
甘酸っぱ～～い
季節が

やってきた！

LaLaport EBINA

ラブベリーフェスタ

2/22[土]▶▶3/1[日]2020
いちご 好きも大 満 足の 9日間！！

E ve nt
1F 丸の内 CAFE 会前
イベント会場

各日10：00～19：00
開催時間

いちごスイーツ&グッズマーケット
　　 　　　　ありがとう抽選会   
様々なジャンルのいちごスイーツ&グッズが丸の内 CAFE 会前に集合！

2/29[土]・3/1[日]

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表示となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合がございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。　　※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 　※画像は全てイメージです。

海老名駅
方面

P P
丸の内 CAFE 会前

1F

浅草梅園
いちご大福

378円（税込）
旬のいちごの甘酸っぱさをいかした甘
さ控えめの餡と、果汁を逃さないモチ
モチの大福が絶品のいちご大福は冬を
代表する和菓子です。

グッディ・フォーユー六本木
イチゴのチーズケーキ

1,245円（税込） 480円（税込）
ベイクドチーズケーキにいちごを贅沢にの
せて焼き上げました。ちょっぴり甘酸っぱ
い、いちごがチーズケーキによく合います。
友人や家族とのシェアにピッタリです。

ガトーよこはま
よこはまチーズケーキ（イチゴのせ）

チーズケーキにフレッシュなイチゴを
トッピング♡チーズとイチゴのマリアー
ジュはこの時だけ！！このチャンスに是
非お試しを♡

イェッピースイーツ
いちごキャラクターわたあめ

700円（税込）
あまくて、ふわふわのキャラクターわた
あめです。今回限定のいちごキャラク
ターなど、すごくかわいいわたあめを見
に来てください。

期間中、いちごスイーツ&グッズマーケットにてお買上げいただいた方にお渡しするご購入証と、
ららぽーと海老名で当日お買上げいただいた2,000円（税込・合算可）以上のお買上げレシートを

下記会場にてご提示いただくと抽選会に1回ご参加いただけます。

ありがとう抽選会

※対象レシートとご購入証一セットにつき１回ご参加いただけます。　※ご購入証の盗難・紛失に対しては当施設は責任を負いません。　※掲載内容･賞品は変更になる場合がございます。　
※賞品は数に限りがございます。　※複数ある等賞は、先着でいずれかをお選びいただけます。　※本キャンペーンは一部対象外店舗がございます。

ヘヴンズドークッキーズ
ストロベリーマシュマロクッキー

237円（税込）
手作りのアメリカンクッキー専門店。イベ
ント限定のストロベリーフレーバークッ
キーを数種類ご用意しました。お気に入り
の一枚がきっと見つかるはず。

パティスリー フェアベール
苺のティラミス

500円（税込）
甘酸っぱい苺のソースとマスカルポーネ
クリームの織りなすハーモニー、スポン
ジや生クリームを重ねて旬の苺を飾った
特製のティラミスです。

MOOOSH
アイラブストロベリーフレッシュ

2,640円（税込）
原宿で大人気の癒し系雑貨スクイーズ
ショップ「MOOOSH」がイチゴアイテム
を携えて登場♪とろける柔らかさと甘～い
香りで癒しのひと時をお届けします！

エファール河村屋
いちごプリン

430円（税込）
しっとりと柔らかい食べ心地で濃厚な
「いちごプリン」は、生クリームを乗せ
た甘みと酸味が溶け合う絶妙なプリン
です。

1F 丸の内 CAFE 会前
抽選会場

各日10：00～20：00
抽選時間

1等

・・合計15名様

2等
・ミトン ストロベリー
・KAYA no Fukin イチゴ
・ストロベリーティーラテ
・アイマスクビーズジェル

・・合計150名様

プチ賞

・チロルチョコ
  いちごみるく

同時開催

同時開催

・instax
 mini 8+
  （ストロベリー）
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E ve nt
1F 丸の内 CAFE 会前イベント会場

①11：00～ ②12：00～
③14：00～ ④15：00～

開催時間

※10：00より会場にて
　各回分の整理券を配布
※各回25名様（合計100名様）

※各回30分

キッズクラブ会員の方（当日入会OK!）参加条件

いちごイベント

2/23
[日・祝]

2/24[月・休]

～

3/1[日]

粘土のように造形できるシートのロウを
使用して作るイチゴのキャンドル。
お家で飾っておくことができるので
作った後もお楽しみいただけます。

　　　　　会員限定!
イチゴのキャンドルづくり

ららぽーと海老名にかわいい
“いちごのフォトスポット”が登場！

いちごフォトスポットえび～にゃグリーティング
かわいい“えび～にゃ”が
館内を練り歩きます！

先着300名様に

ノベルティを

プレゼント！

©海老名市

「#ららエ
ビベリー

」

で拡散しよう
！

2/22
[土]

