
News Release 

2023 年 1 月 30 日 

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 

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 小岸弘和）が千葉市で運営する施設、ザ・サー

フ オーシャンテラスは、2023 年 3 月 21 日（火・祝）に、オープン 7 周年イベントを開催いたします。 

 

■ザ・サーフ オーシャンテラスについて 

2016 年 3 月、稲毛海浜公園の検見川の浜エリアにオープン。千葉の食

材をふんだんに使用した料理を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「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る複合施設です。 

 

■2023年 3月 21日（火・祝） オープン 7周年イベントについて 

 千葉で活躍する講師を迎えて 8 つのワークショップや体験会と、千葉の新鮮野菜や

お菓子、海がモチーフのアクセサリーや海関連グッズのマルシェを開催いたします。 

 

■ワークショップ（事前申込制・応募者多数の場合は抽選） 

①椅子を使ったヨガ教室 

＜参加費＞500 円 

＜定員＞  各回 40 名様（5 歳以上・大人同伴必須／大人のみ可） 

＜時間＞  各回 60 分 

A.10:00～ 「動いてポカポカ！アクティブクラス」   

筋力アップや冷え解消におすすめ（運動強度 ♥♥♥♡♡） 

B.11:30～ 「呼吸でポカポカ！リラックスクラス」  

呼吸を意識、ストレス解消におすすめ（運動強度 ♥♡♡♡♡） 

   ＜講師＞谷中めぐみ 

RYT200、チェアヨガ指導員 

一般社団法人ビーチマリンスポーツコニュニティー 副理事長 

日本プロボディーボード連盟公認プロ（2022 年:年間ランキング 7 位） 

 

②【キッズ向け】香りのワークショップ「バスボム作り」 

アロマやハーブといった天然の素材を使ったナチュラルな発泡する入浴剤づくり教室。 

  ＜参加費＞1,500 円  

  ＜定員＞  各回 5 名様（5 歳以上・大人同伴必須） 

  ＜時間＞  各回 40 分 

A.10:00～ / B.11:15～   

＜講師＞  アロマとハーブの店マミー 片見真希  

3 月 21 日（火・祝）、稲毛海浜公園の複合施設オープン 7 周年イベント開催 

ワークショップ、マルシェなど家族で楽しめるプログラムを多数ご用意 



③【キッズ向け】香りのワークショップ「ルームスプレー作り」  

  10 種類ほどの中から好きな香り数種類選んで、オリジナルのルームスプレー作り教室。 

＜参加費＞1,000 円 

＜定員＞  各回 5 名様（5 歳以上・大人同伴必須）  

＜時間＞  各回 30 分 

C.10:30～ / D.11:30～  

     ＜講師＞ アロマセラピーサロン On cloud seven 山本由佳  

  

④【キッズ向け】ケーキデコレーション教室 

 ケーキへのフルーツトッピング。お皿にチョコペンで絵や文字を描くなど、ケーキデコレーションを体験。 

＜参加費＞1,000 円（9 ㎝サイズのケーキ 1 個・ソフトドリンク 2 杯付き） 

＜定員＞  各回 10 名様（5 歳以上・大人同伴必須） 

＜時間＞  各回 60 分 

A.13:30～ / B.15:30～  

＜講師＞   ザ・サーフ オーシャンテラス パティシエ  

※追加ドリンクは 1 杯 300 円。食品のお持込みはお控えください。      

※ケーキは会場内でお召し上がりください。お持ち帰りいただけません。 

 

⑤フラダンス＆フラメンコショー  

    ハワイのフラダンスとスペインのフラメンコを同時に鑑賞できる特別なショー。 

＜参加費＞500 円（4 歳以下のお子様は無料） 

＜定員＞  60 名様 

＜時間＞  11:00～  50 分  

＜出演＞  フラダンス Hālau Nā Kāne O Ikaika  

フラメンコ エストゥディオ グティート 

    

⑥フラダンスショー＆Let's dance  

   バンド演奏に合わせて迫力ある男性フラダンスチームのショーとフラダンス体験教室。 

＜参加費＞500 円  

＜定員＞  40 名様（4 歳以上・大人同伴必須／大人のみ可） 

＜時間＞  13:00～ 60 分 

＜講師＞  Hālau Nā Kāne O Ikaika 主宰 IKAIKA            

 

