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(※１)本プロジェクトにおいては、秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・寄居町を指します。
㧜

(※２)ʦ˦ʮˊʻ
「テラス」とは住宅用語では、
煉瓦、タイル、木材など様々な素材を活かすことができる、自由度の高い空間とされています。
᧪㬢 部屋と庭をつなぐ空間を意味し、
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ǷȐǷ▮ǪȜǤǹǸዻ⁃ǿ☓ՇǝཛྷǼ͠ȠȜȓǿǸǻ
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Ƿ▮ǪȜǤǹǸዻ⁃ǿ☓ՇǝཛྷǼ͠ȠȜȓǿǸǻ
ǰǼǹǴǷƺዻ⁃ǿ☓ՇǝἋǰᚤǜȚ͠Ƞțƺȏǰƺྴ
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ȁǻțȏǬȤƻ
ǷȐǷ▮ǪȜǤǹǸዻ⁃ǿ☓ՇǝཛྷǼ͠ȠȜȓǿǸǻ
ॠᔵǿǰȒǿᅞ᭒ຈУǼصǢǰґᙡǻ؆țᦕȐȣ⇸Ȓ
ǸǪƻ˖ἁǻຈУȽɽɅɡɒȣ͉ʷǿǹǛțज़ȒƺǮǿ
ǿǰȒǼȀƺᗇᙡǻຈУȽɽɅɡɒǿᢑज़ǝணἁ
ǢȝȁǻțȏǬȤƻ
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ƹǮǿǰȒǼȀƺᗇᙡǻຈУȽɽɅɡɒǿᢑज़ǝணἁ
ƻ˖ἁǻຈУȽɽɅɡɒȣ͉ʷǿǹǛțज़ȒƺǮǿ
ȏǪƻ
ǸǪƻ˖ἁǻຈУȽɽɅɡɒȣ͉ʷǿǹǛțज़ȒƺǮǿ
ǿǰȒǿᅞ᭒ຈУǼصǢǰґᙡǻ؆țᦕȐȣ⇸Ȓ
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⼾غ㬇㬦⥄ὼ㭎ᵴ㬇㬓㬛ⓨ㑆㬡㬋㭆㫔㫔㫔㫔㫔㫔
غᷓ⼱㬪↥ᬺో㭎㭘㮕㮰㭬㭖㭷㮋㬕㭇ᣉ⸳㫔㫔
غ㬪
㮺㋕╬㮻 㭎ᵴ↪㬓㬛ᣉ⸳
⼾غ㬇㬦⥄ὼ㭎ᵴ㬇㬓㬛ⓨ㑆㬡㬋㭆㫔㫔㫔㫔㫔㫔
غᷓ⼱㬪↥ᬺో㭎㭘㮕㮰㭬㭖㭷㮋㬕㭇ᣉ⸳㫔㫔
↥‛غຠ㬪⽼ᄁ㬦㬥㭱㮉㭼ᬺ㬪ዷ㐿
غ㬪
㮺㋕╬㮻 㭎ᵴ↪㬓㬛ᣉ⸳
غᷓ⼱㬪↥ᬺో㭎㭘㮕㮰㭬㭖㭷㮋㬕㭇ᣉ⸳㫔㫔
⼾غ㬇㬦⥄ὼ㭎ᵴ㬇㬓㬛ⓨ㑆㬡㬋㭆㫔㫔㫔㫔㫔㫔
غᏒౝో㬧ലᨐ㬈ᵄ㬕㭇ដ㬍㬡㬋㭆
↥‛غຠ㬪⽼ᄁ㬦㬥㭱㮉㭼ᬺ㬪ዷ㐿
⼾غ㬇㬦⥄ὼ㭎ᵴ㬇㬓㬛ⓨ㑆㬡㬋㭆㫔㫔㫔㫔㫔㫔
غ㬪 㮺㋕╬㮻 㭎ᵴ↪㬓㬛ᣉ⸳
غ㚂ㇺ㬦㬥㬇㭅㬪᧪⸰⠪㬧㭅㬊㬤ᵹ㭎㬾㬛㭅㬕ᣉ⸳㫔㫔㫔㫔
غᏒౝో㬧ലᨐ㬈ᵄ㬕㭇ដ㬍㬡㬋㭆
↥‛غຠ㬪⽼ᄁ㬦㬥㭱㮉㭼ᬺ㬪ዷ㐿
غ㚂ㇺ㬦㬥㬇㭅㬪᧪⸰⠪㬧㭅㬊㬤ᵹ㭎㬾㬛㭅㬕ᣉ⸳㫔㫔㫔㫔
غ㬪 㮺㋕╬㮻
㭎ᵴ↪㬓㬛ᣉ⸳
首都圏や海外からアウトレット
秩父鉄道新駅が開業予定です。
غᏒౝో㬧ലᨐ㬈ᵄ㬕㭇ដ㬍㬡㬋㭆
モールを訪れるかたに安らぎと交
ここを走るＳＬを活用した展開も
↥‛غຠ㬪⽼ᄁ㬦㬥㭱㮉㭼ᬺ㬪ዷ㐿
首都圏や海外からアウトレット
秩父鉄道新駅が開業予定です。
流を提供する広場を設けます。
期待できます。
غ㚂ㇺ㬦㬥㬇㭅㬪᧪⸰⠪㬧㭅㬊㬤ᵹ㭎㬾㬛㭅㬕ᣉ⸳㫔㫔㫔㫔
モールを訪れるかたに安らぎと交
ここを走るＳＬを活用した展開も
また、市内事業者のかたが物産
また、花園ＩＣ周辺は多様な観