①11：00～　②13：00～　③15：00～
開催時間

参加費
無料

C a m pa i gn
ららぽーと海老名で当日お買上げいただいた3,000円（税込・合算可）以上の
レシートを下記会場にてご提示いただくと
先着1,000名様限定で、いちご関連賞品が当たる抽選会に
1回ご参加いただけます。

※対象レシート一枚につきおひとり様１回ご参加いただけます。　※掲載内容は予告なく変更、または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。　
※先着 1,000 名様に達し次第終了となります。抽選時間内であってもご参加いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。　
※複数ある等賞は、先着でいずれかをお選びいただけます。　※本キャンペーンは一部対象外店舗がございます。　※賞品の数には限りがあります。

特賞

2等

1等

200
名様

参加賞

いちご狩り
ペアチケット

ストロベリーハント抽選会

“いちご狩り”のような
楽しい抽選会で

おいしい、うれしい賞品を
ゲット！

海老名駅
方面

P P
丸の内 CAFE 会前

1F

お菓子

・いちご大福
 マシュマロ

・いちごみるく
 キャンディ

いちごグッズ ・入浴剤
・ラムネ ・クリップ

50
名様

賞品の『特賞 いちご狩り』と『1等 いちご』って？ 詳しくはこちら
ららぽーと海老名

おすすめ
周辺いちご園

〒243-0417
神奈川県海老名市本郷5130

営業：いちご狩り・直売：月曜日･土曜日･日曜日
営業時間：いちご狩り：4月～5月末　午前9時00分～午後3時00分
営業：いちご直売：1月～3月　午前：11時～12時 / 午後：14時～16時

武井いちご園

協力：武井いちご園 協力：武井いちご園

営業期間いちごの名産地海老名のいちご園の中でも屈指の実力を誇る武井いちご園
のいちごです。 土づくりからこだわった摘み立て完熟いちごは、とろけるよう
な甘さと芳醇な香り。農林水産大臣賞を3度受賞した至高のいちごをぜひ、ご
賞味ください。

いちご
パック

2組
（4名様）

1F 丸の内 CAFE 会前抽選会場

抽選時間 10：00～21：00
（先着 1,000 名様に達し次第終了）

参加賞はご参加いただいた
みなさまにお渡しいたします。

2/24[月・休]

S w� ts
& D ri nk

いちごスイーツ＆
ドリンクフェア
見た目も可愛い！おいしいがいっぱい！！

2/22[土]

～3/1[日]

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表示となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合がございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。　

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。また、掲載店舗が予告なく移転・退店となる場合もございます。あらかじめご了承ください。 　

※画像は全てイメージです。

くるくるワッフル
「季節のまるごといちごロール」

1,026円（税込）
「あまおう」をごろっとまるごとロールした、いちごのお
いしさをシンプルに味わえる一品。まろやかなクリーム
としっとりふわっふわのワッフル生地が、いちごのおい
しさを引き立てます。

｜1F｜ワッフル・ケーキの店 R．L（エール・エル）
[ワッフル][ワッフル]

MARLN（クッキー）いちご
108円（税込）

贅沢に使用したバターとバニラの風味豊か
な生地に、いちごのコンフィチュールが輝
く、しっとり食感のクッキーです。

｜1F｜鹿鳴館
[洋菓子][洋菓子]

不揃い
ホワイトチョコがけいちご

290円（税込）
いちごをまるごとフリーズドライにし、
チョコレートをかけました。粒の大き
さが不揃いなものや、いちご果肉が
見えているものも使っています。

｜1F｜無印良品
[衣服・雑貨、生活雑貨、食品][衣服・雑貨、生活雑貨、食品]

トリプルベリー パンケーキ
1,628円（税込）

ベリー好きには堪らない3種のベ
リーをふんだんに使ったハワイアン
パンケーキ！食物繊維、鉄分、ビタミ
ンB 1が豊富で栄養価の高いヘル
シーパンケーキです。

｜4F｜ALOHA TABLE
[ハワイアン][ハワイアン]

ベリースムージー
440円（税込）

n iko  and  . . .COFFEE
のベリースムージーは
お子様でも飲み易い味
わいと、鮮やかなピン
ク色が特徴の人気商
品です！

｜1F｜niko and ...
[カフェ][カフェ]

