
自由が丘スイーツフォレストニュース November. 2016 

 報道関係各位 

自由が丘スイーツフォレスト施設概要 
スイーツのフードテーマパーク『自由が丘スイーツフォレスト』は、｢ハピネス・オブ・スイーツ｣をテーマに、一流のお菓子職人   

“スーパー・パティシエ”たちが、腕によりをかけて提供する“作り立て＆出来立て”の極上スイーツをその場で食べ比べることができます。 
◆住所：東京都目黒区緑が丘2-25-7｢ラ・クール自由が丘｣1F～3F 

◆営業時間：｢スイーツの森｣ゾーン/10：00～20：00（年中無休）｢スイーツセレクト｣ゾーン/店舗により異なる 
◆アクセス：東急東横線大井町線｢自由が丘｣駅南口から徒歩約5分 ◆ＨＰ：http://www.sweets-forest.com 

「自由が丘スイーツフォレスト」お客様お問い合わせ電話番号 ℡03-5731-6600 
本件に関するお問い合わせ「自由が丘スイーツフォレスト」プロモーション担当 

 ピーアールコンビナート株式会社 井上・天下井（あまがい）  TEL.03-3263-5621／FAX.03-3263-5623 

 スイーツのテーマパーク「自由が丘スイーツフォレスト」では、クリスマス期間限定イベント「ハート
フル・スイーツクリスマス 2016」を、11月4日（金）から12月25日（日）まで開催します。 
同イベントはハロウィンに続き、２つのコラボレーション企画が実現します。 
 「自由が丘スイーツフォレスト」が誇るスーパー・パティシエ達が“スイーツの魔法で笑顔があふれだ
す、光り輝くハートフルなクリスマス”をテーマに創作した、クリスマス予約ケーキでは「シルバニア
ファミリー」とのコラボケーキが２種登場、クリスマス限定スイーツ5種は「自由が丘なぞともCafe」（同
ビル同フロア）とのコラボ企画として、いずれもご購入いただくとコラボ特典プレゼントがございます。
また、本邦初公開となる、食べるとドラゴンのように煙が出せる「クリスマス・ドラゴンポップコーン」
がイベント出店します。 
 併せて、11月16日（水）に近隣の幼稚園児ら参加で点灯式を行う、クリスマスツリーを始め、クリスマ
スイルミネーションとディスプレイに彩られます。昨年ご好評いただいた約1万球のイルミネーション・ト
ンネルも登場します。さらに、クリスマス・コンサートや絵本の読み聞かせ、ワークショップなどスペ
シャルイベントを開催、楽しく光輝くクリスマスを心ゆくまでご堪能いただけます。 

「シルバニアファミリー」や「なぞともCafe」とコラボも！ 
美味しさと楽しさがあふれ、スイーツの魔法が光り輝く 

「ハートフル・スイーツクリスマス2016」 

開催！＜2016年11月4日（金）～12月25日（日）＞ 

クリスマス・イルミネーション点灯《11月16日（水）～12月25日（日）》  
  “クリスマスの魔法が光り輝くハートフル・クリスマス”をテーマにしたオリジナルツリーが登場します。 

 また、今年も“エコ” 活動の一環として、本物のモミの木を使用、イベント終了後は森に還されます。 

◆11月16日（水）16：20～ クリスマスツリー&イルミネーション点灯式を開催◆ 

 地元の若草幼稚園児によるクリスマスソングの合唱と、お客様にご参加いただいてのオーナメント飾りを行います。 

“スイーツの魔法で笑顔があふれだす、光り輝くハートフルなクリスマス”
をテーマにオリジナル開発した、クリスマスカラーやツリーやリース表現し
た限定スイーツが5種登場します。※「自由が丘なぞともCafe」とのコラボ特典付 

期間限定メニュー「クリスマススイーツ・コレクション2016」  ≪11月11日（金）～12月25日（日）≫ 

クリスマスケーキ予約開始  
《予約期間：11月4日（金）～12月16日（金）／受取期間：12月17日（土）～25日（日）》 

 クリスマスパーティを美味しく楽しく演出する、華やかなクリスマスケーキの 
予約販売を行います。「シルバニアファミリー」とのオリジナルコラボを始め、バリ
エーション豊富なデコレーション、ご自身でデコレーション仕上げをしていただく
“マイデコケーキ”、また シャンメリー付フルーツポンチなど、クリスマスが光輝く
ハートフルなクリスマス・スイーツが目白押しです。 
  