流を提供する広場を設けます。
期待できます。
غᏒౝో㬧ലᨐ㬈ᵄ㬕㭇ដ㬍㬡㬋㭆
品の販売などに活用できるものと
光資源を持つ秩父地域へのアクセ
また、市内事業者のかたが物産
また、花園ＩＣ周辺は多様な観
することで、
より効果的に深谷の魅
ス拠点であることから、
これらを活
首都圏や海外からアウトレット
秩父鉄道新駅が開業予定です。
品の販売などに活用できるものと
光資源を持つ秩父地域へのアクセ
力発信を行います。
用した多彩な展開が可能です。
غ㚂ㇺ㬦㬥㬇㭅㬪᧪⸰⠪㬧㭅㬊㬤ᵹ㭎㬾㬛㭅㬕ᣉ⸳㫔㫔㫔㫔
モールを訪れるかたに安らぎと交
ここを走るＳＬを活用した展開も
することで、
より効果的に深谷の魅
ス拠点であることから、
これらを活
流を提供する広場を設けます。
力発信を行います。
また、市内事業者のかたが物産
Fukaya Terrace
品の販売などに活用できるものと
首都圏や海外からアウトレッ
ト
することで、
より効果的に深谷の魅
Fukaya Terrace
力発信を行います。
モールを訪れるかたに安らぎと交
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流を提供する広場を設けます。

期待できます。
用した多彩な展開が可能です。
また、花園ＩＣ周辺は多様な観
光資源を持つ秩父地域へのアクセ
秩父鉄道新駅が開業予定です。
ス拠点であることから、
これらを活
用した多彩な展開が可能です。
ここを走るＳＬを活用した展開も