①

②

④

③

⑤

①プレミアム ストロベリー
1,200円（税込）

ボリュームたっぷりなストロベリーサンデー。
豪華さやボリューム感を演出し、つい写真を撮
りたくなるような見た目に！

③プレッツェル＆ストロベリーソース
シングル 550円（税込）
ダブル 750円（税込）

いちごにホイップクリームとカリっと香ばしいプレッ
ツェルをトッピング。甘酸っぱいいちごと塩気のプ
レッツェルの組み合わせはクセになるおいしさです。

④苺のレアチーズワッフル
750円（税込）

バター風味のふわっとしたワッフルの上に、アイ
スクリームと濃厚なレアチーズクリーム、いちご
をトッピング！見た目にも可愛い“ひやあつ”ス
イーツ。

⑤苺フォンダンショコラ
750円（税込）

毎年人気のフォンダンショコラが、今年はいちご
をトッピングして登場！濃厚なチョコレートにア
イスクリームといちごのハーモニーをお楽しみく
ださい。

｜1F｜サーティワンアイスクリーム
[アイスクリーム][アイスクリーム]

G �ds
いちごグッズフェア
“おいしい”だけじゃない！旬のいちごをグッズでも♪2/22[土]

～

3/1[日]
①

②

①いちごさんがね
935円（税込）

赤ちゃんに大人気、とよたかずひこ先生
の「おいしいともだちシリーズ」。０才か
ら楽しめる絵本なので、声に出して読ん
で親子で楽しい時間を過ごそう。

｜4F｜有隣堂 [書店、文具、雑貨][書店、文具、雑貨]

②いろいろいちご
８８０円（税込）

可愛らしいいちごたちがおいしいものに
変身！リズミカルな文章なので、声に出し
て読むと気持ちがいい作品です。最後に
何が出来上がるのかお楽しみに。

②PS）メラミンプレート
110円（税込）

①PS）メラミンラウンドボウル
110円（税込）

いちご柄の可愛いメラミン製のお皿で
す。割れないからお子様にも安心！

｜4F｜Can★Do
[100円ショップ][100円ショップ]

①

②

リミテッドバッグ
各220円（税込）

ららぽーと海老名ストア限定のリミテッ
ドバッグは海老名にちなんで、いちごの
デザイン！

｜1F｜Flying Tiger Copenhagen
[雑貨][雑貨]

エコバッグ ストロベリー
209円（税込）

たくさんのいちごが敷き詰められた
可愛いデザインのエコバッグです。
同柄の小さな収納袋付きで、バッグ
に入れて持ち運べます♪

｜3F｜AWESOME STORE
[雑貨][雑貨]

イチゴ柄前開きMF上下セット
1,650円（税込）［ピンク・ホワイト・グレー］
いちご柄をちりばめたキュートな上下
セット♡なめらかな肌触りのマイクロ
ファイバー生地で暖かく、寒い時期のリ
ラックスタイムにピッタリ♪

｜4F｜チュチュアンナ
[ソックス・インナー・ウェア][ソックス・インナー・ウェア]

①イチゴアルミポーチ
1,100円（税込）

いちご柄が可愛いアルミポーチ。ランチ
ボックスを持ち運ぶのに便利なアイテ
ム。内側にメッシュのポケット付きで、保
冷剤を清潔に使用できます。

｜2F｜Afternoon Tea HOME&LIVING
[生活雑貨][生活雑貨]

②イチゴオリジナル ランチボックス
2,530円（税込）

ランチタイムをもっと楽しく、そんな想い
をカタチにした新しいランチボックス。
丁寧にひとつひとつ手作業で作った、味
わいのある風合いに。

①

②

いちごカップギフト
605円（税込）

いちごの香りがする入浴剤が4点
入ったギフトカップ。自分用にも、ギ
フトにもぴったりなアイテムです！

｜3F｜one'sterrace
[生活雑貨][生活雑貨]

イベントスケジュール

2/22（土） 2/23（日・祝） 2/24（月・休）

スイーツ＆グッズマーケット

キャンドルづくり

えび～にゃグリーティング

フォトスポット

スイーツ&ドリンクフェア

グッズフェア

ストロベリーハント抽選会

スイーツ＆グッズマーケット

キャンドルづくり

えび～にゃグリーティング

フォトスポット

スイーツ&ドリンクフェア

グッズフェア

ストロベリーハント抽選会

2/25（火）2/25（火） 2/26（水）2/26（水） 2/27（木）2/27（木） 2/28（金）2/28（金） 2/29（土） 3/1（日）

②焼きチョコ＆チョコソース
シングル 550円（税込）
ダブル 750円（税込）

ホイップクリームとチョコビッツをたっぷりとトッピ
ングした、食感の楽しい一品♪ザクザクとしたほろ苦
いチョコビッツとアイスクリームの相性は抜群！