「クリスマスコンサート」開催！ 《12月11日（日）18日（日）他》  

オリジナルツリー  
（イメージ） 

クリスマスイルミネーション
トンネル（2015年） 

「クリスマス・絵本よみきかせ＆ワークショップ」開催！  

  《11月25日（金）、12月16日（金）、20日（火）、21日（水）》  

本邦初公開！口から煙が出る！「クリスマス・ドラゴンポップコーン」登場！ 
《11月16日、12月3,4,17,18,24,25日予定》 

(C)EPOCH 

「シルバニアファミリー・クリスマスミニステージ」開催！  

  《12月4日（日）12：00～》 ＊11月26日（土）はグリーティング  

                         食べるとドラゴンのように口や鼻から煙がだせる、面白く
不思議な魔法のような「ドラゴン・ポップコーン」がクリスマス限定で登場します。台湾で流行りの
スイーツが「自由が丘スイーツフォレスト」で本邦初公開でお楽しみいただけます。 

http://www.sweets-forest.com/
http://www.sweets-forest.com/
http://www.sweets-forest.com/


 純白のロール生地
に、自家製の苺のコ
ンポートとチーズク
リームを巻き上げ、
フレッシュベリーと
アラザンで可愛らし
くノエル（クリスマ
ス）デコレーション。 
 しっとりとやわら
かなロールケーキと
コクのある甘みのク
リームに、甘酸っぱ
いベリーがアクセン
トに。 
 キラキラと光り輝
くクリスマスの魔法
のような限定スイー
ツです。 

ミキシン ミクスリーム 
「ＷチョコのＸ’ｍａｓワッフル」 

Ice cream(Raspberry,cream）& Waffle with chocolate 

sauce   667円（税抜） ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 

 一口サイズの自家製ワッフル
に温かいチョコレートソースを
かけ、さらにラズベリーとホ
イップクリームをミキシングし
たミルクアイスを重ね、ホワイ
トチョコレートを散らし仕上げ
ます。 
 もちふわのワッフルとミルク
アイスと2種類のチョコレートに、
甘酸っぱいラズベリーがアクセ
ントに。クリスマスツリーのよ
うに楽しいクリスマス限定アイ
ス＆ワッフルです。  

2種類のチョコレートが楽しい、 
クリスマスカラーの限定スイーツ 

資料① 期間限定メニュー「クリスマススイーツ・コレクション2016」商品資料 

メルシークレープ 
「クリスマスミルクレープ ベリールージュ｣  

Mille Crepe with Fruits    

920円（税抜）※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定  

HONG KONG SWEETS 果香 
「ホワイト クリスマス」Berry jerry & “Annin” 

520円（税抜）※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定  

 色鮮やかな苺とラズベ
リーの果肉を入れたジュ
レに、果香特製の杏仁豆
腐を重ね、フレッシュベ
リーを飾り、金粉でキラ
キラ輝くホワイトクリス
マスをイメージしました。 
 杏仁豆腐の濃厚ながら
上品で優しい甘みと、ラ
ズベリーの甘酸っぱさの
ハーモニーとともに、果
肉の食感がお楽しみいた
だける、クリスマス限定
スイーツです。 

クリスマスリースのような 
パティシエのプレミアムなクリスマス・ミルクレープ 

ベリーベリー 
「ノエル ストロベリーロール」 
Rollcake (Strawberry & Cheese) 

480円（税抜）※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 

ベリー＆チーズクリームがアクセント！ 
キラキラ華やかなクリスマススイーツ 

クリスマスカラー 
で仕上げた 
2層に重なる 

味わいのハーモニー 

 １枚１枚丁寧に焼き上げたクレープ生地に、大山栄蔵シェフ自
慢のカスタードクリーム、生クリームを何層にも重ね、フレッ
シュフルーツをたっぷりと贅沢に飾り、バニラアイス、ビスキュ
イをトッピング。 