⑦フラメンコショー＆リズム遊び  

   フラメンコギターと歌、フラメンコダンサーによる生パフォーマンス。足踏みや手拍子でのリズム遊び体験。 

   ＜参加費＞500 円  

   ＜定員＞  40 名様（4 歳以上・大人同伴必須／大人のみ可） 

   ＜時間＞  14:30～ 60 分  

   ＜講師＞  エストゥディオ グティート 鈴木もなみ 

 

⑧【キッズ向け】巨大キャンパスでダンス＆お絵描き  

    DANCE ASOBU CREW によるキッズダンスショーと、巨大キャンパスに全身を使って絵を描く参加型ワーク 

ショップ。 



＜料金＞1,000 円 

＜時間＞12:00～ 60 分 ダンスショー＆ワークショップ    

      13:00～ 一般参加 

＜講師＞DANCE ASOBU CREW  

※13:00 以降は「手形アート」タイムとして、当日参加可能です。人数制限有。 

 

■ワークショップ申込方法 

専用フォームよりお申込みください。 https://forms.gle/N8kcFwE9ewkCvWL1A  

※応募締切：3 月 10 日（金）18:00 

※応募多数の場合は抽選。3 月 13 日（月）までに当選者のみにメールでご連絡させていただきます。  

※ご来館時間や受付場所については、当選メールにてご案内させていただきます。 

※料金は税込。当日精算（現金のみ）となります。 

※連絡なしのキャンセルは 100％料金を頂戴いたします。ご都合が悪くなった場合は事前にご連絡ください。 

 

■千葉・海マルシェ 

千葉の新鮮野菜や卵、野菜を使ったジャム、焼菓子、加工食品。海がモチーフのアクセサリー、オーガニック日焼け止

めなどの海関連グッズを販売いたします。 

＜時間＞11:00～16:00（各店舗、商品がなくなり次第終了） 

＜場所＞ザ・サーフ オーシャンテラス屋外スペース・バンケット棟 1 階エントランス  

＜出店＞ 

・アロマセラピーサロン On cloud seven（アクセサリー・アロマ雑貨など） 

・KAN マスキッチンカー（鶏のからあげ、フランクフルトなど） 

・つぼ焼き芋松岡（焼き芋）  

・奈良養鶏園（鶏卵） 

・ビーチマリンスポーツコニュニティー（オーガニック日焼け止めなど） 

・ファームコネクト「エコチョク」（野菜・果物） 

・三須トマト農園（トマト各種・野菜を使ったスイーツ・ジャム・焼菓子など） 

・Wonder Eats*（野菜・加工食品など）   

※出店社・販売商品は変更となる可能性があります。 

※悪天候時には、開催時間の変更や開催を中止する場合があります。 

※イートインスペースはありません。 

 

■イベント最新情報 

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

イベントに関する最新情報は公式サイト「イベントページ」でお知らせいたします。 

※混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。無料シャトルバス（海浜幕張駅・稲毛駅発着） 

を運行しております。 

※政府や自治体からの要請によりイベント内容は変更となる可能性もございます。 

 

■問い合わせ 

TEL：043-279-4122  MAIL：info-surf+event@dearsbrain.jp 

平日 12:00～18:00 土日祝 9:00～20:00 （定休日：火・水曜日） 

※「7 周年イベント」とお申し出いただくとスムーズです。 

https://forms.gle/N8kcFwE9ewkCvWL1A
http://www.the-surf.jp/event/
mailto:info-surf+event@dearsbrain.jp


■お客様へのお願い 

新型コロナウイルス感染防止策として、ご来店の際は、マスク着用、手指アルコール消毒へのご協力をお願いいたしま

す。入館時には、検温を含む体調確認を実施しております。37.5 度以上の発熱、咳などの風邪症状がある場合は、

ご入店をご遠慮いただく場合がございます。 

 

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

＜新型コロナウイルス感染防止策を徹底し営業しております＞ 

※イベント等で貸し切りの場合もございます。 

 【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 

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 

拠点     ：大阪オフィス／御成門オフィス 

施設     ：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(3)  

※カッコ内は施設数。2023 年 3 月、広島県内に新施設をオープン 

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、MICE 事業、 

フォト事業、ほか 

公式サイト ：https://www.dearsbrain.jp/ 

               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  

ランチ   コーススタイル 1,500 円～ 

ディナー  一品料理を用意しております。 

お飲物 440 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 260 円～ 

お飲物 356 円～ 

 

ホール 

※火・水曜日定休日 

平日 12:00～19:00 

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 12:00～19:00 

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 12:00～19:00 

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 経営企画部 野崎 

Mobile：090-9305-5828／Mail : sachiko-nozaki@dearsbrain.jp 

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

