
 

２０１９年 6 月 20 号 

今月のイベント出店情報 

 
 
 
  

日付 
イベント 

（開催場所） 
営業時間 

6/2（日） 
代官山朝市 

（代官山 t-site） 
07：00-11：30 

6/9（日） ポラス体感すまいパーク

柏 
10：00-16：00 

6/15（土） 

-6/16（日） 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

6/16（日） 
代官山朝市 

（代官山 t-site） 
07：00-11：30 

6/22（土） 

-6/23（日） 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

6/28（金） 

7/7 

有楽祭 

（交通会館ピロティ付近） 
17：15-21：00 

6/29（土） 

6/30（日） 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 
 

毎年シーズン毎に開催されている【オンワード

樫山ファミリーセール】のキッチンカーエリアの

マネジメントを弊社が担当しています。弊社オ

ーナーによる選りすぐりの見た目も商品も素敵

なキッチンカーが各日3 台ずつ日替わりで出店

しています♪ 

 

オススメのキッチンカーは【初めてのバナナ】で

す！バナナを丸ごと一本使った濃厚【バナナジ

ュース】がくせになります。また、今回から麻布

レストラン、ピエトロのキッチンカーが出店する予

定です。 

 

【カフェ・プラネット・ショコラ】ももちろん出店しま

す。セール会場に入らなくても立ち寄れます。

是非ご来店ください。 

 

王室御用達【ラーデベルガー】

販売開始しました！ 
100 年以上前、ザクセン王により【王の飲み物】と認定され

たドイツビールです。ボトルネックに付いたザクセン王家の紋

章がその歴史を物語っています。ラーデベルガーは心地よ

い独特な苦みとどっしりとしたコクが特徴です。暑い夏に最適

な商品です。ご賞味くださいませ。 

 

ラーデベルガー 

600 円 



今年も出店します 

有楽祭～有楽町で逢いましょう～ 
 

6 月 28 日（金）～7 月 7 日（日）の 10 日間【有楽祭】が開

催されます！毎年、交通会館をあげての大イベント！日頃

の感謝を込めて様々なイベントが開催されます。 

毎年恒例の【ガチャポン】や【大演芸場】も開催予定です。 

 

中でも大変盛り上がる前夜祭【有楽祭で逢いましょう】に去

年も引き続き出店が決定致しました！去年はこのイベント

のためにスペシャルメニューをご用意しました。大変好評

で、今年も引き続き定番ドリンクメニュー、ヨーロピアンブレ

ッドはもちろんオリジナルドリンクを提供予定です。またいつ

もの停車位置ではなくサンプリングエリアの場所、交通会館

正面に移動します。 

 

このイベントは交通会館内の飲食店がピロティ付近に臨時

出店し、全国各地の物産館から美味しいお酒がたくさん提

供される、飲める食べるイベントです。今年のライブステー

ジは昭和歌謡曲ＭＩＸ【ＤＪフクスケ】、【早稲田大学 JAZZ

バンド】、【フラダンス】そして 3 年連続のオオトリは【テツ and

トモ】が予定されていますよ。 

 

開始時間 17 時から 22 時までなのでお仕事帰りに是非お

立ち寄りください。美味しいお酒、おつまみをもって有楽祭

で盛り上りましょう♪ 

  

ポラス体感すまいパーク 
 

6 月 9 日（日）10:00-16：00 までポラス体感

すまいパークにてパンとドリンクを無料で提供

します。 

メニューは一番人気のあんこクロワッサンとド

リンク数種類を提供します。 

 

【ポラス体感すまいパーク】はポラスグループ

の注文住宅 4 ブランドのモデルハウスが一度

に見られる単独住宅展示場です。 

船橋と柏に 2018 年 9 月にオープンしまし

た。家づくりをしたいけど何から始めたらよい

かわからないお客様に、人気のデザイン、家

事導線や素材の肌触り、土地探しなど「家づ

くりのぜんぶ」を探して試せます。 

 

ポラスグループのみの住宅展示場となりま

す。色んなタイプの一軒家を見学できるチャ

ンスです。是非お立ち寄りください。 

 

住所 〒277-0852 柏市旭町 8-2-10 

TEL 04-7195-0111 

HP  http://www.polus-ie.jp/park/ 

 

 

 

パンの販売以外にもキッチンカーの相談、冷凍パン生地の卸売、独立開業のサポートなどを承って

おります。ご遠慮なくお問い合わせください。 
カフェ・プラネット・ショコラ 有楽町店 
〠100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 交通会館ピロティ 1F 
カフェ・プラネット・ショコラ 銀座店 
〠104-0061 東京都中央区銀座 8-18-11 銀座 OGURA ビル 1F XOCO 株式会社 
TEL：03-6264-3722  FAX： 03-6264-3723 
HP：http://planetechocolat.jp 

Facebook: ＠CafePlaneteChocola @XOCOInc 

http://planetechocolat.jp/


 