 ミルクレープと様々なフルーツのハーモニーがお楽しみいただ
けます。フレッシュフルーツでクリスマスリースをイメージ。苺
のサンタクロースやツリー型のビスキュイとパティシエの遊び心
も散りばめられた、クリスマス限定の一皿です。 

★今年のクリスマス限定スイーツは「自由が丘なぞともCafe」とコラボ！ 
  ～ご購入いただくと、もれなくオリジナル・なぞときシートをプレゼント！ 

              しっとりとしたスポンジ生地にフランス産チョコレートのクリー
ムを巻きあげ、アングレーズソース、チョコレートソースを添え、ブラックベリー、
グロゼイユ（赤すぐり）、チョコレートがけした渋皮栗、メレンゲのきのこや、
シュー生地の枝、チョコレートの葉っぱで飾り付けました。 
 香り深いチョコレートの味わいが口いっぱいに広がります。切り株のロールケー
キと繊細な飾りで“森”を表現。パティシエの遊び心とともに、様々な食感が散り
ばめられています。フランスのクリスマス伝統菓子を、デセールスタイルでお楽し
みください。 

ア ラ ミニュット 「ブッシュ ド ノエル」 

Buche de Noel  1200円 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ＜12月1日販売開始＞  

デセール専門店からパティシエの技と感性がきらりと輝る、 
  極上の一皿 



資料② バリエーション豊かなクリスマス予約ケーキが勢ぞろい！ 

★2016年クリスマス予約ケーキ コンセプト： “大切な人と楽しい時間をシェア！笑顔あふれるハッピークリスマス” 
→「クリスマス予約ケーキ・スマイルフォトコンテスト」開催！（詳細は資料⑥をご参照ください） 

【ポイント③】気軽に自分でデコって、オリジナル・クリスマスケーキを完成！ 

       パティシエが作った極上スイーツのベースをもとに、仕上げを自分でデコって、楽しもう！ 

        “作る時間の共有”“デコる楽しさ”“美味しさ”様々なハピネスをご提供します。 

【ポイント①】「シルバニアファミリー」とのコラボケーキが今年も登場！ 
       「シルバニアファミリー」の持つ世界観を、可愛らしさはもちろん、 
         厳選した素材と丁寧な仕上げの“パティシエメイド”のクオリティで実現しました。 

「ショコラウサギのクリスマス・ミルクレープ」 
(直径15cm/約4～6人用） 3704円     
 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※50台限定 

大山栄蔵シェフ・プロデュースの 
クレープ専門店の 

人気のクリスマス・ミルクレープを 
ショコラウサギちゃんとともに  

 自慢のもちもちのクレープ生地に大山シェフ特製のカ
スタードクリームとベルギー産チョコ生クリームを丁寧
に16層に重ね、たっぷりのクラムでおおい、フレッシュ
な苺とショコラウサギちゃんのアイシングクッキーを飾
り仕上げます。 
 苺は受渡当日に最も美味しい苺をパティシエがセレク
ト致します。幾重にも重なる味のコントラストをお楽し
みいただける、クレープ専門店ならではのクリスマスミ
ルクレープです。 

３種のシルバニアファミリー・クッキーがカワイイ！
スペシャルなクリスマスデコ 

「シルバニア・クリスマスプレミアムデコレーション」 
（直径15cm/約4～6人用） 

4580円  ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※20台限定 

 「シルバニアファミリー」ショコラウサギちゃん、くるみ
リスくん、シルクネコちゃんのサブレがのった、スペシャ
ル・デコレーションケーキ。しっとりとしたスポンジ、上質
なクリームで厳選した苺をサンドし、フレッシュなベリーと
マカロン、アラザンで可愛らしく仕上げました。 
 シルバニアの仲間の楽しいクッキーと、繊細なクリームと
マカロンでパティシエ・メイドの豪華な仕上がりに。シルバ
ニアファミリーとともに、心温まるクリスマスをお楽しみく
ださい。 

