各お店のオススメ商品をご 紹介！

20

21

金

夏祭りの 3日間は、他にも
あそんでまなべるイベントが盛りだくさん！

22

土

日

16 : 00 ー 21: 00（ラストオーダー 20:30）
DRINK

16 : 00 ー21: 00（ラストオーダー 20:30）
FOOD

Cluster

21 22

クラフト生ビール／地ビール

谷中ビアホール

千葉県産林 SPF 豚ホットドッグ／ミートボール

鳥○（とりまる）

からあげ専門店

il Ceppo & Wine Bar

ワイン（ 赤／白／スパークリング ）

クイックフーズ・ドリーム

マルシェバトン

クラフトビール「BREWDOG」

Mobile

ブルックリンダイナー

地ビール「サンクトガーレン」
／クラフトビール

ブルックリンダイナー

ジャークチキン

所沢ビール

クラフトビール「ビッチェズ・ブリュー」
「ファ
ラオ」
「マイルストン」
「ザ・キャノンボール」

Pedia̲co

ケバブ

#The Miso Fish Stand

サメバーガー／サメナゲット

メツゲライ・タモン

ソーセージ

デリカテッセン DANKE

ドイツ 100 年ソーセージ

Tiny Dinny

ホットドック／ミニドッグとおつまみプレート

流山ボンベイ

プレミアム和牛カレー／あらびきバジルソーセージ

CarneTribe

牛ハラミのステーキ

リトルジュースバー

いちごけずり

MR. CHICKEN

シンガポールチキンライス

バイエルンストゥーベ

ドイツ産樽生ビール
「ケーニッヒルートヴィッヒヴァイスビア」

Euro Barrels

ビアカクテル「グレープフルーツラドラー」／
ドイツ産生ビール／輸入ビール

FOOD

谷中ビアホール

からあげ／ポテト

浴衣でご来場いただいたお客さまをプロ
のカメラマンがその場でパシャり！LINE
のお友達登録で、写真データをすぐに
LINE にてお送りいたします。
■条件：浴衣の方

Pedia̲co

ケバブ

#The Miso Fish Stand

WAKUWAKU

サメバーガー／サメナゲット

旨からあげ／ふりふりポテト

流山ボンベイ

コシャリ屋コーピー

プレミアム和牛カレー／あらびきバジルソーセージ

コシャリ

リトルジュースバー

絹江餃子

餃子／肉巻きおにぎり

いちごけ ずり

デリカテッセン DANKE

ISTANBUL KEBAB

ケバブ

ドイツ100 年ソーセージ

WAKUWAKU

マルハチピッツァ

房総ポークの厚切りベーコンとアスパラピザ

旨からあげ／ふりふりポテト

Tiny Dinny

ホットドック／ミニドッグとおつまみプレート

寒菊銘醸

地ビール「九十九里オーシャンビール」

マルシェバトン

クラフトビール「BREWDOG」

所沢ビール

ビール「ビッチェズ・ブリュー」
「ファラオ」
「マイルストン」「ザ・キャノンボール」

バイエルンストゥーベ

ドイツ産樽生ビール
「ケーニッヒルートヴィッヒヴァイスビア」
ビアカクテル「グレープフルーツラドラー」／
ドイツ産生ビール／輸入ビール

その他出店予定のDRINK ： 地ビール「サンクトガーレン」／クラフトビール／生ビール／
輸入ビール／ハイボール／ワイン 等

柏の葉 T-SITE のお店も夏祭りに特別出店！

「もみじ市」
「東京蚤の市」などのイベ
ントを主催し、東京・調布を拠点に雑
貨店やカフェを営む手紙社が、柏の葉
T-SITE に初上陸！ 雑貨店では、イラ
ストレーターなどの作り手による紙もの
雑貨や、手仕事によるクラフト作品を展
開。また、カフェ手紙舎ではとびきりの
おいしいものをご用意いたします！

スパークリングワイン
イカ焼き

（数量限定）

宇治氷／焙じ氷／マンゴー

300円 (税込)

