
 

 

2021 年 10 月 1 日 

株式会社西武プロパティーズ 

 株式会社西武プロパティーズ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：上野 彰久）が運営・管理を行う商業施設

西武本川越ペペの施設前広場において、2021 年 10 月 16 日（土）に 2 回目となる「西武本川越ペペ ファーマーズマ

ーケット」を開催いたします。地元川越の生産者や事業者をはじめ、西武本川越ペペの出店者や川越プリンスホテルなど前回

より参加店舗を増やし、約 20 店舗が出店いたします。 

また、西武本川越ペペは今年で開業 30 周年を迎えます。日頃のご愛顧と感謝の気持ちを込め、10 月 16 日（土）か

ら「30th Anniversary」として様々なイベントを実施いたします。 

詳細は以下のとおりです。 

 

■「西武本川越ペペ ファーマーズマーケット」地産地消を通して地域の魅力を再発見 

昨年、ウィズコロナにおける課題解決の新たなチャレンジとして「西

武本川越ぺペ ファーマーズマーケット」を開催し、コロナ禍により販売

機会が減少している地域事業者の販売機会を創出することで、フ

ードロスの削減、および川越産農産物の地産地消に向けての取り

組みを行い、多くのお客さまにご来場いただきました。 

また、西武本川越ぺぺは 1991 年 9 月の開業以降、地域密着

型の商業施設として、川越の街、そして地域の皆さまに支えられ今

年で 30 周年を迎えます。30 年分のありがとう！を伝えるべく、“地

域に対する新たな役割創出と機能強化”を目的に地域と連携した

様々な企画を実施いたします。その一環として、本イベントを開催す

ることで、川越の魅力をアピールするとともに、地域経済の活性化、

地域コミュニティ醸成の一翼を担ってまいります。 

～昨年に続き 2 回目の開催！川越エリアの地元生産者・飲食店を応援‼～ 

10 月 16 日(土)『西武本川越ペペ ファーマーズマーケット』開催 

【同時期開催】西武本川越ペペ 30th Anniversary 

今回出店者 

（上：古谷本郷米販売組合／下：たばちゃん農園） 

前回実施の様子（2020 年 9 月 19 日（土）） 



 

「西武本川越ペペ ファーマーズマーケット」概要                                              

1. 開催日時 

2021 年 10 月 16 日（土）9:00A.M.～2:00P.M.（売切次第終了） 

※小雨決行、荒天中止 

2. 会場 

西武本川越ペペ 1F ペペ広場  

3. 出店者（予定） 

地元生産者 販売予定品目 

小野文製茶 河越茶、河越紅茶、 

抹茶入り玄米茶 ほか 

たばちゃん農園 季節の野菜 

赤一商店 ほうれん草、小松菜、 

キャベツ、かぶ ほか 

川越いちご園すじの いちごジャム、 

いちごシャーベット 

古谷本郷米販売組合 お米（コシヒカリ、彩のきず

な、ミルキークィーン） 

川越産農産物 

ブランド化連絡会 

いも茶（ティーバッグ）、

芋菓子ほか 

＠FARM 農産物（野菜）、 

加工品（パスタソース・ケ

チャップほか） 

 

 

 

4. 特設 WEB サイト 

http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/special/market2110/  

※公開日時：2021 年 10 月 13 日（水）予定 

5. 新型コロナウイルス感染防止対策について 

新型コロナウイルス感染防止にご協力をお願いします。 

●ご来場の際は、マスク着用をお願いいたします。 

●なるべく短時間でのご利用、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 

●入口にて手指消毒・検温を実施いたします。37.5℃以上の熱がある方、体調の優れない方のご入場はお断り 

  させていただきます。 

●感染予防の観点から会場内に飲食スペースはございません。予めご了承ください。 

※詳しくは西武本川越ぺぺ HP をご覧ください。  http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/event/?id=3858 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うイベント開催制限の状況等により、内容を変更、中止する場合があります。 

