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2 0 2 3 年 2 月 1 3 日 

千 葉 市 

千 葉 県 

 イオンモール株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社 

株式会社千葉ステーションビル 

 

○ 2023 年 3 月 18 日（土）京葉線の新習志野駅～海浜幕張駅間に「幕張豊砂駅」が開業します。    

地域や来訪された皆さまとともに、楽しみながら新駅開業をお祝いできるよう、千葉市・千葉県・  

イオンモール株式会社・東日本旅客鉄道株式会社千葉支社（以下「JR 東日本千葉支社」）・    

株式会社千葉ステーションビル（駅ビル「ペリエ」を運営）が中心となり、開業記念イベント     

「幕張豊砂駅開業まつり」を企画しました。 

○ 自治体や幕張豊砂駅周辺の企業が協力しながら、各種イベントや楽しい企画を多数ご用意して  

います。ぜひこの機会に「幕張豊砂駅開業まつり」へお越しください。 

 

１ 実施場所・主なイベントの実施期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「幕張豊砂駅開業まつり」を開催します！ 

・モバイルスタンプラリー（3月 18日～4月 16日） 

・駅ピアノ設置（3月 25日～4月 9日） 

・ちばのいち （3月 18日～26日） 

・幕張新都心の歩み展（3月 18日～） 

・マスコットキャラクター大集合（3月 18日） 

 

z-nn  

 

・幼稚園、保育園発表会（3月 18日） 

・わくわく！でんしゃ縁日（3月 25日・26日） 

・消防・警察車両の展示（3 月 18日） 

・レンブロック（3月 19日） 

・政令指定都市移行 30 周年記念 千葉市の魅力 PR（3月 18 日） 

・千葉県誕生 150周年記念スタンプラリー（3月 18日） 

 Bゾーン 

Cゾーン 

・消防・警察音楽隊による演奏（3月 18日） 

 Aゾーン  Dゾーン 

 Eゾーン 

 F・G・Hゾーン 
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２ 各イベント等概要 

 

 

 （１）幕張豊砂駅開業まつり モバイルスタンプラリー    （主催：JR東日本千葉支社） 

「SpotTour」アプリを使用した非接触型モバイルスタンプラリーを開催します。  

期間中、スタンプを 10個以上集めると、幕張豊砂駅改札などにて新駅開業記念

オリジナルグッズをプレゼント！（「SpotTour」ホームページ：https://spottour.jp/） 

【期   間】3月 18日(土)～4月 16日(日)  ツアーコード「74682」 
【場   所】新習志野駅、幕張豊砂駅、海浜幕張駅周辺 

 

 

 

 

 

 

（２）幕張豊砂駅開業記念フォトスポット            （主催：JR東日本千葉支社） 

JR 東日本千葉支社マスコットキャラクター「駅長犬」のほか、千葉県マスコットキ

ャラクター「チーバくん」や千葉市、県内のマスコットキャラクターなども登場。お

子さま向けのこども駅長制服もご用意しておりますので、皆さまで記念撮影をお

楽しみください♪ 

【日   時】3月 18日(土)10時 00分～15時 00分 

【場   所】幕張豊砂駅改札前 

 （３）フラワースポット設置                    （主催：千葉ステーションビル） 

新駅開業を祝い、千葉市園芸協会協力のもと、千葉県産の桜などを使用した  

フラワースポットを駅構内に設置します。“千葉県の春”を駅から演出します。 

【期   間】3月 18日(土)～ 

【場   所】幕張豊砂駅改札内イベントスペース              

 

 

（４）駅ピアノ設置                         （主催：千葉ステーションビル） 

音楽を通じた地域との交流の創出を目的として、島村楽器イオンモール幕張新

都心店提供のアップライトピアノを設置します。同店の音楽教室講師・インストラ

クターによる演奏も実施予定。  

【期   間】3月 25日(土)～4月 9日(日) 

【場   所】幕張豊砂駅改札内イベントスペース 

 

 

