
  

PRESS RELEASE    

       2012年 11月 21日 

ピノキオプロジェクト 2012実行委員会 
 

11 月 23 日勤労感謝の日、約 500 名の子どもが 68 種類の職業体験 

「柏の葉キャンパスシティ ピノキオプロジェクト 2012」詳細プログラム発表 

～柏の葉小学校と連携した給食開発や、謎解きワークショップなどを初実施～ 

 

三井不動産レジデンシャル株式会社や三井ショッピングパークららぽーと柏の葉、柏の葉アーバンデザインセ

ンター（UDCK）などで組織するピノキオプロジェクト 2012 実行委員会は、2012 年 11 月 23 日（金・勤労

感謝の日）に開催する職業体験イベント「柏の葉キャンパスシティ  ピノキオプロジェクト 2012」の詳細プ

ログラムを発表します。 

 

ピノキオプロジェクトとは、「子どもは街で育てよう！」のコンセプトのもと、つくばエクスプレス・柏の葉キ

ャンパス駅周辺を舞台に、2007 年から開催している独自の教育プログラムです。ピノキオのコスチュームを着

た子どもたちが地元の花屋やカフェ等で職業体験を行い、体験後には地域独自の仮想通貨「Pi（ピ）」が給料と

して支給され、地域の協力店舗で使用することができます。職業体験のほか、体験型のワークショップや子ど

もたちのステージ発表なども実施します。 

 

イタリアのアーティストで教育者でもあるエドアルド・マラジジ氏が提唱する「子どもは試行錯誤を通じて成

長する」という理念を基にデザインされたアートプログラムでもあり、グッドデザイン賞やイギリスの国際的

なデザイン賞「D&AD Global Awards 2009」の銅賞を受賞するなど、地域内外から高い評価を得ています。 

                 本年初実施となる主な見どころ                  

●ピノキオ食堂 ～柏市立柏の葉小学校の児童と共同開発～ 

柏の葉小学校の児童、柏の葉駅前のレストラン「オークビレッジ柏の葉」、

UDCK に関わる住民とスタッフが共同開発した「給食メニュー」を、一日

限定で発売します。「かしわの葉ごはん」「カブの白いスープ」「みかん」「牛

乳」を、給食らしくアルミトレーに載せて提供します。このメニューは、

柏の葉小学校の給食としても提供されました。 

●ピノキオ郵便局 ～みどり台郵便局がピノキオ初参加～ 

子どもたちが保護者へ感謝の気持ちを込めた手紙を送るプロジェクトです。

ペットボトルや卵パックを利用した容器に手紙と木の実やビーズなどを詰

め、実際の郵便物として切手を貼って郵送します。 

●アーティスト高橋信雅 謎解きワークショップ 

ららぽーと柏の葉内の複数の店舗に「おばけ」を出現させ、そのおばけの

側にある「ひらがな」を集めることで謎が解ける体験型ワークショップで

す。正解を導き出すと、イラストレーターである高橋信雅氏が直筆で好き

な絵を書いてくれる特典があります。 

●ピノキオ・オン・ステージ 

ららぽーと柏の葉内の野外ステージにて、子どもたち出演するファッショ

ンショーや新体操、ダンス等の発表を行います。また、この模様は、柏の

葉地域のインターネット放送局「K-Stream」にて生配信します。 



  

