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      株式会社ディアーズ・ブレイン 

ザ・サーフ オーシャンテラス 

ハウスウエディング施設やレストラン施設を運営する、株式会社ディアーズ・ブレイン（本社 東京

都港区、代表取締役社長 小岸弘和）は、千葉市・稲毛海浜公園内で運営する、ザ・サーフ オーシャン

テラス（以下ザ・サーフ）において、2018年 3月 21日（水・祝）～23日（金）の 3日間、オープン 2

周年記念イベントを開催いたます。 

ザ・サーフは、千葉の食材を使用した料理をご提供するレストラン、水着での入店・ペット同伴も可

能な軽飲食スペースのブリオッシュ ドーレ。音楽イベントや展示会、挙式などにご利用いただけるホ

ール棟、レセプションや会議、披露宴などにご利用いただけるバンケット棟を備えた、複合施設で、2016

年 3 月にオープン。オープン 2 周年イベントは、施設から見える「美」しい景観、ランニングやヨガ、

フラワー教室体験で心と身体の健康「美」、レストランで味わう「美」食など、「美」をコンセプトに企

画しました。 

 

■ザ・サーフ オーシャンテラス「2周年イベント」概要 

【日  程】2018年 3月 21日（水・祝）～23日（金）  

【場  所】ザ・サーフ オーシャンテラス レストラン棟・バンケット棟（http://www.the-surf.jp） 

千葉県千葉市美浜区磯辺 2-8-3 稲毛海浜公園内 

【アクセス】JR京葉線検見川浜駅北口より千葉海浜交通バス 11分「稲毛ヨットハーバー」終点下車 

JR総武線新検見川駅南口より千葉海浜交通バス 18分「稲毛ヨットハーバー」終点下車 

【内  容】レストラン：スペシャルコースの発売 

      イベント ：ランニング教室・フラワー教室・ヨガ教室の開催 

            ミニマルシェの開催（新鮮野菜、日本酒・酒かす、お菓子・陶器など） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ザ・サーフ オーシャンテラス、オープン 2周年記念イベント 

3日間にわたり「美」をコンセプトにした企画を実施 

 
 

http://www.the-surf.jp/


 

■2周年イベント詳細 

・レストラン「3月 21日（水・祝）～23日（金）スペシャルコース」 ※事前予約制 

【ランチ】 

お一人様 3,000円（税別） 

  乾杯用スパークリングワイン、前菜、スープ、魚料理または肉料理、デザート、 

パン、コーヒーまたは紅茶 

【ディナー】 

お一人様 5,000円（税別） 

  乾杯用スパークリングワイン、前菜 2種、スープ、魚料理、料理、デザート、 

パン、コーヒーまたは紅茶 

【期間】 

2018年 3月 21日（水・祝）～23日（金） 

平日ランチ 11:00～15:00（ラストオーダー14:30）※ランチタイムは 11:00～、13:30～の 2部制 

平日ディナー17:00～21:00（ラストオーダー20:30） 

土日祝     11:00～21:00（ラストオーダー20:30） 

【ご予約・お問い合わせ】 

  電話 043-279-4155   

  ※火曜日は定休日となります。 

※メニュー詳細は、レストランサイトをご覧ください。 http://www.the-surf.jp/restaurant/ 

 

・レストラン棟 1階ブリオッシュ ドーレ「3月 21日（水・祝）～23日（金）フレンチトースト発売」 

 レストランで人気のフレンチトーストが、ブリオッシュ ドーレの商品として登場。期間限定でイー

トインスペースでも販売いたします。 

【料 金】 

 特製クロワッサン食パンフレンチトースト 単品 800円（税込）／ドリンクセット 1,000円（税込） 

【期間】 

 2018年 3月 21日（水・祝）～23日（金） 

 11:00～18:00 ※なくなり次第終了となります。 

 

・バンケット棟 2階「3月 22日（木）ランニング教室・フラワー教室」「3月 23日（金）ヨガ教室」 

 すべてのプログラム、無料でご参加いただけます。 

3 月 22 日（木） 

ランニング 

教室 

※各回 20 名 

A 11:30～13:00（受付 11:00～） 

B 15:30～17:00（受付 15:00～） 

※正しい走り方、ランニングに必要なト

レーニング、稲毛海浜公園内約 5 キロの

ランニング。 

講師 安田治靖氏 

株式会社メガスポーツ 

スポーツオーソリティ幕張新都心店 

ランニングアドバイザー 

https://www.sportsauthority.co.jp/makuhari/top/ 

3 月 22 日（木） 

フラワー教室 

※各回 20 名 

C 11:30～13:00（受付 11:00～） 

D 15:30～17:00（受付 15:00～） 

※アレンジメント体験。 

講師 三代川純子氏 

Hanahiro 

プリザーブドフラワー・アカデミー主任 

http://www.hanahiro.jp/index.html 

http://www.the-surf.jp/restaurant/
https://www.sportsauthority.co.jp/makuhari/top/
http://www.hanahiro.jp/index.html