２０１９年 6 月 20 号 

今月のイベント出店情報 

 
 
 
  

日付 
イベント 

（開催場所） 
営業時間 

6/2（日） 
代官山朝市 

（代官山 t-site） 
07：00-11：30 

6/9（日） ポラス体感すまいパーク

柏 
10：00-16：00 

6/15（土） 

-6/16（日） 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

6/16（日） 
代官山朝市 

（代官山 t-site） 
07：00-11：30 

6/22（土） 

-6/23（日） 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

6/28（金） 

7/7 

有楽祭 

（交通会館ピロティ付近） 
17：15-21：00 

6/29（土） 

6/30（日） 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

オンワード樫山 

夏のファミリーセール 
 

毎年シーズン毎に開催されている【オンワード

樫山ファミリーセール】のキッチンカーエリアの

マネジメントを弊社が担当しています。弊社オ

ーナーによる選りすぐりの見た目も商品も素敵

なキッチンカーが各日3 台ずつ日替わりで出店

しています♪ 

 

オススメのキッチンカーは【初めてのバナナ】で

す！バナナを丸ごと一本使った濃厚【バナナジ

ュース】がくせになります。また、今回から麻布

レストラン、ピエトロのキッチンカーが出店する予

定です。 

 

【カフェ・プラネット・ショコラ】ももちろん出店しま

す。セール会場に入らなくても立ち寄れます。

是非ご来店ください。 

 

王室御用達【ラーデベルガー】

販売開始しました！ 
100 年以上前、ザクセン王により【王の飲み物】と認定され

たドイツビールです。ボトルネックに付いたザクセン王家の紋

章がその歴史を物語っています。ラーデベルガーは心地よ

い独特な苦みとどっしりとしたコクが特徴です。暑い夏に最適

な商品です。ご賞味くださいませ。 

 

ラーデベルガー 

600 円 



今年も出店します 

有楽祭～有楽町で逢いましょう～ 
 

6 月 28 日（金）～7 月 7 日（日）の 10 日間【有楽祭】が開

催されます！毎年、交通会館をあげての大イベント！日頃

の感謝を込めて様々なイベントが開催されます。 

毎年恒例の【ガチャポン】や【大演芸場】も開催予定です。 

 

中でも大変盛り上がる前夜祭【有楽祭で逢いましょう】に去

年も引き続き出店が決定致しました！去年はこのイベント

のためにスペシャルメニューをご用意しました。大変好評

で、今年も引き続き定番ドリンクメニュー、ヨーロピアンブレ

ッドはもちろんオリジナルドリンクを提供予定です。またいつ

もの停車位置ではなくサンプリングエリアの場所、交通会館

正面に移動します。 

 

このイベントは交通会館内の飲食店がピロティ付近に臨時

出店し、全国各地の物産館から美味しいお酒がたくさん提

供される、飲める食べるイベントです。今年のライブステー

ジは昭和歌謡曲ＭＩＸ【ＤＪフクスケ】、【早稲田大学 JAZZ

バンド】、【フラダンス】そして 3 年連続のオオトリは【テツ and

トモ】が予定されていますよ。 

 

開始時間 17 時から 22 時までなのでお仕事帰りに是非お

立ち寄りください。美味しいお酒、おつまみをもって有楽祭

で盛り上りましょう♪ 

 

ポラス体感すまいパーク 
 

6 月 9 日（日）10:00-16：00 までポラス体感

すまいパークにてパンとドリンクを無料で提供

します。 

メニューは一番人気のあんこクロワッサンとド

リンク数種類を提供します。 

 

【ポラス体感すまいパーク】はポラスグループ

の注文住宅 4 ブランドのモデルハウスが一度

に見られる単独住宅展示場です。 

船橋と柏に 2018 年 9 月にオープンしまし

た。家づくりをしたいけど何から始めたらよい

かわからないお客様に、人気のデザイン、家

事導線や素材の肌触り、土地探しなど「家づ

くりのぜんぶ」を探して試せます。 

 

ポラスグループのみの住宅展示場となりま

す。色んなタイプの一軒家を見学できるチャ

ンスです。是非お立ち寄りください。 

 

住所 〒277-0852 柏市旭町 8-2-10 

TEL 04-7195-0111 

HP  http://www.polus-ie.jp/park/ 

 

 

パンの販売以外にもキッチンカーの相談、冷凍パン生地の卸売、独立開業のサポートなどを承って

おります。ご遠慮なくお問い合わせください。 
カフェ・プラネット・ショコラ 有楽町店 
〠100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 交通会館ピロティ 1F 
カフェ・プラネット・ショコラ 銀座店 
〠104-0061 東京都中央区銀座 8-18-11 銀座 OGURA ビル 1F XOCO 株式会社 
TEL：03-6264-3722  FAX： 03-6264-3723 
HP：http://planetechocolat.jp 

Facebook: ＠CafePlaneteChocola @XOCOInc 

http://planetechocolat.jp/