地元飲食店 販売予定品目 

六軒町バル MISMO ベトナム風サンドイッチ 

バインミー 

STEAK & CURRY 66 ビーストライス、ステーキ丼ほか 

HIDEAWAYDINING 

555 

ソーセージ、燻製ベーコンほか 

川越醤油らーめん 

実行委員会 

小麦を味わう 

厚皮川越醤油餃子 

Brighton café 生パスタ、ソーセージ 

GRILL&DINING32 野菜たっぷりスープ、低温調

理 3 種盛り（牛・豚・鶏） 

ベーカリークレープ 川越野菜のフォカッチャ、 

クロワッサンブールほか 

COFFEE POST コーヒー 

東京マカプレッソ 川越店 マカロン・ジュース 

西武本川越ペペ出店者 販売予定品目 

無印良品 Café＆Meal MUJI 

(サイダー・メロンソーダ） 

水ボトル、ノンカフェイン飲

料 

川越プリンスホテル 販売予定品目 

川越プリンスホテル 小野農園の野菜と県産豚 

肉入りカレーライス 

http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/special/market2110/
http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/event/?id=3858


 

西武本川越ぺぺで同時開催イベント「30th Anniversary」（一部内容を抜粋）                       

■ SEIBU PRINCE CLUB 会 員 さ ま 限 定 30th 

Anniversary 応募式抽選会 

【開催期間】10 月 16 日（土）～11 月 5 日（金） 

期間中、各店で配布する応募用紙に、500 円ごとのお買

いあげ（税込・合算不可）で１スタンプをプレゼントし、スタ

ンプ６つ集めて応募 BOX（1F 中央口）に投函いただくと

抽選で賞品をプレゼント。 

 

■LINE 友だち限定 プリンスポイント 30 ポイントプレゼ

ント！ 

【開催期間】10 月 16 日（土）～11 月 5 日（金） 

期間中、西武本川越ぺぺ公式 LINE 配信のクーポンと、

SEIBU PRINCE CLUB の会員証（カード・アプリ・Web）

を１F 西武プリンスクラブカウンターでご提示いただくと、プリン

スポイント 30 ポイントをプレゼント。 

  

■川越市市制施行 100 周年「時をつなぐ 未来をつぐむ

まち」QR スタンプラリー 

【開催期間】10 月 30 日（土）～11 月 30 日（火） 

西武本川越ぺぺ、川越プリンスホテル、西武鉄道本川越駅

をめぐる QR スタンプラリーを実施。全 5 問正解者には、クリ

ア特典クーポンが発行されます。当日のお買いあげレシート

500 円（税込・合算不可）とクリア特典クーポンのご提示

でオリジナルバンブーエコマグカップをプレゼント。 

さらに正解者限定で秘密のキーワードを西武本川越ぺぺ公

式 LINE のトークルームに入力いただくと LINE キーワード抽

選会にご参加いただけます。抽選で 200 名さまに共通お買

物券 500 円分プレゼント。 

※ノベルティは無くなり次第終了となります 

※ファーマーズマーケットでご購入いただいたレシートは対象

外です。予め、ご了承ください。

※お一人さま１回まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇お問合せ先 

㈱西武プロパティーズ 商業運営部 西武本川越ペペ 

TEL：049-226-7777 （受付時間 10:00A.M.~6:00P.M.） 

  

西武本川越ペペ 外観 30th Anniversary イメージデザイン 



 

<以下、参考資料> 

 

 ■持続可能な社会の実現に向けた 「サステナビリティアクション」 

西武グループでは、グループ理念である「グループビジョン」に基づき、

持続可能な社会の実現に向けた取り組みを「サステナビリティアクショ

ン（ESG 活動）」として積極的に推進しています。また、社会課題・

当社グループの事業環境等を踏まえて当社グループが特に取り組む

べき４領域（安全、環境、社会、会社文化）、12 アジェンダ（重

要テーマ）を設定し、アジェンダに沿った取り組みを進めております。 

＜当社グループのサステナビリティに関する取り組みについて＞ 

https://www.seibuholdings.co.jp/sustainability/ 

 

●今回の取り組みを通じて特に貢献可能な SDGs の目標 

 

 

 

東京ガーデンテラス紀尾井町 

■ 株式会社西武プロパティーズ（会社概要） 

所 在 地 ： 東京都豊島区南池袋一丁目 16 番 15 号 

代 表 者 ： 代表取締役社長 上野 彰久 

設   立 ： 1974 年 8 月 31 日 

資 本 金 ： 40 億 5000 万円 

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.seibupros.jp/ 

＜事業内容＞ 

西武グループの不動産事業の中心を担う会社として、都市開発、西武鉄道沿線開発、商業施設運営、オフィス、 

賃貸レジデンス、くらしサポートなど多岐にわたる生活に密着したサービスを提供。 

https://www.seibuholdings.co.jp/sustainability/

