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 東武百貨店 船橋店 6 階イベントプラザでは、11/22(木)～27(火)まで「船橋コーヒータウン化計画」がプロデュースする「船

橋コーヒーフェスティバル 2018」を開催します。“コーヒーで豊かな暮らしを”をテーマに、船橋市内や近隣の市から個性あふれるコ

ーヒー店が 16店舗集結するコーヒーの祭典です。昨年 11月には 1日限定のイベントとして開催し、コーヒー店 8店舗、フード 3

店舗が出店しました。バリスタ世界チャンピオンのトークショーやコーヒーの飲み比べができるコーヒーパスポートが好評を博し、約

2,000杯のコーヒーを販売しました。本年はより多くのお客様にご来場いただけるよう、会期を 6日間に拡大して開催します。コー

ヒーや豆はもちろんコーヒーによく合うパンやスイーツなどのフード、コーヒーミルなどのグッズも充実させ、コーヒーを中心とした豊かな

「食」の時間を提案します。イベントの詳細が決定しましたのでお知らせします。 

※「船橋コーヒータウン化計画」とは･･･PHILOCOFFEA ROASTERY＆LABORATORY オーナーの梶真佐巳氏が発起人となり、「コーヒーで笑顔あふれる

街を」というスローガンのもとに発足。船橋を中心に活躍するコーヒー店が参画し、2016年から「船橋珈琲フェスティバル」などのイベントを開催しています。 

 

 イベント詳細決定！！                                                           

ご自宅でもコーヒーを楽しむ秘訣をプロが教えるイベントを日替わりで開催します。バリスタ世界チャンピオンも来場。 

■イベントスケジュール 

日時 タイトル 内容 講師 参加費 

11/22(木) 

15:00 
コーヒーの淹れ方講座 

誰でも美味しく淹れられる「4：6 メソッド」を解説 

 ※事前予約制 

PHILOCOFFEA 

保立氏 
2,000円 

11/23(金)～24(土) 

10:00～19:30 

コーヒーミル実演販売会 

by 東急ハンズ新宿店 

初めての方向けから本格的なプロ使用のミルま

で、様々なコーヒーミルが集合 
― ― 

11/23(金) 

11:00～12:00 

世界最高峰のコーヒー豆 

カッピング体験 

収穫後のコーヒーチェリーの発酵をコントロールして

新たな付加価値をつけた最高のコーヒーを紹介 

PHILOCOFFEA 

長崎氏 
1,000円 

11/23(金) 

16:00～17:30 
コーヒーカクテルタイム 

爽やかで全く新しいスタイルのコーヒーカクテルをご

用意 

PHILOCOFFEA 

宮本氏 
2,000円 

11/25(日) 

11:00／15:00 
シュトーレンの楽しみ方 美味しい食べ方やコーヒーとのペアリングを紹介 

ベーカリーハイジ 宮下氏 

PHILOCOFFEA 梶氏 
― 

11/26(月) 

11:00／14:00 
ラテアートパフォーマンス 

人気のラテアートで、来年の干支の「亥」などをショ

ー形式で描く 

Warm Heart Coffee 

山﨑氏 
― 

11/27(火) 

11:00／14:00 
エアロプレスパフォーマンス 

トップバリスタも注目のエアロプレスの使い方を披

露 

Warm Heart Coffee 

山﨑氏 
― 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 
 

＜続報＞イベントの詳細決定！コーヒーで豊かな暮らしを！  

「船橋コーヒーフェスティバル 2018」11/22 から開催 

 
 

東武百貨店 船橋店 

 

※写真は全てイメージです 

コーヒーミル実演販売会 シュトーレンの楽しみ方 ラテアートパフォーマンス  エアロプレスパフォーマンス 
    



 
 

株式会社 東武百貨店 船橋店 

  

■チャンピオンのバリスタパフォーマンス 

ブリュワーズカップチャンピオンの粕谷哲氏が、今年挑戦したジャパンバリスタチャンピオンシップ 

で披露したパフォーマンスを再現します。 

  ・11/24(土) 11:00／15:00(各回約 40分) 

  ・観覧無料 

  ・粕谷バリスタの淹れたスペシャルコーヒーが実際に飲める最前列スペシャルシート 

   3,000円 (事前予約制／各回 4名) 

 

「世界チャンピオンの新たな挑戦」 

バリスタの大会には現在大きく 2 つの大会があります。一つはマシンを使わない、家庭でも実践可能な道具を使ったブリュ 

  ワーズカップ。粕谷氏は 2016年の大会で世界チャンピオンに輝きました。そしてもう一つの大会が本格的なエスプレッソ 

  マシンを使ったバリスタチャンピオンシップです。こちらの日本人世界チャンピオンは過去 1名（2014年 井崎英典氏） 

のみで、両方の大会でのチャンピオンタイトルを持っているバリスタは全世界でも存在しません。粕谷氏は 2018年から、 

2 つ目のタイトルを狙いに始動しました。残念ながら 9月のジャパンバリスタチャンピオンシップ準決勝大会で敗退してしま 

いましたが、今回はこの準決勝で披露されたパフォーマンスを、粕谷氏のプレゼンと合わせてお楽しみいただけます。 

 

 飲み比べて楽しむコーヒーパスポートを販売                                                

 各店のおすすめのコーヒーが楽しめるコーヒーパスポート(回数券)を販売します。 

ご家族でシェアしても、毎日 1杯ずつでもお楽しみいただけます。また、オリジナル 

カップ付きのチケットもご用意しました。オリジナルカップで飲み比べるのもおすすめ。 

11/21(水)まで 6階 イベントプラザにてお得な前売り価格で販売しています。 

参加各店舗でも販売中。(詳しくは各店舗にお問い合わせください) 