 「柏の葉キャンパスシティ ピノキオプロジェクト 2012」開催概要  
 

■日 程 

2012 年 11 月 23 日（金・勤労感謝の日）※雨天決行 

■時 間 

10：00～17：00（仕事の受付は 10：00～15：00＊仕事がなくなり次第終了） 

■内 容 

●ピノキオワーク（職業体験） 

●ピノキオマルシェ（柏の葉地域の特設定期市「マルシェコロール」と連動した、子どもたちの働く市場） 

●ピノキオ食堂（市民と地域が協力してレシピ開発に取り組むプロジェクト） 

●ピノキオ・オン・ステージ（子どもたちがファッションショー、新体操、ダンス等を行うステージ） 

●地域参加プログラム（地域企業が参加し、子どもたちに様々な体験を提供。千葉銀行、京葉銀行、三井不動産レジデンシャ

ル、郵便局が参加） 

■会 場 

つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅周辺 

（柏の葉アーバンデザインセンター、千葉銀行柏の葉キャンパス支店、パークシティ柏の葉キャンパス一番街、三井ショッピング

パークららぽーと柏の葉） 

■料 金 

［入場］ 無料、申込不要 ／［職業体験の参加］ 参加料 300 円/回、当日会場にて申込 

■対 象 

職業体験は小学生以上、入場は自由 

■主 催 

ピノキオプロジェクト 2012 実行委員会 

（三井不動産レジデンシャル株式会社、三井ショッピングパークららぽーと柏の葉、柏の葉アーバンデザインセンター、特定非営

利活動法人NPO支援センターちば、スパイラル/株式会社ワコールアートセンター、株式会社読売広告社） 

■U R L 

http://www.udck.jp/event/002071.html 

■問い合わせ 

ピノキオプロジェクト 2012 実行委員会 ［TEL］050-3697-4773 ［WEB］http://www.udck.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ピノキオマルシェの様子 独自の仮想通貨「Pi（ピ）」 



  

【参考資料 ピノキオワーク一覧】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 店名 店舗内容 体験内容

1階

1
Food campus Tokyu Store
（東急ストア）

スーパー アメの詰め放題の販売。品出し、売場掃除など

2 ドンク パン パンの試食と販売

3 Aalsmeer お花 クリスマス　ミニアレンジメントの製作、販売

4 AMA アクセサリー 品渡し、アクセサリー並べ、販売のお手伝いなど

5 無印良品 食べ物、雑貨 挨拶の練習。店頭で試食の準備、デモ、後片づけなど

6 ラージサイズ su*pu*re 洋服 挨拶、接客用語の練習、洋服の整理、商品お渡し

7 ザ･ボディショップ 化粧品 呼び込み・ウェルカムデモ・清掃・商品お渡し

8 JOKER'S DINING レストラン テーブル片付け、犬用食器洗浄、テラス掃除など

9 ペットハートステーション ペットショップ 商品お渡しなど販売のお手伝い。時間によって犬、猫との触れ合い

2階

10 ピノキオ銀行（京葉銀行） 銀行 窓口ご案内、お給料の支払い、お札の数え方など

11 ピノキオ郵便局 郵便局 送付方法の説明、重量計測、郵便番号検索などの発送業務

12 マネキンにチャレンジ！ 宣伝 お店の商品を持って、店頭でマネキンになり宣伝する

13 オペレーションセンター 安全管理 館内巡回、フロアガイドの補充、無線体験など

14 セキュリティオフィス 安全管理 巡回業務および監視カメラ体験、設備点検業務など

15 ミニエキスプレス 駅員 ミニエキスプレスの乗降サポートや走行安全を確認する

16 anyFAM & anySiS 洋服 トルソーの着せつけ、コーディネート提案など

17 日ノ出屋洋品店 洋服 品だし・袋詰め・陳列・商品お渡し、くじびき担当など

18 RAGEBLUE / Heather 洋服 挨拶、洋服の整理整頓、商品お渡しなど

19 インフォメーション 案内 ベビーカーの貸し出し、アナウンス、館内巡回など

20 オンステージ イベント ちらし配り、ステージMC、出演者紹介など

21 ファッションショー モデル 12:45〜/14:45〜センタープラザのファッションショーに出演

22 ファッションショー イベント MC、音響、ディレクター、カメラマンになってショーをサポート

23 帽子屋Flava 帽子 呼び込み、掃除、POPづくり、商品お渡しなど

＜ららぽーと柏の葉＞



  