（５）ちばのいち（千葉県内事業者によるマルシェ）         （主催：千葉ステーションビル） 

海浜幕張の人気店「PIE&COFFEE mamenakano」「幕張ブルワリー」が出張販

売！また、千葉市の新しい特産品「竹炭グルメ」もご紹介。千葉市の“おいしい”

をお届けします。 

【期   間】3月 18日(土)～3月 21日(火・祝)、3月 25日（土）～3月 26日（日）  

【場   所】幕張豊砂駅改札外イベントスペース 

※出店スケジュール等の詳細はペリエ海浜幕張・検見川浜・稲毛海岸のホームページなどにてお知らせ

予定。( https://www.perie.co.jp/ ) 

 （６）ペリエステーション スタンプラリー            （主催：千葉ステーションビル） 

幕張豊砂駅、海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅の４駅をめぐるスタンプラリ

ーを開催します。  
※イベント内容等の詳細はペリエ海浜幕張・検見川浜・稲毛海岸のホームページなどにてお知らせ予定。

( https://www.perie.co.jp/ )  

【期   間】3月 18日(土)～ 

【場   所】幕張豊砂駅・海浜幕張駅・検見川浜駅・稲毛海岸駅 

幕張豊砂駅×ペリエステーション 連動企画 

幕張豊砂駅は、千葉ステーションビルが駅運営を受託します。既に運営を行っている、海浜幕張駅・検見川

浜駅・稲毛海岸駅や、「ペリエ」と連動する開業記念企画を行い、沿線を盛り上げます！ 

Aゾーン 

https://spottour.jp/
https://www.perie.co.jp/
https://www.perie.co.jp/
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 （１）幕張新都心の歩み展                  （主催：イオンモール幕張新都心） 

幕張豊砂駅からイオンモール幕張新都心に続く仮囲いを使用し、幕張新都心の

歴史と共に、過去～現在、未来への展望を展示します。 

【期   間】3月 18日(土）～ 

【場   所】幕張豊砂駅前仮囲い 

 （２）M☆Splash!!によるダンスパフォーマンス                   （主催：千葉市） 

千葉ロッテマリーンズ球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」によるダンスパフ

ォーマンスを披露します。 

【日   時】3月 18日(土）9時 45分～10時 00分 

【場   所】幕張豊砂駅駅前（歩道） 

 （３）マスコットキャラクター大集合                     （主催：千葉市） 

新駅開業を祝して加曽利貝塚PR大使「かそりーぬ」、オオガハスの妖精「ちはな

ちゃん」などのマスコットキャラクターたちが大集合します。 

【日   時】3月 18日(土)9時 30分～ 

【場   所】幕張豊砂駅駅前（歩道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）消防・警察音楽隊による演奏                      （主催：千葉市） 

新駅開業を祝して、演奏を実施します。 

【期   間】3月 18日(土） 

【場   所】幕張豊砂駅駅前（芝生広場） 

■千葉市消防音楽隊による演奏 10時 00分～11時 00分 

■千葉県警察音楽隊による演奏 11時 30分～12時 30分 

 

 

 

 

 

（２）クルマ deピアノ                 （主催：千葉市・イオンモール幕張新都心） 

いつでもどこでも自由に移動が出来るストリートピアノカー 「クルマ de ピアノ」が

登場します。 

【日   時】3月 26日(日）10時 00分～16時 00分 

【場   所】幕張豊砂駅駅前（芝生広場） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

千葉敬愛短期大学附属幼稚園 

 

（１）幼稚園・保育園発表会                 （主催：イオンモール幕張新都心） 

【期   間】3月 18日(土）  

【場   所】イオンモール幕張新都心ファミリーモール１階ファミリーコート 

■千葉敬愛短期大学附属幼稚園 

①10時 30分～ ②11時 30分～（各回 20分程度） 

本幼稚園は、子どもの主体的な遊びを通して生きる力の基礎を育むために、 

一人一人に寄り添ったきめ細やかな保育に取り組んでいます。明るく元気   

いっぱいの子どもたちが歌やダンスを発表します。 

Bゾーン 
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Cゾーン 

 

z-nn  

 

