
 

 

 

2022 年 10 月 18 日 

株式会社西武リアルティソリューションズ 

 
株式会社西武リアルティソリューションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齊藤 朝秀）は、2022 年 11 月

12 日（土）10:00～15:00 に『PLAY!高架下』プロジェクトイベントを開催いたします。本プロジェクトイベントは、西武鉄道

池袋線石神井公園駅と大泉学園駅間の普段未活用の高架下に広場（高架下の小さな広場）をつくり、地域の方々と

“使ってみよう”“遊んでみよう”という取り組みです。 

なお同日、石神井公園駅中央口改札前では、西武鉄道による『SEIBU Green Marché』も開催予定となっており、 エ

リア一体での賑わいを創出してまいります。 

 

◆今回のテーマは『食×教育』 

3 回目の実施となる今回は「食×教育」をテーマとして、「育てるこ

と」「食べること」「食べられない部分を使ってみること」など食にまつわる

さまざまなコンテンツを通して地域の魅力と学びの機会をお届けしま

す。 

練馬区は東京 23 区の中で最大の農地面積を有する都市農業

が盛んな地域です。石神井公園・大泉学園エリアでは多くの農家や

農・みどりをテーマにした団体、農産加工企業が活躍しており、みどり

豊かな街、食育や農体験など、環境から豊かさを感じられる魅力を発

信しています。 

またこのエリアは生産者と飲食店の距離が近く、地域資源の循

環のチャレンジも増えてきている傾向にあります。 

このイベントを通じて、“「食」に関する興味を深め、楽しみながら

学べる場”＝“食育に触れる機会”を創出します。そして、訪れる皆

さまが地域の出店者の皆さまと繋がることで、これからの食卓に地域

の食が織り込まれるきっかけになったり、出店者の皆さま同士のコミュ

ニケーションから生産者と事業者の皆さまが繋がることで、地域資源

の活用チャレンジが増えたりなど、地域の魅力発見とそれに伴うサー

キュラーエコノミー（地域内経済循環）がより促進されるきっかけを

作りあげていきます。 

 

 

＜石神井公園駅―大泉学園駅間高架下の暫定活用＞ 

『PLAY!高架下』プロジェクト 
～ 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” ～ 

11 月 12 日（土）10:00～15:00 
「食×教育」をテーマにしたイベント開催 

【同時開催】SEIBU Green Marché＠石神井公園駅前 

 

2022年 7月 23日開催時の様子（テーマ：アート×サステナブル） 



 

【別 紙】 

■イベント概要                                                                 

１．開催日時 

2022 年 11 月 12 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―大泉学園駅間高架下 

「高架下の小さな広場」(石神井公園駅から徒歩約７分) 

※入場無料 

３．主    催：株式会社西武リアルティソリューションズ 

４．協力・協賛：西武鉄道株式会社 

５．運    営：ノウ株式会社 

６．出店内容  

テーマ：「食×教育」                       ※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 

地域のおいしいを集めた 
ポップアップショップ 

＜食物販：6 店舗＞お菓子と麦酒／粉と砂糖と香辛料／新宿プリンスホテル／ 
SAKE&WINE すいすい／moumousandwiches works／Welders Diner 

＜展  示：1 店舗＞NERIMA CITY WIZARD PROJECT 
＜フードカー：2 台 ＞しぜんでつながるキッチン 道草 Hütte／ 

Cafe Truck.7 珈琲の樹×◯'s マルズチーズケーキ 

幸せ感じる 
現代版炊き出し 

by “特定非営利活動法人あんずの家”×“PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO”  
現代版炊き出しを食べて、食べられる幸せをみんなで体験して考えてみよう。 
同ブースでは食を守る貯金も実施。 
未来を担う子供たちに美味しいごはんが食べられる機会をプレゼントしよう。 

文化に触れる 
体験コンテンツ 

＊食をテーマにした絵本の読み聞かせ by おととことばこ 
＊素敵な音楽を聴きながら食事を楽しむ by mille baisers（ミルベゼ） 

もったいないを知る 
ワークショップ 

＊ワイン染め物体験 by こぐれ村魔女倶楽部 
ワインを作るときに残ってしまう「葡萄の搾りかす」を使って大判シルクストールを染めよう。 
普段捨てられてしまうものからあなたのオリジナル作品を作ろう。 
＊ウッドプランターDIY by NPO 法人自然工房めばえ 
廃材をリサイクルして作った色々な形のプランターにマーカーで絵を描き、土作りを学び、 
野菜や花を春まで育ててみよう。 
*やさいえのぐでワークショップ by 東洋大学齋藤研究室 
野菜で作った絵の具を使ってカレンダーづくりをしよう。 