20 16:00ー21:00
ジャズ LIVE 「 Little Jazz Garden」

22 16:00ー16:45
体感！キッズジャズセッション

ステージで演奏される生のジャズを楽
しもう！

端材で楽器を作ってジャズセッション
に参加してみよう！

22 15:00ー15:30

22 18:00ー20:00

体感！ジャズアート

ジャズ入門講座「ドシロートジャズ」

音楽に合わせてみんなでひとつの絵を
描いてみよう！

■場所：2F ラウンジ ■定員：40 名
■料金：1,000 円

9:00-21:00
SUNNY DINER

京はやしや 焙煎工房

そのまま自由研究！空気の仕組みを学んで
世界一飛ぶ紙飛行機をつくろう！

テクノロジー

YouTuber Academy

お気に入り商品を紹介するオリジナル動画をつくろう！

22

フィジカル

ワークショップ

「自宅や公園で子どもの運動神経を高める」
親子教室 -biima sports Parentsゲームで学ぶ
「お金」
の学校
【ハピプロスクール】

探究・理数

分解！ぶんかい！？
〜バラバラにして解き明かす、地球の未来〜

探究・理数

つくろう、化石！
学ぼう、
エネルギーと地球のミライ！

ワークショップ

線香花火作りワークショップ
(初級編)(上級編)

文化・芸術

日本のコットンを紡いでみよう！
「糸つむぎワークショップ」

文化・芸術

手つむぎ糸を織ってみよう！
「手織りで創るアクセサリーワークショップ」

21 22

麦茶／サイダー／ラムネ
焼きとうもろこし／肉まん
房の駅

〝 tkids〟
で検索

来月のイベント予告！

日本酒 祭

8/18(土)ー19(日)／ 16: 00 ー 21: 00
テーマは「夏酒 × 夕涼み」。
さらりとのどを潤す、夏に美味しい日本酒を全国各地から
集めました。そんな夏の日本酒の楽しみ方をご提案。暑さ
を忘れて、一味違った夏を過ごしてみませんか？

○周辺道路の混雑が予想されます。交通公共機関をご利用ください。 ○都合によりイベントの日時や内容を変更する場合がございます。ご了承ください。

THE MEAT DUTCH

生ビール
から揚げ

café comme ca

探究・理数

(土)

tkids

ジャズと
ふれあおう！

20 21 22

お茶の香りに焙煎の香ばしさが加わったお宇
治の厳選抹茶と、香り高いほうじ茶のシロッ
プを使用した宇治氷・焙じ氷。今回は夏祭り
のためにマンゴー味も数量限定でご用意！

日本初上陸！イザという時に役立つ楽しい
野遊び術「ブッシュクラフト」
を学ぼう！

https://tkids.tsite.jp/

ラッドミュージックスクール 柏校

22日のイベントは柏の葉 T-SITE HP にて事前予約も承ります。

20 21 22

白桃やメロンなど、旬のフルーツを存分に味
わえるソースで、自分だけのオリジナルかき
氷を作ろう！盛り付けのフレッシュフルーツ
が当たる、射的（水鉄砲）のゲームも開催！

ワークショップ

詳細・ご予約はWEBサイトから

Euro Barrels

500円 (税込)

21

手紙舎

DRINK

21 22

T-KIDS シェアスクール の夏休みは、
「あそび × まなび」を
テーマに 7/21(土)ー8/31(金) まで特別プログラムが満載！
夏祭りの期間でも、ワクワクが詰まったイベントを開催します。
ぜひお越しください！

( 日)

21 22 雑貨店 13:00ー

手紙社

フランクフルト／海鮮塩焼きそば

コムサオリジナルシロップかけ放題！

■料金：500 円（税込） ■特典：浴衣の方無料

サラハウス

クイックフーズ・ドリーム

フルーツシロップかき氷

浴衣で夏祭り

フリスビーフライングピザ／ BBQピザ

からあげ／ポテト

21 22

idea
美容師によるワンコインヘアアレンジ。
おめかししてきたお祭りにぴったりの、
かわいいヘアアレンジをいたします！

フランクフルト／海鮮塩焼きそば

からあげ専門店 鳥○（とりまる）

その他出店予定のFOOD：ホットドック／ミートボール／アイス／焼肉／たこ焼き／
レバーペースト／スモークナッツ／ジャークチキン 等

柏の葉 T-SITE メインテラスで開催する特別イベントをご紹介！
21 22 16:00ー19:00

Cluster

ドラフトビール樽生「谷中ドライ」
「谷中ビール」

Mobile

PIKC UP

各イベントの詳細・最新情報は HPよりご 確認いただけます