3 月 23 日（金） 

ヨガ教室 

※チェアヨガ 

※各回 70 名 

E 11:30～12:30（受付 11:00～） 

F 15:30～16:30（受付 15:00～） 

※ヨガマット不要。椅子を使った気軽に

楽しめるヨガ。 

講師 鈴木伸枝氏 

ヨガインストラクター  

パーソナルヨガスタジオ運営 

http://www.nobuestyle.com/ 

  ※動きやすい服装でお越しください。※飲物・タオルなどを各自ご持参ください。 

【申込方法】 

各教室の参加申込は、下記宛に必要事項をご記入のうえ、メールをお送りください。          

info-surf+event@dearsbrain.jp 

・件名 2周年イベント  

・本文 ①お名前（フルネーム）※複数名参加の場合は、全員のお名前フルネームをご記載ください 

②希望プログラム番号 A～F ③電話番号 ④メールアドレス 

 ※事前予約制。応募多数の場合は抽選となります。なお抽選結果は、当選者のみにメールでご連絡さ

せていただきます。連絡は 3月 12日（月）～15日（木）予定。 

  

・バンケット棟 1階「3月 22日（木）・23日（金）ミニマルシェ」 

予約不要。どなたでもご来場いただけるイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

【出展企業】 

＜新鮮野菜＞ 

―高梨農園 22日（木）・23日（金）出展 

千葉・大宮町の農園。堆肥にこだわって作った安全で美味しい野菜を販売。市場出荷を一切行なっ

ていない高梨農園の野菜が買える、貴重な機会。  

＜日本酒・お菓子＞ 

―飯沼本家 22日（木）・23日（金）出展 

千葉・酒々井で 300年続く蔵元。日本酒、梅酒、スパークリング日本酒、チョコレート、酒粕など

オリジナル商品の中から数種類を販売。 

＜お菓子・陶器等のアウトレットセール＞ 

―有限会社ピュアチェール、株式会社宏和商工、株式会社仲山商事、シーラック株式会社、 

  株式会社坂本乙造商店、株式会社アクティエ 

【22日（木）限定特典】 

マルシェで商品をお買い求めいただいたお客様には、ブリオッシュ ドーレのパンをプレゼント 

（12:00／13:00／14：00 各回 100個限定） 

【期間】 

2018年 3月 22日（木）～23日（金）12:00～17:00 

※時間内でも商品がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。 

※出展企業・出展商品は日程で異なります。※写真はイメージ。実際に販売される商品とは異なります。 

http://www.nobuestyle.com/
mailto:info-surf+event@dearsbrain.jp


■イベントに関する問い合わせ 

ザ・サーフ オーシャンテラス 電話：043-279-4122 ※火・水曜日は定休日となります。 

メール：info-surf+event@dearsbrain.jp 

イベント詳細 HP        http://www.the-surf.jp/event/ 

 

■ザ・サーフ オーシャンテラス施設概要（http://www.the-surf.jp） 

＜アクセス＞〒261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺 2−8−3 稲毛海浜公園内 

JR京葉線検見川浜駅北口より千葉海浜交通バス 11分「稲毛ヨットハーバー」終点下車 

JR総武線新検見川駅南口より千葉海浜交通バス 18分「稲毛ヨットハーバー」終点下車 

 

■株式会社ディアーズ・ブレイン（http://www.dearsbrain.jp/） 

設立       ：2001年 6月 

本社所在地 ：東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー13F 

代表者     ：小岸弘和 

資本金     ：6億円 

拠点       ：大阪オフィス／御成門オフィス 

施設    ：宮城県(1)、千葉県(2)、神奈川県(1)、茨城県(3)、群馬県(1)、栃木県(4)、新潟県(1)、 

大阪府(1)、京都府(2)、奈良県(1)、福岡県(1)、佐賀県(2)、鹿児島県(2)  

※カッコ内は施設数。全国 22施設を展開 

事業    ：ハウスウエディング事業、ドレス事業、レストラン事業、コンサルティング事業 

 

               営業時間 席数 内容 

レストラン(2F) 

※火曜日定休日 

 

平日ランチ 

11:00～15:00（L.O. 14:30） 

平日ディナータイム  

17:00～21:00（L.O. 20:30） 

土日祝 

11：00～21：00（L.O. 20:30）  

全 124席 

室内 84席 

（個室 8席含む） 

テラス席 40席 

お食事 1,000円～ 

お飲物 500円～ 

  

※レストランは「千葉市つくたべ推進

店」登録店舗です。 

軽飲食（1F） 

「ブリオッシュ ドーレ」 

※火曜日定休日 

11:00～18:00 全 44席 軽食 190円～ 

お飲物 300円～ 

 

ホール 

※火・水曜日定休日 

平日 11:00～19:00 

土日祝 9:00～20:00 

着席 80名 イベント、ギャラリー、 

ウエディング等 

バンケット 

※火・水曜日定休日 

平日 11:00～19:00 

土日祝 9:00～20:00 

※延長可能 

着席 130名 

立食 200名 

表彰式やレセプション、 

ウエディングパーティ等 

サロン（受付） 

※火・水曜日定休日 

平日   11:00～19:00 

土日祝 9:00～20:00 

  

＜本件に関するメディアからの問い合わせ＞ 

株式会社ディアーズ・ブレイン マーケティング部 マーケティンググループ 野崎 

TEL：03-6403-4150／Mobile：090-9305-5828／Mail : sachiko-nozaki@dearsbrain.jp 

mailto:info-surf+event@dearsbrain.jp
http://www.the-surf.jp/event/
http://www.the-surf.jp/
http://www.dearsbrain.jp/