3階

24 Books KaBoS 本 品だし、本の整頓、商品お渡しなど

25 タリーズコーヒー カフェ 店頭で試飲と販売

26 ふうりん堂 駄菓子 特別100円パック詰め。レジ横でくじびきを担当

27 東武トラベル 旅行会社 パンフレットのスタンプ押し、呼び込みやパンフレット配り

28 MDAYS 文房具 ベスト10カードの製作と設置。レジの補佐・清掃・整理・品出しなど

29
ららぽーと柏の葉歯科
クリニック

歯医者 石膏で型取り、模型をつくる

30 クラフトハートトーカイ 手芸品 スウィーツデコのフルーツカット、ビーズのカウント

31 ベアハグ マッサージ 呼び込み、チラシ配布、施術室まで案内など

32 鎌倉パスタ レストラン ご挨拶、下駄箱案内、おすすめメニューを紹介など

4階

33 MOVIX 映画館 ブランケットやチャイルドシート貸し出し、掃除、上映確認など

34 カーシェアリング まちづくり 街中でのスマートな移動紹介サポート

35 AMO ITARIA オリーブオイル オリーブオイルをフランスパンで試食

36 柏の葉はちみつクラブ はちみつ はちみつの販売とプラ板づくりのお手伝い

37 柏たなか農園 野菜 野菜くじ引きのお手伝い

38
ジャパンユアサファーム／
ニッポン食堂

八百屋・弁当 野菜やお弁当の販売お手伝い

39 Mike's Hotdog ホットドッグ ホットドッグの販売お手伝い

40 和食処栄亭 お弁当 お弁当の販売お手伝い

41 ケバブピタ ケバブ ケバブの販売お手伝い

42
生活協同組合パルシステム千葉・
柏センター

生協 キャラクターのぬりえや風船で宣伝活動

43 ミート工房かわば 山賊焼き 接客や販売のお手伝い

44 片野煎餅店 せんべい 試食販売のお手伝い

45 マスヤ酒店 飲料 駄菓子、ドリンクの移動販売

＜ピノキオマルシェ＞

パークシティ柏の葉キャンパス一番街エントランスパティオ外

パークシティ柏の葉キャンパス一番街エントランスパティオ内

 
 



  

46 みちのくマルシェ 食品 被災地支援で三陸の商品販売お手伝い

47 ルシェーヌ化粧品 化粧品 化粧品の展示、販売のお手伝い

48 嘉楽土 雑貨 器や布製品の販売お手伝い

49 フランス菓子 ルメール 洋菓子 「柏の葉パイ」の移動販売

50 会津笹屋 和菓子 和菓子の試食販売お手伝い

51 青空キッチン ワークショップ ツリーアレンジメントの販売お手伝い

52 ゆきぐに直売所 ワークショップ 俵(たわら)づくり、作品の販売

53 Mimosa House<ミモザハウス> ワークショップ クリスマスリースの制作・販売のお手伝い

54 みちよつもと ワークショップ ブローチなどのアクセサリー製作のお手伝い

55 こふぐの缶バッヂ屋 ワークショップ 缶バッジづくりと販売のお手伝い

56 にがおえ雑貨BeHappy!! ワークショップ イラストレーター見習いとカード制作・販売

57 mom'shouse お花 お花の苗の説明・販売

58 ホワイトコスモス 雑貨 雑貨の袋入れ、販売のお手伝い

59 ファクトリー佐々木 雑貨 雑貨販売のお手伝い

60 AGORA レストラン 席ご案内、配膳など、おもてなしをお手伝い

61
まごころキッチン
コンパーレ コマーレ

ピザ ピザ販売のお手伝い

62 Smile Kebab ケバブ ケバブの販売お手伝い

63 一誠堂 カレー カレー販売のお手伝い

64 ピノキオ食堂 レストラン 盛りつけや配膳、注文受付、テーブル清掃、呼び込みなど

65 えいごカフェ柏の葉 ワークショップ カフェのお手伝い

66 ピノキオクリーンスタッフ 資源回収 ピノキオゴミステーションで、資源別の分類ややり方をサポート

67 ピノキオ銀行（千葉銀行） 銀行 窓口ご案内、お給料の支払い、お札の数え方など

68 柏の葉ライフミュージアム
マンション
パビリオン

店長になって来場者へご挨拶し、施設内を案内する

その他

ららぽーと柏の葉屋外

柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）

 
 