メルシークレープ 

ベリーベリー 

【ポイント②】味、デザイン、価格のバリエーション豊富！特に2～4人用がバリエ充実♪ 
       ショートケーキ、モンブラン、チーズケーキ、ティラミスなど味わいもデザインもバリエーション 
      豊富！価格も幅広く取り揃え、ファミリーやカップル、ママ友など様々な皆さんのニーズにお応えします。 

【ご予約期間】11月4日（金）～12月16日（金） 

【お受取期間】12月17日（土）～25日（日）  

（※画像の「シルバニアファミリー」商品は含まれません） 

★「シルバニアファミリー」とのコラボ・クリスマスケーキ ★ ※価格は全て税抜 

★ご予約特典～もれなくドリンク券をペアでプレゼント！ 

★「シルバニアファミリー」コラボケーキは、 

  さらにシルバニア・クリスマスカード＆シールのＷ特典付！ 



「ノエル ルージュ 」 
(直径12cm/約2～3人用） 
        2900円 
(直径15cm/約4～6人用） 
        3900円 
(直径18cm/約6～8人用） 
        4900円 

※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定   
※100台限定 

資料③ 
※価格は全て税抜 

ベリーベリー 

「あまおう 
クリスマスショート」 
 (直径12cm/約2～3人用） 
        2980円 
 (直径15㎝/約4～6人用） 
        3980円 
 (直径18cm/約6～8人用） 
        4980円 
 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定   
 ※100台限定 

  ピンクの苺クリーム、
ハートの苺が 

大人キュートな 

クリスマスショート 

 しっとりとしたスポンジと上質なクリーム
で、ケーキと相性の良い甘酸っぱい苺「とち
おとめ」を サンドし、苺クリームと「とち
おとめ」でデコレーション。 

「あまおう 
 クリスマスショコラ」 
 (直径12cm/約2～3人用） 
2980円 
 (直径15㎝/約4～6人用） 
3980円 
 (直径18cm/約6～8人用） 
4980円 
  ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 
  ※50台限定 

生チョコのように 
濃厚でなめらかな 
クリスマスショコラ 

 ベルギー産チョコレート２種を使用した
チョコレートケーキに、苺の王様「あまお
う」とベリーで華やかにデコレーション。小
麦粉を使わず焼き上げ、生チョコレートを食
べているような濃厚でなめらかな食感をお楽
しみいただけ、ベリーの甘酸っぱさがチョコ
レートのほろ苦さを引き立てます。 

“苺の王様”あまおうの、 

セレブリティなショートケーキ 

 “苺の王様”と呼ばれる福岡県産苺「あまおう」を
しっとりとしたスポンジでサンドし、仕上げにも贅沢
にトッピング。ホワイトクリスマスをイメージし、純
白のクリームとアラザンで仕上げ。 

 苺もデザインもセレブリティなクリスマスショート。  

 ハートにカットした苺、キラキラ光るカラ
フルなパウダーシュガーとアラザンで、“大
人キュート”に可愛らしく仕上げました。 

クリスマス予約ケーキ・商品資料  

「あまおうスペシャルクリスマスショート」 
  (直径15㎝/約4～6人用） 5980円 
  ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定  ※100台限定 

あまおうを贅沢に使用した、 

苺好きに贈る、プレミアムショート 

おう」を贅沢にデコレーション。 

 苺好きにはたまらない、ゴージャスで華やかなクリスマ
スショートでとっておきのクリスマスをお楽しみください。 

しっとりふわふわ
のスポンジに、厳
選したクリームと 
“苺の王様” 福岡
県産苺「あまお
う」をたっぷりと
サンドし、さらに
仕上げにも「あま 

イリナ 

「クリスマスロールタワーLimited」 
 直径約４㎝のミニロールケーキをクリス
マスツリーのように重ねた、２種のクリス
マス限定ロールタワー。色々な味が楽しめ、
またナイフを使わずサーブでき、お子様の
いるファミリーや大勢の仲間で楽しむクリ
スマスパーティーにオススメです。 
 

ミニロールケーキのタワーでできた、 

スイーツ・クリスマスツリー！ 

   「25種のロールタワー  
    クリスマスオーナメント付」  

    