高架下でアウトドア 

＊練馬のお野菜やパンの販売と炭火焼き体験 
＜食物販：2 店舗＞おみのえん／JOURS 
＜炭火焼き体験＞STEP OUT（西武グループ） 
＊アウトドア遊びを体験（テントにお絵かき体験他）by STEP OUT（西武グループ） 
詳細はこちら https://www.stepout.co.jp/  

どこでも、つなぐ場 
 

by 西武つなぐプロジェクト 
「どこでも、つなぐ場」は、西武グループスタッフや地域の方々と話せる意見交換の場です。 
交流を通じて、偶発的に生まれたアイデアが西武線沿線の魅力アップにつながるかもしれませ
ん。お気軽にお立ち寄りいただき、地域への想いをお聞かせください！ 
※「西武つなぐプロジェクト」は、“つながり”をきっかけにして、地域とともに魅力あふれるまちをつ
くることを目指した実証実験です。 
詳細はこちら https://www.seibu-tsunagu-pj.jp 

※出店者の詳細などは、 『PLAY!高架下』公式 Instagram にて順次掲載いたします。 

https://instagram.com/play_koukashita 

※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。 

 公式 Instagram QR コード 

※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

 

https://www.stepout.co.jp/
https://www.seibu-tsunagu-pj.jp/?utm_source=release&utm_medium=pr&utm_campaign=202210tsunagu
https://instagram.com/play_koukashita


 

7．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いたします。 

・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いたします。 

・会場内では最低限の会話にとどめていただきますようお願いいたします。 

・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いたします。 

✓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品物に触れる場合や体験イベントに参加する際等は、消毒液や手袋をご利用ください。 

・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― 

・定期的な除菌・消毒を実施いたします。 

―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いたします。 

・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

し出店いたします。 

・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いたします。 

・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。 

 

８．同時開催イベント  

◆第 1５回『SEIBU Green Marché』                                                

『PLAY!高架下』から徒歩約７分の石神井公園駅中央口改札前にて、練馬区を中心とした西武線沿線の農産物やご

当地食材を集めた第15回「SEIBU Green Marché」（主催：西武鉄道株式会社）が2022年11月12日（土）

同時開催されます。 

※詳細はこちら https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/20221018_marche/ 

● Instagramハッシュタグキャンペーン「#おいしいコラボ探検隊」 

「一緒に巡るともっと楽しくもっとおいしい」をコンセプトに『PLAY!高架下』で取り扱って

いるフードや、「SEIBU Green Marché」で購入したものを一緒に食べて、普段はで

きない「おいしいコラボ（組み合わせ）」探しをしましょう。「＃おいしいコラボ探検隊」

をつけて “わたしのベストコラボ”を Instagram にてぜひシェアしてください。 

 

◆『エミオ石神井公園』特別企画                                                      

「SEIBU Green Marché」会場隣接のエミオ石神井公園では、SEIBU Smile POINT ３倍キャンペーンを実施いた

します。（一部除外品・除外店がございます。） 

内容の詳細などは、Web サイトに順次掲載予定です 。 

https://www.seibu-shop.jp/emio/ 

 

＜『PLAY!高架下』についてのお問合せ先＞ 

株式会社西武リアルティソリューションズ 沿線開発事業部 開発事業担当 

TEL：04-2926-2601 （受付時間 10:00～16:00 ※土日祝日を除く） 

https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/20221018_marche/
https://www.seibu-shop.jp/emio/


 

＜以下、参考資料＞ 

●『PLAY!高架下』について 

■『PLAY!高架下』とは                                                             

“PLAY”には『活動する』『遊ぶ』といった意味があり、今後この広場を活用し

ながら地域の方々と共にさまざまなテーマでイベントや取り組みを実施いたしま

す。訪れるみなさま、ご出店者のみなさまにも、高架下を使ってみて、遊んで

みていただきながらさまざまな“PLAY”であふれる未来を目指します。 

そして高架下を活用しながら、このエリアの新たな魅力や可能性を一緒に再

発見していきましょう。みなさまだったらこの空間をどのように“PLAY（あそぶ、

活動する）”しますか？ 

 

