）【大泉

学園】 

・内藤とうがらしプロジェクト（とうがらし加

工品）【西武新宿】 

・法師園（お茶）【入間市】 

・JR 東日本クロスステーション「やまたまや」

(山梨の加工品)【山梨・多摩地域】 

・KM.FACTORY（ジャム）【保谷】 

 

酒 

・いせや（果実酒）【石神井公園】 

・秩父兎田ワイナリー（ワイン）【西武秩父】 

 

 

惣菜 

・Chinese Tapas hachi（中華） 

【大泉学園】 

・PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO 

（イタリアン）【石神井公園】 

菓子 ・アトリエ シュクレ（洋菓子）【大泉学園】 

・石神井観光案内所（和菓子・洋菓子）【石神

井公園】 

その他 ・西武鉄道（西武鉄道グッズ、西武グループ

が運営する花屋「hale-hana plants+」

の商品など） 

・練馬区（都市農業の紹介） 

・Emio（クーポン券等配布） 

花 ・小川農園【大泉学園】 

・Mille*keiteflowers【秋津】 

 
（＊１） 栽培期間中 化学肥料・農薬不使用（JAS 未取得） 

 

※出店者の詳細などは、Web サイトまたは Instagram に順次掲載予定です。 

Web サイト ： https://www.seibu.nkblive.com 

Instagram ID  ： seibugreenmarche 

Instagram URL :  https://www.instagram.com/seibugreenmarche/ 

  ※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。 

 

 

６． 音楽ライブについて 

   開催時間：11:00～11:30 / 13:00～13:30 

   開催場所：石神井公園駅 中央口改札前 

   演 奏 者：とこPAN（スティールパンバンド） 

   Instagram ： https://www.instagram.com/tokopan.r0/ 

https://www.seibu.nkblive.com/
https://www.instagram.com/seibugreenmarche/
https://www.instagram.com/tokopan.r0/


７． 西武鉄道乗車ポイント「おでかけプラス」キャンペーン 「Enjoy Marché」 

西武線沿線の観光地やイベント等へおでかけの際に西武線に乗車するとポイントが貯まる「おでかけプラ

ス」のキャンペーンとして、「SEIBU PRINCE CLUB」に登録（スマイルリンク）したPASMOで、202２年7

月２3日（土）9:30～15:00に石神井公園駅で降車されたお客さまにSEIBU Smile POINTを10ポイン

ト加算します。なお、キャンペーンへの参加には「SEIBU PRINCE CLUB」マイページなどでエントリーが必

要です。 

条件等詳細は、乗車ポイントサービス WEB サイトをご確認ください。 

https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/ 

 

８． SEIBU PRINCE CLUB会員特典 

202２年7月２3日（土）は、「SEIBU Green Marché」会場隣接のエミオ石神井公園で 

SEIBU Smile POINT ３倍キャンペーンを実施します。（一部除外品・除外店がございます。） 

https://www.seibu-shop.jp/emio/event/detail.php?id=4583 

 

９． 新型コロナウイルス感染症対策について 

―お客さまへのお願い― 

・会場入場時および会場内では、原則マスクの着用をお願いします。 

・会場内には消毒用アルコールを配置しています。こまめな手指消毒にご協力をお願いします。 

・会場内では最低限の会話にとどめていただくようにお願いします。 

・以下のお客さまにつきましては、来場をお控えいただきますようお願いします。 

✓37.5 度以上の発熱や風邪、味覚障害の症状がある方 

✓身近に新型コロナウイルス感染症の陽性者もしくは感染の可能性がある方がいらっしゃる方 

✓体調がすぐれない方 

・密の場面では、お声がけをさせていただく場合がございます。 

・手にとらないと分からない野菜などに触れる場合は、手袋や消毒液をご利用ください。 

・現金のやり取りは、トレーを使用して行います。 

 

―会場の対策― 

・会場内にて、お買い物中の休憩や飲食をするテーブルの設置はございません。 

・定期的な除菌・消毒を実施します。 

 

―出店者の遵守事項― 

・出店者やスタッフは全員マスクを着用します。 

・出店者は当日、来場前・受付時の計 2 回検温を行います。37.5 度以上の体温が検出された場合は、出店

を見送ります。 

・出店者の直近２週間の体調や身の回りの環境について、受付時に確認を行います。問題ない場合は同意

書を記入し、出店します。 

・接客時には薄手の手袋を着用、または手指のアルコール消毒を徹底します。 

・出店者間の距離は十分に確保し、各出店者の販売員は４名までとしております。 

 

