
自由が丘スイーツフォレストニュース November. 2015 

 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・大木  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、シルバニアファミリーの世界を楽しめ
る体験型ショップ「シルバニアファミリーあそびのお部屋 自由が丘シルバニアフォレスト」（以下「シ
ルバニアフォレスト」）とコラボレーションした、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 2015」を、11月6日（金）から12月25日（金）まで開催します。両施設は同じビルの同フロア
で営業し、ともにお客様に夢や幸せを届けたいとの思いが一致し、ハロウィーンイベントで初めてコラボ
レーション企画が実現、大変ご好評いただき、２回目のコラボイベントが実現することとなりました。 
 「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“わくわくなハッピー・クリスマス
with シルバニアファミリー”をテーマに創作した美味しさと楽しさが光るクリスマス限定スイーツや、ク
リスマスパーティを楽しく演出するクリスマス予約ケーキが登場します。 
限定スイーツは「シルバニアフォレスト」入場ご招待、予約ケーキは「シルバニアファミリー宝くじ」の
購入特典をご用意しました。 
 また、11月18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
ディスプレイに彩られます。さらに、クリスマス仕様のシルバニアファミリーの仲間（マスコット）がス
イーツフォレストに登場したり、クリスマス・コンサートや絵本の読み聞かせなどスペシャルイベントを
開催、楽しく心温まる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とコラボ！ 
美味しさと楽しさがあふれ、心温まるクリスマスイベント 

「ハートフル・スイーツクリスマス2015」 
開催！＜2015年11月6日（金）～ 12月25日（金）＞ 

クリスマス・イルミネーション点灯《11月18日（水）～12月25日（金）》  
  “ハートフル・ハッピークリスマスwithシルバニアファミリー”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し、イベント終了後は森に還されます。 

◆11月18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。 

シルバニアファミリー・マスコット（クリスマスVer)登場！《11月11日（水）～12月25日（木）》 

 クリスマス衣装のショコラウサギちゃんが「自由が丘スイーツフォレスト」「シルバニアフォレスト」に登場。 

握手したり、記念撮影をお楽しみいただけます。（不定期） 

“わくわくなハッピー・クリスマスwith シルバニアファミリー”をテーマ
にオリジナル開発した、「シルバニアファミリー」をのモチーフやクリスマ
スカラー、ブッシュ・ド・ノエルを表現した一皿など限定スイーツが盛りだくさんです。 

期間限定メニュー「クリスマススイーツ・コレクション2015」  ≪11月13日（金）～12月25日（金）≫ 

クリスマスケーキ予約開始  
《予約期間：11月6日（金）～12月18日（金）／受取期間：12月12日（土）～25日（金）》 

 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、心温まるハートフル
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13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）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。 

オリジナルツリー
（イメージ） 

クリスマスツリー点灯式（2013年） 

「クリスマス・絵本よみきかせ」開催！ 《12月2日（水）、22日（火）》  

 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。 

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


 とちおとめいちごのムースとホワイト
チョコレートのムースを重ね、ショコラ
ウサギちゃんのクッキーとフレッシュな
苺を可愛らしく飾り付けました。ホワイ
トチョコレートとベリーのハーモニーに、
サクサクのクラムがアクセントに。 
 「シルバニアファミリー」ショコラウ
サギちゃんのクッキーや可愛らしいクリ
スマスカラーで楽しいクリスマスを表現
しました。 

 ４種の味わいの可愛らしいプチスイー
ツの中から、日替わりで２つをセレクト。
色とりどりな組み合わせで見た目にも楽
しいクリスマス限定スイーツです。小さ
なサイズなのでお子様連れでも２種を楽
しめ、オススメです。（画像左奥から時計
回り） ★抹茶と練乳のムース…練乳の
ムースに抹茶のムースを重ねました。 
★ベリームース…スポンジにベリーの
ムースとソースを重ねました。 
★モンブラン…スポンジにマロンムース
を重ね、マロンクリームで仕上げ。 
★トロピカルムース…オレンジとヨーグ
ルトのムースにマンゴーソース。 
 

ミキシン ミクスリーム 
「クリスマス・ミクスリームワッフル」 
Ice cream(Pistachio） Raspberry cream & 

Waffle & Pie 

926円 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 

ハワイアンスイーツカンパニー 
「プレミアムマラサダ」 
Marasada puff(cream) 

380円   ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 
（ｺﾗﾎﾞ特典はﾄﾞﾘﾝｸｾｯﾄ576円が対象） 