Dゾーン 
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花見川さくら学園保育園 

■花見川さくら学園保育園 

①13時 00分～ ②15時 00分～（各回 20分程度） 

本保育園は、昭和 53 年に幼保一元を柱に設立された保育園です。幕張豊砂駅

開業記念に、歌の合唱と鍵盤ハーモニカの演奏でお祝いします。 

 （２）わくわく！でんしゃ縁日                   （主催：JR東日本千葉支社） 

電車にちなんだ子ども向け縁日を開催。マジックハンドでのお菓子つかみ取りや

オリジナル缶バッジ作り、新駅開業記念オリジナルキーホルダーの数量限定販

売も。 

【日   時】3月 25日(土)・26日(日)10時 00分～16時 00分 

【場   所】イオンモール幕張新都心ファミリーモール１階ファミリーコート 

 

 

 

 （１）レンブロック                                （主催：千葉市） 

吉山プラスチック工業（千葉市花見川区）が製造するレンブロックにより、ものづ

くりのプロセスを遊びながら学べる場を提供します。 

【期   間】3月 19日(日)10時 00分～16時 00分 

【場   所】市道豊砂 701号線（イオンモール幕張新都心ペットモール前） 

 （２）消防・警察車両の展示             （主催：千葉市・イオンモール幕張新都心） 

消防車・救急車・パトカーなどが勢揃いするほか、ちびっこ制服の試着も出来  

ます。※Fゾーンには、はしご車が登場します。 

【期   間】3月 18日(土)10時 00分～16時 00分 

【場   所】市道豊砂 701号線（イオンモール幕張新都心ペットモール前）、 

イオンモール幕張新都心グランドモール第二荷捌きスペース 

 

 

 （１）政令指定都市移行 30周年記念 ちばしぐるぐるクイズウォーク （主催：千葉市） 

家族で楽しめるクイズウォークを実施します。会場内を巡って、千葉市に関する

クイズに答えましょう！正解した方にはオリジナルグッズをプレゼント！ 

【日   時】3月 18日(土）10時 00分～16時 00分 

【場   所】イオンモール幕張新都心グランドモール１階ホビーコートなど 

 （２）政令指定都市移行３０周年記念 千葉市の魅力 PR        （主催：千葉市） 

子どもが楽しめる土偶クラフト制作や甲冑の試着など、千葉市が誇る４つの地域

資源｢加曽利貝塚｣｢オオガハス｣｢千葉氏｣｢海辺｣のＰＲ、千葉市のマスコットキャ

ラクターの登場、千葉市動物公園や千葉都市モノレールのＰＲなどを行います。 

【日   時】3月 18日(土）10時 00分～16時 00分 

【場   所】イオンモール幕張新都心グランドモール１階ホビーコート 

Gゾーン 

 

z-nn  

 

Eゾーン 

 

Fゾーン 
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 （３）PIST6 自転車競技体験                         （主催：千葉市） 

大画面を利用した自転車競技の模擬体験、競技用自転車の展示や、BMX 試乗

体験をパンプトラックで行うほか、競技選手によるデモンストレーションなどを  

実施します。 

【日   時】3月 19日(日）10時 00分～16時 00分 

【場   所】イオンモール幕張新都心グランドモール１階ホビーコートなど 

 （４）千葉県誕生 150周年記念 パネル展示                  （主催：千葉県） 

2023 年は千葉県誕生 150 周年！千葉県の成り立ちや、県の魅力について紹介

するパネルを展示します。 

【期   間】3月 18日(土）～4月 16日(日） 

【場   所】イオンモール幕張新都心グランドモール３階ダイソー前 

 

 

 

 

 

 
千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」 

（５）千葉県誕生 150周年記念 スタンプラリーを実施します♪    （主催：千葉県） 

千葉県誕生 150周年記念デザインのチーバくんに、7つのスタンプで背景を重ね

ていくと、素敵な記念カードが完成します！さらに、全てのスタンプを押した方に

はチーバくんのオリジナルグッズをプレゼントします。 

【日   時】3月 18日(土）10時 00分～16時 00分 

【場   所】イオンモール幕張新都心グランドモール３階ダイソー前など 

 

 

 

 