期待できます。
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/CFGKPHWMC[Cは容易なことではありません。
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ƹዻ⁃ᖖǿ↠ᖾᖖᒫǜȚᒯᖖᒫȏǸƺዻ⁃ǿǕ
そこで、深谷のいいものを発掘し、
全国へ発信する仕組みと
ጅ⁍ɪɽʇɝഃᗑ
ഃᗑͧ
ǕȓǿȣᙗώǪȜǤǹǼșțƺዻ⁃ǿ߄ރɠɳ
して、
深谷テラスと民間ゾーンが連携し、
深谷ブランドを全国
ᷓ⼱ࡉࡦ࠼ߩઃടଔ୯ะ
どんなにいいものがあっても、
それを全国へ発信すること
ഃᗑͧ
/CFGKPHWMC[C
ȭҏݪȆ➁
へ発信するための戦略会議を展開します。
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どんなにいいものがあっても、それを全国へ発信すること
ዻ⁃ɠɳɽɓ
ǹǪȜະǰǻ߄ރᗇǹǨǷƺ
へ発信するための戦略会議を展開します。
ɽɓάϹȣصʶǦǬƺዻ⁃҅ȣѪሎǼǨșǗ
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そこで、深谷のいいものを発掘し、全国へ発信する仕組みと
ǹǨǷƺዻ⁃ɐɳɃᅞ᭒ǿຈУǹዻ⁃ɠɳɽɓ
ǕȓǿȣᙗώǪȜǤǹǼșțƺዻ⁃ǿ߄ރɠɳ
ƹዻ⁃ɠɳɽɓᗇȣৣ⎬ǪȜǰȒǿ؆țᦕȐ
して、深谷テラスと民間ゾーンが連携し、深谷ブランドを全国
ȣৣ⎬ǨȏǪƻ
ᗇ
へ発信するための戦略会議を展開します。
ɽɓάϹȣصʶǦǬƺዻ⁃҅ȣѪሎǼǨșǗ
ǹǨǷƺዻ⁃ɐɳɃᅞ᭒ǿຈУǹዻ⁃ɠɳɽɓ
ᗇ͝‣ǿᠶǲʶǣȣ⇸Ǩƺəʂɓʁɇɟɒ
ƹዻ⁃ɠɳɽɓᗇȣৣ⎬ǪȜǰȒǿ؆țᦕȐ
ǹǪȜະǰǻ߄ރᗇǹǨǷƺዻ⁃ɠɳɽɓ
ᗇ͝‣ǿᠶǲʶǣȣ⇸Ǩƺəʂɓʁɇɟɒ
ˉ⒡ǜȚǿ̿ᦕȐǶǠțȣṩǕȏǪƻ
ǹǨǷƺዻ⁃ɐɳɃᅞ᭒ǿຈУǹዻ⁃ɠɳɽɓ
ᗇȣৣ⎬ǨȏǪƻ
ˉ⒡ǜȚǿ̿ᦕȐǶǠțȣṩǕȏǪƻ
ᗇ͝‣ǿᠶǲʶǣȣ⇸Ǩƺəʂɓʁɇɟɒ
ƹዻ⁃ɠɳɽɓᗇȣৣ⎬ǪȜǰȒǿ؆țᦕȐ
ˉ⒡ǜȚǿ̿ᦕȐǶǠțȣṩǕȏǪƻ
ǹǨǷƺዻ⁃ɐɳɃᅞ᭒ǿຈУǹዻ⁃ɠɳɽɓ
ᗇ͝‣ǿᠶǲʶǣȣ⇸Ǩƺəʂɓʁɇɟɒ
Ԙ․↥‛ߩടᎿ⽼ᄁᯏ⢻
ˉ⒡ǜȚǿ̿ᦕȐǶǠțȣṩǕȏǪƻ
Ԙ․↥‛ߩടᎿ⽼ᄁᯏ⢻
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ᷓ⼱ࡉࡦ࠼ߩઃടଔ୯ะ
/CFGKPHWMC[C
ȭҏݪȆ➁
どんなにいいものがあっても、それを全国へ発信すること
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ቱ␚ʱ˫˦
ƹᰬ➙➟ݲ൭ᐞຈУɡɷɂȱȹɒȀƺለ⎱ɈʂɽȉȬȰ
ʱ˫ʾ˦ʣ
ʹ˜ʬ
ǿॣՇȣኟᖛǨǰǅἣѰǹ↠ლǿඎᯙືᢑǆȣ҉ҎɈ
ᷓ⼱㬪ᖱႎ⊒ାၮ㫕 㬏㬏㬇㭅ᆎ㬺㭇ᷓ⼱㬪ᧂ᧪
ɒɶɍɒɬʂɵȣိǹǪȜἣѰືॣޥὙȣᾚᯊǨƺǮ
ʱ˫ʾ˦ʣ
ʂɽǸৣ⎬ǪȜǤǹǼșțƺ߄ރᖖლǿᙗৣǼₓǪȜǤ
⎱ɈʂɽǹǹȓǼຈУȣ⇸ȒȜ҉ҎɈʂɽǼȀǅث
ǿॣՇȣኟᖛǨǰǅἣѰǹ↠ლǿඎᯙືᢑǆȣ҉ҎɈ
ƹᰬ➙➟ݲ൭ᐞຈУɡɷɂȱȹɒȀƺለ⎱ɈʂɽȉȬȰ
፤€
ǹȣᚤᙡǹǨǰỎ⎬جᙗ́ლǸǪƻ
ʂɽǸৣ⎬ǪȜǤǹǼșțƺ߄ރᖖლǿᙗৣǼₓǪȜǤ
ቱ␚ʱ˫˦
ᖖლȣǵǻǡᅞ᭒ǆƺǅለ⎱Ɉʂɽǹ҉ҎɈʂɽȣ
ʹ˜ʬ