 自家製のもちふわのワッフルの上に、
刻んだピスタチオを混ぜ込んだアイス
とラズベリークリームを重ね、ホワイ
トチョコレートを散らし、サクサクの
パイを添えて仕上げます。 
 濃厚なピスタチオアイスの味わい深
い香りをラズベリーの甘酸っぱさが引
き立てます。ワッフルとパイの食感の
楽しさやクリスマスカラーで、うきう
きする楽しいクリスマスを表現した、
クリスマス限定アイススイーツです。  

アイス＆ワッフル＆パイ！ 
クリスマスカラーの 

贅沢で楽しい、限定スイーツ 

資料① ※価格は全て税抜 期間限定メニュー「クリスマススイーツ・コレクション2015」商品資料 

メルシークレープ 
「クレープロールのベリーノエル」  

Crepe of Strawberry   920円 
※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※1日15皿限定 

 

HONG KONG SWEETS 果香 
「シノワ・クリスマス」 

Berry jerry & Greentea”Annin” 

520円  ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定  

 抹茶のほろ苦い杏仁豆腐に、濃厚なミ
ルクプリンと、色鮮やかなラズベリー
ジュレを重ね、フレッシュフルーツとク
リスマスオーナメントを飾り、クリスマ
スカラーで楽しく華やかに仕上げました。 
 抹茶のほろ苦さと、ミルクプリンの濃
厚ながら優しい甘み、ラズベリーの甘
酸っぱさが口の中で絶妙なハーモニーを
奏でます。 
 また、なめらかな口どけやジュレのつ
ぶつぶ感など食感の違いが楽しいクリス
マスを演出します。 

クリスマスツリーを思わせるほどの 
たっぷりの濃厚生クリームの 

プレミアムマラサダ 

ブッシュ・ド・ノエル仕立て！ 
苺づくしのクリスマス・クレープデセール 

ベリーベリー 
「シルバニアＸ’mas  

ホワイトチョコととちおとめのムース」 
Mousse (White chocolate & Berry) 

620円 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※1日10個限定 
 
  

ショコラウサギちゃんと 
クリスマスブーツがキュートな 
わくわくクリスマススイーツ 

クリスマスカラーで仕上げた 
3層に重なる味わいのハーモニー 

イリナ 
「X‘masカップアソート2セレクト」 

2kinds of cake   650円  

※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※1日8個限定  

 大山シェフ特製の苺カスタードクリー
ム、生クリーム、苺を、もちもちのク
レープ生地でロールケーキのように巻き、
さらに苺のクリームを贅沢にしぼり、苺
のソース、フレッシュな苺とキウイを散
りばめ、クリスマスならではのブッシュ
ドノエル仕立てに仕上げました。 
 約５粒の旬のフレッシュな苺を使用し、
ソース、カスタード、クリームと、苺を
様々な味わいでお楽しみいただけます。 
 ウサギのサンタクロースをイメージし
た苺が可愛らしい、クリスマス限定の一
皿です。 

  

 独自の製法で製造したふわふわの
生地に、北海道産生クリームをクリ
スマスツリーのようにたっぷりと絞
り、ソースをトッピングし仕上げま
す。 
 ご注文ごとに手作りで仕上げ、素
材の美味しさと生地のふわふわの柔
らかな食感をお楽しみいただけます。 
★ソースはチョコレート、ストロベ
リー、キャラメルの3種類からお選び
いただけます。 

４種のプチスイーツが楽しめちゃう！ 

パーティにも、シェアにもオススメ 

（※画像の「シルバニアファミ
リー」商品は含まれません） 



「クリスマス・シルバニア・ショートケーキ」 
(直径15cm/約4～6人用）3500円 

※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※30台限定 

資料② ※価格は全て税抜 バリエーション豊かなクリスマス予約ケーキも勢ぞろい！ 
《予約期間：11月6日（金）～12月18日（金）／受取期間：12月12日（土）～25日（金）》   

★2015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⑤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」とのコラボケーキ初登場！ 
       30周年を迎えた「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 
        と遊びごころと丁寧な仕上げの３“パティシエメイド”のクオリティで実現しました。 

ショコラウサギちゃんとミニロールケーキ♪ 

楽しさ満点のクリスマスデコ 

 “雪の道”をイメージした苺入りのクリスマスショートケー
キにショコラウサギちゃんのクッキーとイリナ自慢のミニロー
ルケーキよりさらに小さい“ミニミニロールケーキ”3種（イチ
ゴ、抹茶、ラズベリー）とフレッシュなベリーを飾り仕上げま
す。 
 ショコラウサギちゃんをイメージしたオリジナル・コラボ
クッキーが可愛らしく、苺ショートとロールケーキ、両方を楽
しめる、楽しさあふれるクリスマス限定デコです。 