（１）日本太鼓 猛～TAKERU～ パフォーマンス    （主催：イオンモール幕張新都心） 

日本太鼓 TAKERU は、多様の和太鼓を駆使した演奏スタイルで、日本のみなら

ず海外でも演奏活動を行う団体です。全て創作による演目、演出を手掛けた  

日本太鼓の世界をお楽しみください。 

【日   時】3月 18日(土）10時 00分～ 

【場   所】イオンモール幕張新都心グランドモール１階グランドスクエア 
 

 

 

 

 

 

 

 

アルティーリ千葉 

 

 

 

 

 

 

 

千葉 ZELVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBM BIG BLUE 

（２）千葉市ゆかりのスポーツチームによる出展 （主催：千葉市・イオンモール幕張新都心） 

千葉市を本拠地として活動しているスポーツチームによるパフォーマンスや、  

競技体験などを実施します。 

【日   時】3月 26日(日)10時 00分～16時 00分※出演時間はチーム毎に異なります。 

【場   所】イオンモール幕張新都心１階 グランドスクエアなど 

① アルティーリ千葉（バスケットボール） 

チアダンスパフォーマンス 

② 千葉ＺＥＬＶＡ（バレーボール） 

選手によるデモンストレーションや、選手と一緒にボール遊び体験など 

③ ＩＢＭ ＢＩＧ ＢＬＵＥ（アメリカンフットボール） 

チアダンスパフォーマンスや、選手による体験教室、防具の試着・撮影など 

Hゾーン 
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千葉市立幕張本郷中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 
拓殖大学紅陵高等学校 

 

 

 
 

 

渋谷教育学園幕張高等学校 

 
 

 

 

 

 
千葉吹奏楽団 

 

（１）近隣団体の皆さまによるパフォーマンス      （主催：イオンモール幕張新都心） 

【期   間】3月 18日(土） 
■千葉市立幕張西中学校 吹奏楽部 
①13時 30分～ ②15時 30分～（場所：Cゾーン） 
■千葉市立打瀬中学校 吹奏楽部 
①14時 30分～（場所：Cゾーン） 
 
【期   間】3月 19日(日） 
■千葉市立幕張本郷中学校 吹奏楽部 
①11時 00分～（場所：Cゾーン）②12時 30分～（場所：Hゾーン） 
■千葉県立四街道高等学校 吹奏楽部 
①13時 00分～（場所：Cゾーン）②14時 30分～（場所：Cゾーン） 
■千葉市立花園中学校 吹奏楽部 
10時 30分～（場所：Hゾーン） 
 
【期   間】3月 25日(土） 
■千葉県立千葉商業高等学校 吹奏楽部 
①10時 30分～（場所：Hゾーン）②12時 30分～（場所：Cゾーン） 
■千葉県立千葉女子高等学校 吹奏楽部  
①11時 30分～（場所：Cゾーン）②13時 00分～（場所：Eゾーン） 
■拓殖大学紅陵高等学校 吹奏楽部  
①12時 00分～（場所：Hゾーン）②14時 00分～（場所：Cゾーン） 
■渋谷教育学園幕張高等学校 吹奏楽部  
①11時 00分～（場所：Eゾーン）②13時 30分～（場所：Hゾーン）  
 
【期   間】3月 26日(日） 
■千葉吹奏楽団  
①10時 30分～（場所：Hゾーン）②12時 00分～（場所：Cゾーン） 
■千葉敬愛高等学校 ダンス部 
①11時 30分～（場所：Hゾーン） 

 

３ 「幕張豊砂駅開業まつり」共通ロゴマーク 

幕張豊砂駅のコンセプト「ゆったりとした時間が流れる新しい駅」をベースに 

駅とまちの連続性を意識しながら「ショッピングを楽しむ」「公園を楽しむ」 

「商業施設を楽しむ」「家族と楽しむ」など、駅を基点とした様々な楽しみが 

あり、あらゆるお客さまが利用しやすい駅であることを表現しました。 

 

 

※画像・イラストはすべてイメージです。 

※この情報は 2023年 2月現在の情報です。 

※このイベントは予告なく変更、中止する場合があります。 
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