ɒɶɍɒɬʂɵȣိǹǪȜἣѰືॣޥὙȣᾚᯊǨƺǮ
፤€
፤€
ǹȣᚤᙡǹǨǰỎ⎬جᙗ́ლǸǪƻ
ʱ˫ʾ˦ʣ
ቱ␚ʱ˫˦
ǡᅞ᭒ǆǮǨǷǅ័ᒎ❾߄ރú➇❿Ȅዻ⁃એǼș
ǿॣՇȣኟᖛǨǰǅἣѰǹ↠ლǿඎᯙືᢑǆȣ҉ҎɈ
ƹለ⎱ɈʂɽǹǹȓǼຈУȣ⇸ȒȜ҉ҎɈʂɽǼȀǅث
ʹ˜ʬʹ˜ʬ
秩父鉄道
ʂɽǸৣ⎬ǪȜǤǹǼșțƺ߄ރᖖლǿᙗৣǼₓǪȜǤ
ǿᖖლȣǵǻǡᅞ᭒ǆƺǅለ⎱Ɉʂɽǹ҉ҎɈʂɽȣ
߄ኟ֕ǿ؆țᦕȐȣǵǻǡᅞ᭒ǆȣষ҂ǪȜǤǹ
ƹለ⎱ɈʂɽǹǹȓǼຈУȣ⇸ȒȜ҉ҎɈʂɽǼȀǅث
፤€
新駅
፤€
ǹȣᚤᙡǹǨǰỎ⎬جᙗ́ლǸǪƻ
ǵǻǡᅞ᭒ǆǮǨǷǅ័ᒎ❾߄ރú➇❿Ȅዻ⁃એǼș
ʹ˜ʬ
ǿᖖლȣǵǻǡᅞ᭒ǆƺǅለ⎱Ɉʂɽǹ҉ҎɈʂɽȣ
ቱ␚ʱ˫˦
ዻ⁃ɠɳɽɓǿᙗώȕƺ័ᒎ߄ރǹ⇲จǨǰἣѰඎ
秩父鉄道
ʹ˜ʬ
፤€
Ȝ߄ރኟ֕ǿ؆țᦕȐȣǵǻǡᅞ᭒ǆȣষ҂ǪȜǤǹ
ǵǻǡᅞ᭒ǆǮǨǷǅ័ᒎ❾߄ރú➇❿Ȅዻ⁃એǼș
ʹ˜ʬ
新駅
؆țᦕȐȣ⇸ǨǷȏǕțȏǪƻǤȝȚǿǅǵǻǡ
ƹለ⎱ɈʂɽǹǹȓǼຈУȣ⇸ȒȜ҉ҎɈʂɽǼȀǅث
Ǹƺዻ⁃ɠɳɽɓǿᙗώȕƺ័ᒎ߄ރǹ⇲จǨǰἣѰඎ
秩父鉄道
ⰼᅬ㹇㹁
Ȝ߄ރኟ֕ǿ؆țᦕȐȣǵǻǡᅞ᭒ǆȣষ҂ǪȜǤǹ
新駅
ǿᖖლȣǵǻǡᅞ᭒ǆƺǅለ⎱Ɉʂɽǹ҉ҎɈʂɽȣ
ᯙǿ؆țᦕȐȣ⇸ǨǷȏǕțȏǪƻǤȝȚǿǅǵǻǡ
ǆǼᖡྴǨǷƺ҉ҎɈʂɽȣîዻ⁃ɐɳɃï
ú➈
Ǹƺዻ⁃ɠɳɽɓǿᙗώȕƺ័ᒎ߄ރǹ⇲จǨǰἣѰඎ
ⰼᅬ㹇㹁
፤€
ǵǻǡᅞ᭒ǆǮǨǷǅ័ᒎ❾߄ރú➇❿Ȅዻ⁃એǼș
ʹ˜ʬ
ᅞ᭒ǆǼᖡྴǨǷƺ҉ҎɈʂɽȣîዻ⁃ɐɳɃï
ú➈
ᯙǿ؆țᦕȐȣ⇸ǨǷȏǕțȏǪƻǤȝȚǿǅǵǻǡ
ǨƺຈУȣ⇸ȒȏǪƻ
ⰼᅬ㹇㹁
秩父鉄道
Ȝ߄ރኟ֕ǿ؆țᦕȐȣǵǻǡᅞ᭒ǆȣষ҂ǪȜǤǹ
ǹ។ǨƺຈУȣ⇸ȒȏǪƻ
ᅞ᭒ǆǼᖡྴǨǷƺ҉ҎɈʂɽȣîዻ⁃ɐɳɃï
ú➈
新駅
１)本プロジェクトにおいては、
秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・寄居町を指します。
Ǹƺዻ⁃ɠɳɽɓǿᙗώȕƺ័ᒎ߄ރǹ⇲จǨǰἣѰඎ
(※１)本プロジェクトにおいては、秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・寄居町を指します。
ǹ។ǨƺຈУȣ⇸ȒȏǪƻ
２)「テラス」とは住宅用語では、
部屋と庭をつなぐ空間を意味し、
煉瓦、タイル、木材など様々な素材を活かすことができる、
自由度の高い空間とされています。
(※２)「テラス」
とは住宅用語では、部屋と庭をつなぐ空間を意味し、
煉瓦、タイル、木材など様々な素材を活かすことができる、
自由度の高い空間とされています。
ᯙǿ؆țᦕȐȣ⇸ǨǷȏǕțȏǪƻǤȝȚǿǅǵǻǡ
ⰼᅬ㹇㹁
(※１)本プロジェクトにおいては、秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・寄居町を指します。
ᅞ᭒ǆǼᖡྴǨǷƺ҉ҎɈʂɽȣîዻ⁃ɐɳɃï
ú➈木材など様々な素材を活かすことができる、自由度の高い空間とされています。
(※２)「テラス」とは住宅用語では、部屋と庭をつなぐ空間を意味し、煉瓦、タイル、
ǹ។ǨƺຈУȣ⇸ȒȏǪƻ
㧜
ʦ˦ʮˊʻ
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Terrace
Terrace
Fukaya
Fukaya
Fukaya Terrace

