＜報道関係 各位＞
2018 年 12 月 13 日
株式会社 横浜赤レンガ

～ “いちご一色”に染まる 11 日間、横浜赤レンガ倉庫がさらに真っ赤に！ ～
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『Yokohama Strawberry Festival 2019』
初出店 4 店舗を含む過去最多 23 店舗が「いちごマーケット」に集結！
8 種類のブランドいちごを日替わりで無料配布する「“いちご”一会のサンプリング」も実施！
＜ 2019 年 2 月 1 日(金)～2 月 11 日(月・祝) ＞

横浜赤レンガ倉庫では、2019 年 2 月 1 日（金）から 2 月 11 日（月・祝）までの計 11 日間、イベント広場にて
『Yokohama Strawberry Festival 2019』を開催します。

本イベントは、お子様から大人の方まで多くの人に愛されている“いちご”の新しい楽しみ方を伝えるイベントとして、2013 年
に初開催し、今回で 7 回目を迎えます。前回は*24 万人以上の方がご来場されるなど、思う存分にいちごを楽しめるイベント
としてご好評をいただいております。
*横浜赤レンガ倉庫 2 号館の来館者数より

会場内の特設テントでは、フードから雑貨までいちご一色の“いちごマーケット”を開催します。今年は初出店の 4 店舗を
含む過去最多 23 店舗が出店。初出店の「ミガキイチゴストア」では、”食べる宝石“ミガキイチゴを使用し、イチゴスイーツとの
相性を考えて作ったスパークリングワインを提供。また、ここでしか食べられない限定いちごスイーツやいちご食べ比べセットなど、
各店が工夫を凝らした一品をお楽しみいただけます。なお、横浜市内のいちご農家さんによる、朝採れの新鮮ないちごの直売
も行います。
また、毎年好評をいただいているいちごの無料サンプリングを今回も実施。2018 年にデビューした佐賀県の新品種「いち
ごさん」を含む、全国のブランドいちご 8 種類を日替わりで配布いたします。その他、いちごをモチーフにしたお子様向けのアトラ
クションもご用意するほか、横浜赤レンガ倉庫館内ではイベント期間中、カフェ・レストランでブランドいちごを使用した期間限定
のコラボメニューを展開、物販店舗ではいちごグッズを販売し、横浜赤レンガ倉庫一体が、いつも以上に“真っ赤”に染まる
11 日間です。
「いつ来ても変わらない、けれども、いつ来ても新しい」をコンセプトに掲げる横浜赤レンガ倉庫では、旬のいちごをお楽しみい
ただけるイベントの開催を通して、お客様にこの季節ならではの思い出を刻んでいただけるように盛り上げてまいります。
＜この件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
横浜赤レンガ倉庫２号館 電話 045-227-2002㈹

Yokohama Strawberry Festival 2019
■期

間：2019 年 2 月 1 日(金)～2 月 11 日(月・祝) 計 11 日間(雨天決行、荒天時は休業することがあります)

■時

間：平日 11:00～18:00 土日祝 10:00～18:00

■場

所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-1)

■入 場 料：無料(飲食・物販・アトラクション代は別途)
■主

催：横浜赤レンガ倉庫(株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

■協

賛：明治商工株式会社、JA 全農とちぎ、栃木県真岡市（JA はが野）、“さが”農産物ブランド確立対策推進協議会、
さがいちご特別消費宣伝事業委員会、三好アグリテック株式会社、静岡 DC 伊豆の国市実行委員会

■協

力：横浜市環境創造局、福島県いわき市、千葉県、千葉県大網白里市、千葉県いちご組合連合会

■特 設 サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/strawberryfes/

フードから雑貨までいちご一色の“いちごマーケット”を開催！過去最多の 23 店舗が集結
会場内に設置された特設テントには、今回初出店となる 4 店舗を含め過去最多の 23 店舗が集結。老舗から新感覚スイーツを提
供するお店、いちごグッズのお店などいちご好き必見のお店ばかりです。
※価格は全て税込みです。
初出店

初出店

【ミガキイチゴストア】
ミガキイチゴ・カネット 赤・白
一杯￥500

【東京ストロベリーパーク】
めっちゃいちごパフェ
各￥500

”食べる宝石”ミガキイチゴを

ヨーグルトもいちご！生クリームもいちご！

贅沢に使用した、

全てがいちごとピンクの、美味しさが

上品な甘みのスパークリングワイン。

ギュッと詰まっているオリジナルパフェ。

【横浜元町 香炉庵】
いちごの生どらやき
￥400

初出店

人気商品の黒糖どらやきに
「いちご」を添えた限定商品。

【伊豆いちご factory】
いちごバーム串
各￥450

初出店

苺・練乳・苺の 3 層の生地に
いちごチョコをコーティングした、しっとりふわふわな
バームクーヘンと紅ほっぺいちごを食べ歩き。

【横浜水信】
いちご４種食べ比べセット
￥2,000

【アッシュ×エム】
湘南イチゴのチョコフォンテーヌ
￥800

横浜のフルーツ専門店が提供する

地元神奈川産のフレッシュイチゴに、

食べ比べセット。

作りたての温かいチョコレートソースを

普段あまり目にしない苺を厳選。

その場でかけた人気商品。

【馬車道十番館】
とちおとめのまーるいショートケーキ
各￥650
いちごに生クリームは相性抜群。

【秘密の苺 MICO E×Chimicrew】
ベリリング（Berry ring)
各￥1,944(大人用) /各￥1,404(子供用)
苺に指を刺しちゃった！！