「ショコラウサギのミルクレープノエル」 
(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・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、フ
レッシュな苺とホワイトチョコレートを初雪のイメージでたっぷ
りのせ、シュガーペーストで作ったショコラウサギちゃんのクリ
スマスオーナメントをポイントに。 
 ショコラウサギちゃんにちなみ、2種類のチョコレートを贅沢
に使用。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 ※50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 

イリナ 

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。 



「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 
口当たりの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。 

北海道産クリームチーズを贅沢に使った 
クリスマスベイクドチーズケーキ  

 北海道産クリーム
チーズを使用した濃厚
なベイクドチーズケー
キに生クリームとフ
レッシュなベリーでデ
コレーション。 
 こだわりのクリーム
チーズをたっぷりと贅
沢に使用してなめらか
な食感に仕上げました。 
  

“苺の王様”あまおう
を使用した、 

セレブリティな 

ショートケーキ 

「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 

「 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。 
 

 “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・ベイクドチーズケーキ」 
 (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 
 
  

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。 

《予約期間：11月6日（金）～12月18日（金）／受取期間：12月12日（土）～25日（金）》   

クリスマス予約ケーキ・商品資料  



「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！ 

イリナ 

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」、フランス産 
     ショコラクリームの「ブッシュ ド ノエル オ ショコラ」もございます。 

＜受取期間＞12月22～25日 

《予約期間：11月6日（金）～12月18日（金）／受取期間：12月12日（土）～25日（金）》   

クリスマス予約ケーキ・商品資料  

「クリスマスロールタワーLimited」 
    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） 

 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
タワーが登場。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  

 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） 

 
    

 ＜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）、チョ
コレート（ドット柄）、モンブラン
（星柄）、チーズ（ブーツ柄）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。 
 



資料⑤ 
※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。 

  

 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 

★お子様には“シャンメリーセット”を 

ご用意しています 

「ボン・ノエル」2500円 
お子様用ｼｬﾝﾒﾘｰｾｯﾄ 2000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！ 

「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 

 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。 
 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。 

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！ 

▼ボーイズVer. 

～完成例～ ▼ガールズVer. ベリーベリー 

※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定 ※50台限定 ～苺入りスポンジケーキ土台、 
        クリーム、フルーツ、クリスマオーナメント入り～ 

★ 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アイテム ★ 

   イリナ 

カラフルなミニロールケーキのスイーツツリーを自分で 

デコレーションする、クリスマス限定オリジナルキット！ 

「クリスマスロールタワーキットLimited」（写真上） 

「25種のロールタワーキット クリスマスオーナメント付」 
各5400円（直径4cmのミニロール25個入） 

 
全国へ 

宅急便配送OK！ 

電話でも承ります。 

 フルーツやクリームをご用意いただき、自由にデコってオリジナル
のロールタワーが仕上げられます。親子や友人と一緒に“マイデコ”
する楽しい時間と、極上の美味しさと他にはない華やかなビジュアル
が、“2度美味しい”クリスマススイーツキットです。 
 

～完成例～ 

                     クリスマス限定の苺（リボン柄）、抹茶（ひいらぎ柄）、 
             チョコレート（ドット柄）、モンブラン（星柄）、チーズ 
             （ブーツ柄）の5種計25個もしくは定番の25種25個のミニ 

             ロールケーキとクリスマスオーナメント、組み立て説明書 

             がセットになった、ロールタワーを自分で仕上げること 

             ができるキット。 

★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。 

《予約期間：11月6日（金）～12月18日（金）／受取期間：12月12日（土）～25日（金）》   

クリスマス予約ケーキ・商品資料  



資料⑥ 

◆自由が丘スイーツフォレスト × 自由が丘シルバニアフォレスト  

 コラボスペシャル企画 

 クリスマス衣装のショコラウサギちゃんが「自由が丘スイーツフォレスト」
及び「自由が丘シルバニアフォレスト」に登場。握手したり、記念撮影をお楽
しみいただけます。＜11月11日～12月25日＞※不定期開催 

「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 

★コラボ予約デコレーションケーキ 

  ご購入特典 

  3種のコラボスイーツ 

   いずれでも１つご購入いただくと・・ 

  シルバニアファミリーあそびのお部屋 

  自由が丘シルバニアフォレスト 

  お一人様入館ご招待 

 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＞2015年１2月26日（土）まで ＜発表＞2016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18日（水）～12月25日（金）》  