■これまでの【「PLAY!高架下」プロジェクト】                                              

 

■SDGｓな空間づくり                                                             

１．としまえん木材をベンチとして再生利用 

2020 年 8 月にとしまえんが惜しまれつつ閉園しました。新規計画のため、やむなく伐採することとなった伐採木を使用し、

制作したベンチを本件高架下で設置することが決まりました。同じ練馬区の大切な文化を新しい形で引き継ぎます。 

 

２．木製パレットの再利活用 

2022 年 1 月に開催された日本ショッピングセンター全国大会「SC ビジネスフェア」の  

ブースにて使用した木製パレットを再利活用しています。今後のイベントでも持続可能

なコンテンツとして、木製パレットを使用した“PLAY”しやすい空間づくりを考えます。 

 

 

 

イベント概要 

PLAY!高架下イベント 

（トライアル） 

開催日：2022 年 3 月 26 日（土） 

内 容：ポップアップショップ、フードカー、トークライブ、ぬりえ・絵本ブース 

PLAY!高架下プレイベント 

アート×サステナブル 

開催日：2022 年 7 月 10 日（日） 

内 容：7 月 23 日（土）の本イベントに向けた公開実験 

PLAY!高架下イベント 

アート×サステナブル 

開催日：2022 年 7 月 23 日（土） 

内 容：ワークショップ、アートギャラリー展示販売、フードカー 

※リリース URL 

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

PLAY!高架下体験イベント 

食×教育 

開催日：2022 年 10 月 2 日（日） 

内 容：廃材を使ったプランターDIY＆小松菜種まき体験 

◆高架下で野菜栽培はできるのか！？ 

小松菜栽培実験中（10 月 2 日～収穫まで） 

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


 

●西武グループ「サステナビリティアクション」について 

 

 
 
  
 

西武グループでは、グループ理念である「グループビジョン」に基づき行う幅広い事業・サー

ビスの提供を通じて、持続的な社会形成への課題対応を図ることで、当社としても持続

的かつ力強い成長を目指しています。 

これら環境、社会、ガバナンスなど一般的に「ESG 活動」と呼ばれる活動を西武グループ

では「サステナビリティアクション（ESG）」と呼び、グループ全社において持続的な成長を

遂げるため取り組んでいます。また、西武グループでは社会課題・当社の事業環境等を踏

まえて、当社が特に取り組むべき 4 領域（安全、環境、社会、会社文化）、12 アジェン

ダ（重要テーマ）を設定し、アジェンダに沿った取り組みを積極的に進めています。 

＜当社サステナビリティアクションの取り組み＞ https://www.seiburealsol.jp/corporate/sustainability/ 

 

●今回の取り組みを通じて特に貢献可能な SDGs の目標 

 

 

 

 

 

  

■ 株式会社西武リアルティソリューションズ（会社概要） 

所 在 地 ： 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号 

代 表 者 ： 代表取締役社長 齊藤 朝秀 

設   立 ： 1956 年 6 月 4 日    資 本 金 ： 86 億円 

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.seiburealsol.jp/ 

 

＜事業内容＞ 

不動産の所有、売買、管理、賃貸借、仲介業務等、ホテルの経営 

全国にまたがるグループ保有資産の有効活用や西武鉄道沿線の価値向上に 

資する取り組みを通して、お客さまの課題解決に貢献してまいります。 

 

＜西武グループ内組織再編について＞ 

西武グループでは、2021 年 5 月 13 日に公表した「西武グループ中期経営計画（2021～2023 年度）」に基づいた経営改革に取り組んで

おり、その一環として、グループ内組織再編*を進めております。この再編により、2022 年 4 月 1 日付で株式会社プリンスホテル（以下「PH」）

を存続会社、株式会社西武プロパティーズを消滅会社とする吸収合併を行い、PH は株式会社西武リアルティソリューションズへ商号変更いたし

ました。 

西武リアルティソリューションズは、グループの不動産事業の中心として、競争力の高い総合不動産会社へと飛躍し、グループ保有資産の価値を極

大化することを目指してまいります。 

＊2021 年 12 月 9 日付 株式会社西武ホールディングス リリース「グループ組織再編（子会社の設立、子会社間の会社分割および合併）ならびに子会社の商号変更に関するお知らせ」 

東京ガーデンテラス紀尾井町 

https://www.seiburealsol.jp/
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9024/tdnet/2057799/00.pdf