 ＜右＞全25種のミニロールケーキをタワー
状に重ね、ベリーやクリスマスオーナメント
で楽しくゴージャスに仕上げました。 

 ＜左＞クリスマス限定の苺（リボン柄）、抹
茶（ひいらぎ柄）、モンブラン（星柄）、ミル
キー（ハート柄）、チョコレート（ドット柄）、 
5種のミニロールケーキをタワー状に重ね、ベ
リーやクリススオーナメントで楽しくゴージャ
スに仕上げます。 
 

当ケーキのみ＜予約＞12月10日（土）まで＜受取＞12月19日（月）～25日（日） 

ともに4段：5660円（直径4cmのﾐﾆﾛｰﾙ25個/約5～8人用） 
   3段：3100円（直径4cmのﾐﾆﾛｰﾙ12個/約2～4人用） 

★スイーツフォレストのクリスマスケーキ～新作も定番人気も★ 



「タルト ノエル  
        オ フリュイ」 

（直径16cm/約4～6人用）  
3500円 

資料④ 

※価格は全て税抜 

★予約特典付！もれなくドリンク券をペアでプレゼント！★ 
クリスマスケーキをご予約いただくと、次回ご利用できるドリンク・ペア券を差し上げます。 

「ミルクレープ・モンブランノエル」 3889円 
※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※50台限定（直径15cm/約4～6人用）  

 １枚1枚丁寧に焼き上げたクレープ生地に、渋皮付きマロンを散りば
めた特製のマロンカスタードクリームと、シェフ自慢のカスタードク
リーム、生クリームを何層にも重ね、フランス産マロンクリームを贅
沢に絞り、カットした渋皮マロンを飾り、パウダースノーのように粉
糖をふりかけて仕上げました。 

 香り高いフランス産モンブランクリームの上品な味わいと、渋皮マ
ロンのほくほくの食感のバランスは絶妙な仕上がりに。 

  

メルシークレープ 

フランス産マロンがふんわり香る、 
大人のミルクレープ・モンブラン！ 

ル スフレ 

華やかなベリーで 

仕上げた 

クリスマス・タルト 
 アーモンドクリーム
たっぷりの香ばしいタル
トに、濃厚なカスタード
クリームを重ね、苺やフ
ランボワーズ、ブラック
ベリーなど色鮮やかな 

「ブッシュ ド ノエル オ フレーズ」 
（長さ21cm/約4～6人用） 4500円 

ベリーで華やかに仕上げた、フランス伝統の味わい。 

  

甘酸っぱいベリーが鮮やかな 

フランス伝統のクリスマススイーツ 

 しっとりと焼き上げ
たビスキュイ生地に、
フレーズ（苺）クリー
ムを巻き、ベリー類で
飾り、オリジナル・
ブッシュ ド  ノエルに。 
 甘酸っぱいベリーと
濃厚な味わいのクリー
ム、ふんわり生地が絶
妙なハーモニー。 
 

 ＊フランス産マロンクリームの「ブッシュ ド ノエル オ マロン」もございます。 

当ケーキのみ＜受取期間＞12月22～25日 

クリスマス予約ケーキ・商品資料  

 完熟パイナップルに特製の杏仁豆
腐やベリー類、キウイやパイナップ
ル、オレンジなどたっぷりのフルー
ツを贅沢に添えます。 
 甘くてフルーティーなスパークリ
ングワインを注ぐフルーツポンチは、
クリスマス気分を最大限に演出する、
楽しいスイーツです。 
※フルーツ等は別添となりますので、 
ご自身で盛り付けていただきます。 

HONG KONG SWEETS 果香 
「ボン・ノエル」2700円 
お子様用ｼｬﾝﾒﾘｰｾｯﾄ 2300円 

  ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定（約3～4人用） 

 果香のオリジナルスイーツ“九龍”（クーロン）をパー
ティーサイズでご用意致しました。ぷるぷるの寒天ゼリー
の中に旬のフルーツを閉じ込めた、さっぱりとした味わい
と光り輝く美しさは、クリスマスパーティーをいっそう盛り
上げます。 

「パーティー九龍」 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定  
 （※ｶﾞﾗｽﾎﾞｳﾙ付/約5人用）3100円（以下の画像） 

