＜報道関係 各位＞
2020 年 1 月 9 日

株式会社 横浜赤レンガ

～横浜赤レンガ倉庫一体が“いちご色”に染まる 11 日間～
ガラス張りの開放的な空間で寛げる『いちごカフェ』が初登場！ブランドいちごを使ったメニューを販売
バレンタインにぴったりな“いちご×チョコ”のスイーツも味わえる
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『Yokohama Strawberry Festival 2020』
＜ 2020 年 2 月６日(木)～2 月 16 日(日) ＞
横浜赤レンガ倉庫では、2020 年 2 月 6 日（木）から 2 月 16 日（日）までの計 11 日間、イベント広場にて
『Yokohama Strawberry Festival 2020』を開催します。

<販売メニュー イメージ>

ガラス張りの開放的な空間でゆっくり寛げる『いちごカフェ』が初登場！ブランドいちごを使用したメニューを販売
ゆっくり寛ぎながらいちごメニューを味わえる“いちごカフェ”が初登場。佐賀県産の“いちごさん”・“さがほのか”など、旬の
ブランドいちごを贅沢に使用したスイーツとドリンクを販売します。クロワッサンにいちごとホイップを挟んだ「ストロベリークロワ
ッサン」や、イチゴ風味に仕上げた「ストロベリーレモネード」などいちご尽くしのメニューを多数そろえました。
いちご一色の“いちごマーケット”を開催！今回はバレンタインにぴったりな“いちご×チョコ”メニューも全店で提供
会場内の特設テントでは、23 店舗が出店する毎年好評の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。
ここでしか食べられない限定いちごスイーツやいちごをモチーフにしたアクセサリーなどの雑貨が並びます。初出店の「FLIPPERʼS
STAND」では、ふわふわ新食感と舌触りが滑らかできめ細かく、しっとりとした生地が口の中でとろける「奇跡のパンケーキ」に
いちごを使用した限定スイーツを販売。また、いちごスイーツを販売する全店舗でバレンタインシーズンを華やかに盛り上げる
“いちご×チョコ“スイーツを販売します。旬のいちごを使ったこの時期ならではのスイーツは自分へのご褒美や、大切な人への
贈り物にピッタリです。
イベント会場だけでなく、横浜赤レンガ倉庫一体がいちご色に染まる 11 日間
いちごカフェ、いちごマーケットに加え、横浜市内のいちご農家さんによる朝採れいちごの直売、ブランドいちごの無料サンプリ
ングや、いちごアトラクションなどいちご尽くしの企画を多数実施します。さらに、横浜赤レンガ倉庫館内でもイベント期間中、
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。物販店舗でもいちごをモチーフにしたグッズを販
売します。
「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 インフォメーション 電話 045-227-2002㈹

Yokohama Strawberry Festival 2020

※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。

■期
間：2020 年 2 月６日(木)～2 月 16 日(日) 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※いちごカフェのみ 20:00 まで営業
■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）
■年間イベントパートナー：株式会社ファンケル
■協
力：明治商工株式会社、横浜市農業振興課
■特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/strawberryfes/

ガラス張りの開放的な空間でゆっくり寛げる『いちごカフェ』が初登場！ブランドいちごを使用したメニューを販売
会場内に併設されたガラス張りの開放的な空間で、食べてお喋りしながら寛ぐことができるカフェ。佐賀県産の“いちごさん”・“さがほのか”な
ど、旬のブランドいちごを贅沢に使用したスイーツとドリンクを販売します。
営業時間：平日 11:00～20:00／土日祝 10:00～20:00

<販売メニュー例>
ストロベリークロワッサン

ストロベリーパフェ

（佐賀県産いちごさん使用）
佐賀県産の“いちごさん“をクロワ
ッサンとホイップで挟みました。

旬のいちごをふんだんに使用した
当店一押しのパフェです。

ストロベリーレモネード

ストロベリーサングリア

（佐賀県産さがほのか使用）
大人気のレモネードに佐賀県産
の“さがほのか“を加え、いちご風
味に仕上げました。

ストロベリーとクランベリーをベース
にした自家製サングリアです。

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
会場内に設置された特設テントでは、いちご尽くしの「いちごマーケット」を開催します。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 23 店舗が集結。さらに、今年はバレンタインにぴったりな“いちご×チョコ”メニューも販売します。

<メニュー画像>

イベント
限定

“いちご×チョコ”メニュー
【gmgm】
お花のドーナツ

濃厚な味わいでバランスの良
い「やよいひめ」と、生地に混ぜ
たシャンパンとナッツのマリアージ
ュしたヘルシーなお花の焼きド
ーナツです。
イベント
限定

“いちご×チョコ”メニュー
【ICHIBIKO】
いちごバーガー

バンズの間にチョコクリームとこぼれ
んばかりのミガキイチゴを挟みまし
た。

イベント
限定

“いちご×チョコ”メニュー
【パティスリースワロウテイル】
ネコいちご

『大人かわいい！』アニマルス
イーツがイベント限定で登
場。苺のトライフルの上に乗っ
ているネコはバナナ入りチョコ
ムースで仕上げました。
イベント
限定

【FLIPPERʼS STAND】
奇跡のスフレパンケーキ
プリン（あまおう）
カスタードプリンの上に、オリジ
ナルのメープルバタークリームを
フィリングしたスフレパンケーキ
を合わせ、イベント限定であま
おうをのせました。

※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。
イベント
限定

イベント
限定 【東京ストロベリーパーク】

【馬車道十番館】
お菓子の国の
ショートケーキ

めっちゃいちごパフェ 2020

前回のイベントで 1.8 万食お召
し上がり頂いた「めっちゃいちごパ
フェ」がバージョンアップ。いちご約
5 粒分を使用し、いちごソース
や、いちごホイップなどいちごだら
けのオリジナルパフェです。

ふわふわのスポンジに手づくり
のジャムをサンド。キャンディー
を型取ったチョコレートとハート
のクッキーを飾りつけしました。

【秘密の苺 MICO E
×Chimicrew】
王冠いちご

【横浜水信】
いちご４種食べ比べセット
横浜のフルーツ専門店が提供
する食べ比べセット。普段あま
り目にしない苺を厳選しまし
た。

チョコやスワロフスキーで装飾され
たゴージャスな苺アクセサリー。
金具はネックレスかバッグチェーン
をお選びいただきます。

他にも、横浜赤レンガ倉庫がいちご色に染まる企画を多数実施！
① 横浜市内で朝採れた完熟いちごの直売

「地元ならではの完熟いちごをたくさんの人に食べてもらいたい」そんな
気持ちから、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。
■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

② いちごの無料サンプリング

希少価値の高い奈良県産の高級いちご「古都華」などのいちごを
日替わりで無料サンプリングします。
是非、“いちご”一会のサンプリングをお楽しみください。
（左からとちおとめ、紅ほっぺ、古都華）
※品種や配布日等の詳細はイベント特設サイトで順次ご案内します。

③ いちごアトラクション

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。※アトラクションは全て税込みです
■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 : 2～8 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)

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。
和傘屋 北斎グラフィック
（2 号館 2 階）

丸屋根深張傘 苺 純白（写真上）￥5,060
16 本骨長傘いちご（写真下） ￥4,290

HARUTA（2 号館 2 階）

数量限定
いちごのレースアップシューズ
￥12,980

Souvenir Gallery YOKOHAMA
（2 号館 2 階）

数量限定
Strawberry 親子がま口（写真上） ￥3,520
Strawberry がま口（写真下） ￥1,870