物産品を集めて販売するだけでなく、高付加価値化の取り組みを行う機能。
Ԙ․↥‛ߩടᎿ⽼ᄁᯏ⢻

物産品を集めて販売するだけでなく、高付加価値化の取り組みを行う機能。

Fukaya Terrace
物産品を集めて販売するだけでなく、高付加価値化の取り組みを行う機能。
ԙࠢࠚ࡚ࠪࡦᯏ⢻
Ԙ․↥‛ߩടᎿ⽼ᄁᯏ⢻
ԙࠢࠚ࡚ࠪࡦᯏ⢻
広々した空間で特設市場や展示会などのイベントを楽しみ、安らぎと交流を生む機能。
ԙࠢࠚ࡚ࠪࡦᯏ⢻

物産品を集めて販売するだけでなく、
高付加価値化の取り組みを行う機能。
広々した空間で特設市場や展示会などのイベントを楽しみ、
安らぎと交流を生む機能。
Ԛⷰ
శᝄ⥝ᯏ⢻
広々した空間で特設市場や展示会などのイベントを楽しみ、
安らぎと交流を生む機能。
ԙࠢࠚ࡚ࠪࡦᯏ⢻
Ԛ
ⷰ秩父地域及び深谷市の観光資源を活用するための、
శᝄ⥝ᯏ⢻
観光情報発信機能。