丸いスポンジケーキにとちおとめをサンドし

インパクトと映えしかない

可愛くデコレーションしたスイーツです。

カワイイいちごの指輪です。

採れたて！新鮮！横浜市のいちご直売
■日時：イベント開催時に不定期で実施予定
※天候・収穫状況等により、実施できない場合があります
■内容：毎年好評の横浜市内のいちご農家さんによる出張直売を今
回も実施。横浜市内で栽培された朝採れの新鮮ないちごを
お買い求めいただけます。
※画像はイメージです。
※内容は変更になる可能性がございます。

8 種類のいちごを日替わりで配布する「“いちご”一会のサンプリング」も実施！
2018 年にデビューした佐賀県の新品種「いちごさん」を含む全国のブランドいちご 8 種類を、「Yokohama Strawberry Festival
2019」 屋外スペースにて日替わりで配布いたします。（お一人様 1 パック限り、なくなり次第終了。粒数は品種により異なります。）
NO

品種

産地

配布日

配布数

特徴
2017 年 1 月からいちご狩り・直売を中心

1

チーバベリー
【イベント初登場】

2

に販売開始した新品種。大粒で果汁がた

千葉県

2/1（金）

50 パック/日

千葉県大網白里市

2/6（水）

※各種1 粒セット

真紅の美鈴

4

よつぼし

とちおとめ

栃木県真岡市

2/2（土）

200 パック

2/3（日）

500 パック

2/7（木）

300 パック

2/4（月）

500 パック

種子繁殖型品種。「甘味」、「酸味」、「風
味」が揃って「よつぼし」級に「美味」しい。
真岡市産とちおとめは 50 年連続生産量
日本一。糖度が高めでほどよい酸味が
特徴。
2018 年にデビューした佐賀県の新品種。

【イベント初登場】

5

いちごさん
【イベント初登場】

6

真っ赤な果実、端正な形、甘くてジューシー
な味わいが特徴。

佐賀県

さがほのか

2/5（火）

500 パック

2/8（金）

400 パック

色は光沢のある鮮紅色で、糖度が高く、酸
味が少ない食べやすさが評判の食味。
果実の中心まで赤く色付き、糖度と酸味の

【イベント初登場】

7

紅ほっぺ

果肉まで濃紅色に染まっていて、糖酸比が
高く、色・香り・味わい・甘さ、全てが濃厚。

【イベント初登場】

3

っぷり、程よい酸味と鮮やかな赤色が特徴。

静岡県伊豆の国市

バランスが良くコクのあるおいしさ。伊豆の国
市の主力商品。

8

ふくはる香

福島県いわき市

とちおとめ

栃木県

2/9（土）
2/10（日）

300 パック/日

甘さと食べごたえのある食感を兼ね備えた、
果肉の赤色が鮮やかな品種。
1996 年に品種登録された日本のいちごの

9

2/11（月・祝）

200 パック

トップブランド。美しい形、鮮やかな赤、果
汁たっぷりの豊かな味わい。

横浜赤レンガ倉庫 1 号館・2 号館もいちごづくし！

※価格は全て税込みです。

横浜赤レンガ倉庫 1 号館・2 号館のカフェ・レストラン・物販店舗でも、いちごにちなんだメニューやアイテムをイベント会期中に販売。

Souvenir Gallery YOKOHAMA
（2 号館 2 階）

和傘屋 北斎グラフィック
（2 号館 2 階）

ヨコハマズベスト赤レンガショップ ダニエル
（1 号館 1 階）

Strawberry がま口・親子がま口（数量限定）

丸屋根深張傘-苺

フルーティー・キャンドルホルダー

がま口￥1,836 親子がま口￥3,456

￥4,968

￥3,240

子どもに大人気！いちごアトラクション

※価格は全て税込みです。

「Yokohama Strawberry Festival 2019」 屋外スペースでは、いちごをモチーフにしたお子様向けのアトラクションをご用意。
■料金：いちごふわふわ :￥500(5 分間)
ジャンプゾーン :￥1,000(1 回)
■対象：いちごふわふわ : 2 歳~8 歳
※2~3 歳のお子様は保護者様無料同伴可
ジャンプゾーン : 2 歳以上 (12kg~55kg)
※画像はイメージです。
※内容は変更になる可能性がございます。