  “ハートフル・ハッピークリスマスwithシルバニアファミリー”
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、今年は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のトンネルが入口階段に初めて登場
します。 

 オブジェディスプレイリース（1階）には、シルバニアファミ
リーの世界が表現されたクリスマスディスプレイも実現と今年
のクリスマスはフォトスポットがより充実しています。 

 

★11月18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。 （上）オリジナルツリｰ            

（右上）クリスマス・トンネル初登場       
（右下）シルバニアの世界がクリアギフト
ボックスに入ったオブジェリース 

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6日（日）、13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～しいたとえみたのおはなしの世界～」開催！ 
 《12月2日（水）、22日（火）ともに14：00～》  

 （社）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。絵本はもちろん、手遊びや大型絵本など、お話の世界は引き込まれていく楽しさです。 

★シルバニアファミリー・マスコット（クリスマスバージョン）登場！ 

★コラボ限定スイーツご購入特典 

  6種のコラボスイーツ 

   いずれでも１つご購入いただくと・・ 

  素敵な賞品がいっぱいの 

  「シルバニアファミリー宝くじ」 
   もれなくプレゼント！（2016年1月に当選発表） 

× 

クリスマス・トンネルが初登場！ 



 小さなお子様でもお楽しみいただける「アクアビーズ」              
(画像右）もクリスマスバージョンに。 

 また、シルバニアファミリーのお人形を使用した「ミニリース・オーナメント作り」も
予定。自分だけのクリスマスディスプレイで今年のクリスマスをお楽しみいただけます。 

 

  

資料⑦ 

■「シルバニアファミリー」とは・・・ 

「シルバニアファミリー」30周年を記念して、シルバニアの世界を 
楽しめる体験型ショップとして、1年間限定で2015年3月に誕生しま 
した。 

●大型ジオラマ ～500体以上のシルバニアの仲間が大集合！～ 
 幅約６ｍものスケールでシルバニアの世界を再現。 
現在国内で販売されている全種類の商品が使用され、様々なシーン 
をご覧いただけます。使用されている人形の数は500体以上と圧巻 
です。 
●シルバニアの仲間たち（マスコット）に会えるかも？！ 
 
●大きなプレイコーナー ～自由に遊べ、お子様人気№１～ 

 
●30年の歴史展示コーナー ～昔遊んでいた商品に会えるかも？！～ 
 

●ワークショップ ～人形のドレスが簡単に作れたり、手作り「ホイップる」が作れる！ 
その他にも、はずれなしのくじやオリジナルポストカードなど様々な遊びをお楽しみいただけます。 

 【住所】東京都目黒区緑が丘2-25-7「ラ・クール自由が丘」2階  【ＴＥＬ】03-3723-2070 
 【営業時間】平日11：00－18：00、土日及び繁忙期10：00－18：00 【入場料】500円（税込）※3才未満無料 

 「自然」に囲まれた世界で、人間のように生活している動物の「家族」た
ちが「愛」に満ちた暮らしを繰り広げる情景を、美しく細やかに具現化した、
トイ・シリーズです。 
「シルバニアファミリー」はその遊びを通じて、心を育て、夢・幸せをつくり
ます。 
 シルバニアファミリーは1985年の発売以来、世界50以上の国の皆様にご愛顧
いただき、本年30周年を迎えることができました。 

【「シルバニアファミリー」に関するお問い合わせ先】 
  株式会社エポック社 広報宣伝室 （担当：坂井氏）TEL：03-3843-8814 (C)EPOCH 

■「シルバニアファミリーあそびのお部屋  

  自由が丘シルバニアフォレスト」とは・・・ 

（画像上）ジオラマイメージ 
（下右）「ホイップる」イメージ 

（下左）ドレス作り 

★「自由が丘シルバニアフォレスト」のクリスマス★ 

 クリスマス衣装のショコラウサギちゃんが「自由が丘スイーツフォレスト」
及び「自由が丘シルバニアフォレスト」に登場。握手したり、記念撮影をお楽
しみいただけます。＜11月11日～12月25日＞※不定期開催 

シルバニアファミリー・マスコット（クリスマスバージョン）登場！ 

シルバニアファミリー・物販グッズも充実 

 今年のクリスマス限定「ハッピークリスマスセット」
を始め、大きなおうちから小物やドレスまで物販も豊富
に。クリスマスプレゼントもぜひお選びください。 

ワークショップにもクリスマス限定Verが登場 