 

 

 

https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/
https://www.seibu-shop.jp/emio/event/detail.php?id=4583


＜参考＞ 

●今回の東日本旅客鉄道×西武ホールディングス包括的連携施策について 

   2020年12月に締結した東日本旅客鉄道×西武ホールディングス包括的連携にともない、JR東日本クロス

ステーションが運営する「やまたまや」がSEIBU Green Marchéに出店します。 

今回は、山梨のフルーツや、山梨のフルーツを使用したプリンなどを取り揃えます。 

【やまたまや Webサイト】 

http://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/detail?code=1050808 

 

〔ニュースリリース〕 2020年12月23日(水)開示 

「東日本旅客鉄道株式会社と株式会社西武ホールディングスが包括的連携を行い、＜新たなライフスタイルの

創造×地方創生＞に向けて取り組みます。」 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9024/tdnet/1915138/00.pdf 

 

●「PLAY! 高架下」プロジェクトイベント開催について 

「SEIBU Green Marché」会場から徒歩約７分の石神井公園～大泉学園駅間の高架下の小さな広場に

て、「PLAY! 高架下～普段は未活用の高架下を地域の方々と使ってみよう、遊んでみよう～」を、「アート×サ

ステナブル」をテーマに、西武グリーンマルシェと同日に開催します。 

  https://www.seiburealsol.jp/pdf/news/link/20220705_play_hp.pdf 

 

●紙パックリサイクル・アクションの実施について 

日本サステイナブル・レストラン協会が全国牛乳容器環境協議会と協働で実施している練馬区石神井公園地

域での紙パックリサイクルの実証実験の場として西武グリーンマルシェ会場を提供し、会場での紙パックの回収

と参加型アクティビティを実施します。詳細は下記をご確認ください。 

https://foodmadegood.jp/2022-paper-carton-recycling-event/ 

 

 

「SEIBU Green Marché Online」（EC サイト）の出店者・商品の拡充について 

 

１．  出店者追加日 202２年 7 月 5 日（火） 14:00 

２．  U R L      https://seibu.nkblive.com 

３．  追加出店者   ３店舗    

青果 内沼きのこ園（きのこ、きのこ加工品）【飯能】 

加工品 ネゴンボ 33 / 山田珈琲豆焙煎所（所沢牛カレー、コーヒー豆）【西所沢】 

惣菜 polku BAKE SHOP（キッシュ）【新所沢】 

※出店者および商品は今後も順次拡充していく予定です。 

※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。 

 

４． SEIBU PRINCE CLUB会員特典 

「SEIBU Green Marché Online」でお買い上げいただいた購入金額に応じて、SEIBU Smile 

POINTを付与します。（税込110円につき１ポイント付与） 

 ※「SEIBU Green Marché Online」サイト内のお客さま情報を登録の際に、SEIBU PRINCE CLUB 

     お客さま番号（８桁）をご入力ください。 

※ポイント付与は、ご購入月の翌月末日までに反映します。 

※出店者名は五十音順で記載 ※【 】内は店舗所在地 

http://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/detail?code=1050808
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9024/tdnet/1915138/00.pdf
https://www.seiburealsol.jp/pdf/news/link/20220705_play_hp.pdf
https://foodmadegood.jp/2022-paper-carton-recycling-event/
https://seibu.nkblive.com/
https://seibu.nkblive.com/


＜参考＞ 

◆西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」 

西武線沿線の駅ナカのお店や西武グループ施設などでの西武プリンスクラブ加盟店で「SEIBU Smile 

POINT」が貯まるほか、さまざまな特典を取りそろえた、入会金・年会費無料の西武グループの会員サー

ビスです。西武プリンスクラブ加盟店でのご利用 110 円（税込）につき SEIBU Smile POINT が 1 ポイ

ント貯まります。西武プリンスクラブ加盟店でお会計の際に 1 ポイント＝1 円でご利用いただけます。 

https://club.seibugroup.jp/ 

 

 

◇「SEIBU Green Marché」に関するお問合せ先 

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：全日9時～17時（12/30～1/3を除く）］ 

 

◇「SEIBU Green Marché Online」に関するお問合せ先 

   NKBLIVE!お問合せ窓口  support-live@nkblive.jp 

以 上 

 

 

 

 

https://club.seibugroup.jp/
mailto:support-live@nkblive.jp