＊12人用/4920円、25人用/10250円のご予約も 
承ります。 （ｶﾞﾗｽﾎﾞｳﾙはつかず） 

パーティを盛り上げる、 

キラキラ光り輝くオンリーワンスイーツ 

毎年人気のスパークリングワイン 

＆シャンメリーで楽しむ 

クリスマス・フルーツポンチ！ 

★ クリスマスケーキとともに、パーティにオススメなクリスマススイーツ ★ 

★今年は手作りクリスマス 

 ゼリーも入ります！ ★パーティ仕様には星やハートの形の
ゼリーも入っています。 

★ 毎年人気の王道クリスマスケーキ ★ 

※価格は全て税抜 



資料⑤ 

※価格は全て税抜 

ベリーベリー 

クリスマスツリーをイメージした 
キュートなレアチーズケーキ 

 フランス産フロマージュブランを使用
したなめらかなレアチーズケーキ。フ
レッシュなベリーと星型チョコレートで
クリスマスツリーをイメージしたデコ
レーションに。 
 中には、甘酸っぱい自家製の苺コン
ポートをたっぷりとしのばせ、フロマー
ジュブランの優しい味わいのアクセント
に。  

「X’masとちOTOMEチーズケーキ」 
（直径12cm/約2～3人用） 2680円 
※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※50台限定 

キュートなピンクの 

ハートのとろけるチーズケーキ 

 苺「とちおとめ」 を使用した北海道産マ
スカルポーネチーズのムースと、フランス
産クリームチーズのベークドチーズケーキ
の２層を、苺風味たっぷりのクラムでおお
い、フレッシュなベリーとマカロン、アラ
ザンで華やかに仕上げました。 
 中にはとろけるベリーソースがアクセン
トに。 
 

「 X’masいちごティラミス」 
（18cm×12cm/約2～3人用）2580円  
※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※50台限定 

手ごろなサイズで楽しめる、 

オリジナル苺ティラミス 

 ジェノワーズ生地に
苺シロップをたっぷり
と浸み込ませ、マスカ
ルポーネムースを重ね、
苺パウダー、フレッ
シュベリーで可愛らし
く仕上げました。マス
カルポーネの優しい酸
味が苺の甘酸っぱさを
引き立てます。 
 

「クリスマス レアチーズケーキ」 
 (18cm×12cm/約2～3人用）2980円 
 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※30台限定 

クリスマス予約ケーキ・商品資料  

★予約特典付！もれなくドリンク券をペアでプレゼント！★ 
クリスマスケーキをご予約いただくと、次回ご利用できるドリンク・ペア券を差し上げます。 

★手軽なサイズのクリスマスケーキ ～気軽に複数のお楽しみも～★ 

★マイデコ・クリスマスケーキ～手軽にデコってオリジナルケーキを完成！ ★ 

「マイデコレーション・クリスマスケーキ ガールズ/ボーイズ」 
 (直径15cm/約4～6人用）各3500円 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※50台限定  

 クリームを塗ったスポンジケーキに、苺
「とちおとめ」などのベリー類やクリスマ
スオーナメントをセットにし、最後のデコ
レーションをお客様ご自身で仕上げられる、
オリジナル・クリスマスケーキ・キットで
す。 
今年もガールズとボーイズの２種類をお選
びいただけます。 
  

手軽に憧れのパティシエ気分を満喫！ 

毎年大人気の自分でデコって仕上げる、 

オリジナル・クリスマスケーキ・セットが 

今年も2種類登場！ 

～完成例～ 

～苺入りスポンジケーキ土台、クリーム、フルーツ、クリスマスオーナメント入り～ 

▼ボーイズVer. 

▼ガールズVer. 