Ԛ ⷰ秩父地域及び深谷市の観光資源を活用するための、
శᝄ⥝ᯏ⢻
広々した空間で特設市場や展示会などのイベントを楽しみ、
安らぎと交流を生む機能。
観光情報発信機能。
秩父地域及び深谷市の観光資源を活用するための、
観光情報発信機能。
Ԛⷰ
శᝄ⥝ᯏ⢻

㧞 ˈˠ˫
秩父地域及び深谷市の観光資源を活用するための、観光情報発信機能。
㧞深谷テラスの機能及び
ˈˠ˫
深谷ブランド戦略を効果的、効率的に整備・運営するとともに、より柔軟
かつ質の高いものとするため、
次のように深谷テラス整備
・運営事業者の公募を行います。
深谷テラスの機能及び深谷ブランド戦略
を効果的、効率的に整備
・運営するとともに、
より柔軟
㧞
かつ質の高いものとするため、
次のように深谷テラス整備
・
運営事業者の公募を行います。
ˈˠ˫

㧞 ˈˠ˫

ᄖㇱ⚵❱㧒㧴㧫╬㧓
深谷テラスの機能及び
深谷ブランド戦略を効果的、
効率的に整備
・運営するとともに、
より柔軟より柔軟
深谷テラスの機能及び
深谷ブランド戦略
を効果的、
効率的に整備
・運営するとともに、
かつ質の高いものとするため、
次のように深谷テラス整備
・
運営事業者の公募を行います。
ᄖㇱ⚵❱㧒㧴㧫╬㧓 次のように深谷テラス整備・運営事業者の公募を行います。
かつ質の高いものとするため、
῝㇂䝔䝷䝇䛾ᩚഛ䝣䝻䞊➼䜢
ᄖㇱ⚵❱㧒㧴㧫╬㧓

ᄖㇱ⚵❱㧒㧴㧫╬㧓

ᢛࠬࠠࡓ⸳ቯ
ᢛࠬࠠࡓ⸳ቯ

ⷐ㗄╬㧒㐿ᆎ㧓
ᢛࠬࠠࡓ⸳ቯ
ⷐ㗄╬㧒㐿ᆎ㧓

ᢛࠬࠠࡓ⸳ቯ
ᬺ⠪ㆬቯ㧒ክᩏ㧓

ⷐ㗄╬㧒㐿ᆎ㧓
ᬺ⠪ㆬቯ㧒ክᩏ㧓
ㅧᚑၮᧄ⸳⸘
ㅧᚑၮᧄ⸳⸘
ㅧᚑၮᧄ⸳⸘

タᐃ䛧䜎䛩
深谷テラスの整備フロー等を
῝㇂䝔䝷䝇䛾ᩚഛ䝣䝻䞊➼䜢
タᐃ䛧䜎䛩
設定します
㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻜᭶㡭ணᐃ
῝㇂䝔䝷䝇䛾ᩚഛ䝣䝻䞊➼䜢
H27 年 9 〜 10 月予定
㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻜᭶㡭ணᐃ
タᐃ䛧䜎䛩

῝㇂䝔䝷䝇䛾ᩚഛ䝣䝻䞊➼䜢
㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻞᭶㡭ணᐃ
タᐃ䛧䜎䛩
㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻜᭶㡭ணᐃ
H27 年 12 月予定
㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻞᭶㡭ணᐃ

ᣉ⸳㈩⟎⸘↹ᚑ
ⷐ㗄╬㧒㐿ᆎ㧓
㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻜᭶㡭ணᐃ
ᬺ⠪ㆬቯ㧒ክᩏ㧓
㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻞᭶㡭ணᐃ
ᣉ⸳㈩⟎⸘↹ᚑ

ᣉ⸳㈩⟎⸘↹ᚑ

ᬺ⠪ㆬቯ㧒ክᩏ㧓

Fukaya Terrace ２
Fukaya Terrace ２

㻴㻞㻣ᖺ䠕䡚㻝㻞᭶㡭ணᐃ