・コーヒーパスポート 6杯  1,500円(前売り 1,300円)／12杯 2,800円(前売り 2,500円) 

 ・飲み比べ用カップ付きコーヒーパスポート 6杯  2,200円(前売り 2,000円)／12杯 3,500円(前売り 3,200円) 

 

 コーヒーによく合うフードも充実                                                       

 コーヒーによく合うパンやスイーツなどのフードも充実。本イベント限定メニューも登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

・〔ベーカリーハイジ〕 フルーツシュトーレン・チョコシュトーレン 各 2,200円 

 ドイツの伝統的なクリスマスのお菓子、シュトーレンもおススメ。1 ヶ月以上熟成させた本格的な味をお楽しみいただけます。 

・〔ケーキとパンのお店ソレイユ〕 サバラン・ティラミス・ユーベル 594円 

当イベントにも出店する老舗コーヒー店〔Coffee&Canzume Bar YuBel〕とのコラボ商品。 

・〔アジアンバルmae963(クロサン)〕 コーヒー香るガパオピタパン 各 540円 ※画像は 2人前です。 

 コーヒー香るオリジナルガパオをピタパンにはさみました。また、コーヒーラーメンなど限定メニューもご用意。 

 

 

   

粕谷哲氏 

〔ベーカリーハイジ〕 〔ケーキとパンのお店ソレイユ〕 〔アジアンバルmae963(クロサン)〕 

飲み比べ用オリジナルカップ 
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※店舗により出店期間が異なります 

■コーヒー 

店舗名 初出店 所在地 店舗紹介 

PHILOCOFFEA ROASTERY ＆ LABORATORY  船橋市 コーヒータウン化計画発起人の梶氏らが手掛ける店 

アダチコーヒー  船橋市 新鮮なコーヒー豆を販売している珈琲焙煎専門店 

Warm Heart Coffee  船橋市 究極の贅沢水出しのアイスコーヒーがおすすめ 

Coffee&Canzume Bar YuBel  船橋市 アルコールを使ったコーヒーカクテルが自慢 

SPROUT COFFEE STAND ○ 船橋市 老若男女が気軽に集まる路地裏のコーヒースタンド 

BROWN SOUND COFFEE  習志野市 お客様を温かく包み込むコーヒーを提供 

竜と月 ○ 船橋市 香り高いサイフォンコーヒーなどを丁寧に淹れています 

kakuya coffee stand  船橋市 人と人が“珈琲”というツールで出会うコーヒースタンド 

かんぶつとコーヒーのお店 まるに商店 ○ 市川市 かんぶつの食料品店とスタンドカフェを併設した店 

aconacoffee ○ 千葉市 千葉を中心にラテアートで活動 

自家焙煎珈琲 Cafe ふくろう  八千代市 甘みがあって、キレがあり、冷めても美味しい珈琲を提供 

Hatch Coffee Roastery ○ 船橋市 「おうちコーヒー、楽しもう」がコンセプトのビーンズショップ 

Cafe The World ○ 習志野市 ラテアート世界大会出場のバリスタとパティシエの店 

COFFEE STAND BEAT BEANS ○ 船橋市他 コーヒースタンドバイクによる移動カフェ 

純喫茶シノダ ○ 稲毛区 コーヒーそのものを感覚的に楽しめないかと考えた喫茶店 

カフェ&ダイニング シーズニングテーブル ○ 八街市 こだわりのコーヒーと多国籍料理が味わえる店 

■フード 

8days Cereal  船橋市 オリジナルのホームメイドシリアルを製造・販売 

アジアンバル mae963 ○ 船橋市 アジアン創作料理専門店、コーヒーを使った限定メニューも 

ベーカリーハイジ  白井市 北海道小麦・天然酵母のパンが自慢 

菓子工房 アントレ  船橋市 出来立て新鮮、季節と地元を大切にする洋菓子店 

御菓子司 扇屋  船橋市 「見て綺麗で、食べて美味しい和菓子を」がテーマ 

ケーキとパンのお店ソレイユ ○ 船橋市 パングランプリ東京 2017 でグランプリを獲得 

キモズハワイ  ― ハワイの名物マラサダやポップコーンを販売 

アルトポンテ ○ 船橋市 地元の牧場直送の牛乳を使った手作りジェラート 

■グッズ 

FBC インターナショナル ○ ― 美味しいコーヒーを淹れるために欠かせないグッズを展開 

東急ハンズ 新宿店 ○ 東京都渋谷区 11/23・24限定でコーヒーミル実演販売会を開催 

IKEA Tokyo-Bay ○ 船橋市 コーヒーの関連雑貨・スウェーデンのお菓子を販売 

 

 

 

 

 

 

 

※掲載内容が変更となる場合があります。ご報道前に広報担当へお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。 

  株式会社 東武百貨店 船橋店 〒273-8567 船橋市本町 7-1-1 

●報道関係者様お問合せ・・・販売推進部 広報担当（堀合
ほりあい

） 直通 TEL：047-424-3915 FAX：047-423-1999 

 

別紙 出店予定店舗一覧 

開催概要 

タ イ ト ル ： 船橋コーヒーフェスティバル 2018 

日 時 ： 2018年 11/22(木)～27(火) 10:00～19:30 ※最終日は 18:00 まで 

会 場 ： 東武百貨店 船橋店 6階イベントプラザ 

出 店 数  ： コーヒー16店舗、フード 8店舗、グッズ 3店舗 (期間合計)   

  

 

 

 