※価格は税抜 

ベリーベリー 

 お子様と一緒に手軽に手作りケーキを楽しんだり、大切な人に自
分で仕上げたケーキをプレゼントしたりと、様々にお楽しみ頂けま
す。ご家庭で簡単にプロの味を堪能できる、どんなパティシエにも
マネの出来ない、愛情たっぷりのクリスマスケーキが完成します。 



シルバニアファミリー・クリスマスミニステージ開催！ 
《12月4日（日）12：00～》 ＊11月26日（土）12：00～はグリーティング実施 

 

資料⑥ 

 クリスマス衣装のショコラウサギちゃんが登場。 

「クリスマス予約ケーキ・スマイルフォトコンテスト」開催！ 

(C)EPOCH 

 スイーツフォレストでクリスマス予約ケーキをご購入いただき、楽しいクリスマスをテーマにした笑顔あふれる
フォトをご応募ください。ご家族やお友達との笑顔やお子様と一緒に作ったマイデコケーキなど、皆さまのハッ
ピークリスマスをぜひシェアしましょう！ 
●ツイッター、インスタグラムにて、＃スイーツフォレストクリスマス をつけてご応募ください。 
＜応募期間＞2016年１2月28日（水）まで ＜発表＞2017年１月下旬予定 
＜グランプリ＞「自由が丘スイーツフォレスト」スイーツチケット3000円分 
 

クリスマス・イルミネーション点灯 《11月16日（水）～12月25日（日）》  

  “クリスマスの魔法が光り輝くハートフル・クリスマ
ス”をテーマにしたオリジナルツリーが登場します。
今年も“エコ” 活動の一環として、本物のモミの木
（高さ約４ｍ予定）を使用し、イベント終了後は森に
還されます。 

 また、昨年ご好評いただいた、約1万灯のイルミ
ネーションとオーナメントが光り輝く、クリスマスイル
ミネーション・トンネルが入口階段に登場します。 

 オブジェディスプレイリース（1階）やパーク内のク
リスマスディスプレイに加え、フォトプロップスなどク
リスマスグッズ貸出無料サービスなども今年もフォト
スポットとしても存分ｎお楽しみいただけます。 

（上）クリスマスイルミネｰション・トンネル
（画像は2015年） 

（右）クリスマスツリー（イメージ）   

クリスマス・スペシャルイベント 資料  

「クリスマスコンサート」開催！ 《12月11日（日）、１８日（日）他》 ※詳細はお問い合わせ下さい。 

 自由が丘で活動する「自由が丘ゴスペルクワイア」のゴスペルライブを始め、「自由が丘クインテット」（金管五重奏）、
よみうりカルチャー自由が丘など、クリスマス・ナンバーと極上のスイーツのアンサンブルをお楽しみいただけます。 

「クリスマス・絵本よみきかせ」「クリスマス親子ワークショップ」開催！ 
 《12月20日（火）15：00～》              《11月25日（金）13：30～16：30、 
                                12月16日（金）14：00～16：30、21日（水）14：00～17：00》  
  JAPAN絵本よみきかせ協会認定・絵本よみきかせマイスターによる、クリスマスをテーマにし
た「絵本よみきかせイベント」、クリスマスオナメントカード作りや“マーブルモザイク”などの「親
子ワークショップ」、毎月恒例の親子イベントもクリスマスバージョンに。 

本邦初公開！口や鼻から煙が出る！ 

「クリスマス・ドラゴンポップコーン」登場！ 
《11月16日、12月3,4,17,18,24,25日予定》 

 9月2日に同ビル同フロアにオープンした「自由が丘なぞ
ともCafe」のオープン記念として登場した“謎スイーツ”第2

段として、食べるとドラゴンのように口や鼻から煙がだせる、
面白く不思議な魔法のような「ドラゴン・ポップコーン」がクリ
スマス限定で登場します。 

 クリスマスカラーのパフェ（抹茶アイス、ラズベリー）の中の
ポップコーン（キャラメル味、塩味）を食べて、面白不思議
な体験をぜひお楽しみください。 

 台湾で流行りのスイーツが「自由が丘スイーツフォレスト」
で本邦初公開でお楽しみいただけます。 

★11月16日（水）16：20～ クリスマスツリー点灯式を開催 

 地元の若草幼稚園児によるクリスマスソングの合唱と、お客様に
ご参加いただいてのオーナメント飾りを行います。 

★「自由が丘なぞともCafé」コラボ特典とし
て、ご優待券をプレゼント！ 

（1CUBE通常1080円が800円でご利用いた
だけます） 

（画像はイメージです） 


