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クリームチーズホットク いちごを添えて
950円(税込)
韓国屋台スイーツの代表格ホットクにいちごと
クリームチーズをトッピング。※販売時間 各日15：00から

韓美膳(ハンビジェ) 【tel. 047-421-7359】南館3F

いちごと抹茶のパンケーキ
961円(税込)
風味豊かな抹茶の苦みといちごの酸味がアクセント！
※原料の入荷状況により、販売終了が早まる場合がございます。

和ごはんとカフェ chawan 【tel. 047-420-7581】南館3F

期間限定 ※1/24（木）から

LaLaport TOKYO-BAY STRAWBERRY FAIR

ブラータチーズと苺のカプレーゼ仕立て
生ハムと合わせて 1,404円(税込)
濃厚なブラータチーズと旬のいちご、焼きりんごを生ハムと
一緒に。生ハムの塩気とフルーツの甘酸っぱさが絶妙。

PIZZA SALVATORE CUOMO 【tel. 047-421-7652】南館3F

期間限定
牛肉のグリル千葉県産とちおとめの
ベリーバルサミコソース 1,890円(税込)
旬のいちごとミックスベリーの甘酸っぱいソースが
香ばしく焼いた牛肉と相性抜群です。

ITALIAN KITCHEN BUONO 【tel. 047-433-4805】南館1F

期間限定

ゴロゴロいちご（左）／
とろっといちご（右）

Sサイズ 各390円(税込)→フェア期間中 各290円（税込）
Mサイズ 各550円(税込)→フェア期間中 各450円（税込）
旬のいちごの果実がたっぷり入っているので、飲みごた
え抜群！さらにフェア期間中は100円引き実施中！

果汁工房 果琳 【tel. 047-497-8211】西館1F

期間限定
いちごの
ショートケーキ

[ブッフェ内メニュー]
ディナー 大人 /3 ,002円(税込) 
           小学生/1,382円(税込)
※詳しくは店舗までお問い合わせください。

いちご畑からの贈り物。この他にもブッフェ内にいちごメニューを多数
ご用意しております！※＋108円（税込）でスム－ジー付きにできます。

Buffet the Forest(ブッフェ ザ フォレスト) 
【tel. 047-495-1122】

南館3F

期間限定

ぱふぇそふと ストロベリーブーケ
580円(税込)
毎年人気のいちごづくしのぱふぇそふと！
生のいちごとソフトクリームの相性が抜群です！

CAFÉ & SOFTCREAM マザー牧場
【tel. 047-437-3815】

北館1F

期間限定

Enjoy Peanutsカップ
いちご味＋房の駅農場いちご 540円(税込)
千葉県産のピーナツを使用したいちご味の焼き菓子！
房の駅農場の新鮮ないちご付き♪

房の駅 【tel. 047-421-7824】西館1F

期間限定 ※土日のみ、各日なくなり次第終了

ストロベリーリング（左）／
ポン・デ・ストロベリー（右）各129円(税込)
ふんわり食感ともちもち食感の生地を、甘酸っぱい
いちごミルク風味のチョコでコーティングしました！

ミスタードーナツ 【tel. 047-421-7842】西館1F



ベリーのケーキ
［コース内メニュー］
大人 1,080円（税込）～
小人 860円（税込）～
フレッシュフルーツと北海道
産純生クリーム、精蜜いちご
のアンサンブルをお楽しみ下
さい。

【tel. 047-421-7634】
スイーツパラダイス
北館1F

いちごのタルト
1ピース 680円(税込)
カスタードのタルトにスポン
ジを重ね、フレッシュないち
ごをのせました。甘さ控えめ
のホイップクリームが甘酸っ
ぱいいちごの味を際立たせ
る、シンプルでやさしい味の
タルトです。

【tel. 047-495-1548】

ラ･メゾン
アンソレイユターブル

南館3F

ストロベリーデーツ
バナナ
500円(税込)～
ストロベリーとバナナの美味
しいコラボレーション。フ
ルーツたっぷり、ボリューム
たっぷりのアイスクリームです。

【tel. 047-420-3060】

コールド・ストーン・
クリーマリー

北館1F

ミックスベリーのシブー
スト（右）378円(税込)
甘酸っぱいベリー、ふんわり
としたシブーストクリームを
重ねた、冬にピッタリのチー
ズケーキです。

いちごとブルーベリーの
ケーキ（左）378円(税込)
ココアスポンジ、カシスムー
ス、バニラ風ムースを重ね、い
ちご果汁を贅沢にトッピング。

期間限定 ※2/28（木）まで

【tel. 047-421-7817】
フレッシュネスバーガー
北館1F

ストロベリー、
ホイップクリームと
マカダミアナッツ
1,274円(税込)
甘酸っぱいストロベリーと口
溶けの軽いホイップクリーム
は、もちっとしたパンケーキと
相性抜群。人気NO,1商品！

【tel. 047-421-7230】

Eggs 'n Things
(エッグスンシングス)

南館1F

ストロベリーチョコ 
スプリンクル
194円(税込)
ストロベリーチョコとカラフル
なキャンディスプリンクルをプ
ラス。甘酸っぱいいちごの風味
とパリパリの食感を楽しんで。

期間限定

【tel. 047-495-0347】
クリスピー・クリーム・ドーナツ
南館1F

苺とベリーの
マスカルポーネチーズ
クリームワッフル
1,060円(税込)
自家製のマスカルポーネク
リームとストロベリーアイス
にふわふわのホイップクリー
ムをのせ、甘酸っぱい3種の
ベリーを散りばめました。爽
やかなベリーのアクセントが
マスカルポーネの美味しさを
いっそう引き立てます。

期間限定 ※3/6（水）まで

【tel. 047-421-7362】
マザーリーフ
北館1F

いちごとメープルの
パンケーキ
810円(税込)
こだわりのふわふわ食感の
パンケーキに、芳醇な香りの
フレッシュないちごをたっぷ
りとのせた、見た目もかわい
いパンケーキです。
※ドリンクセット、フライ&ドリ
ンクセットもございます。

【tel. 047-421-7321】
クア・アイナ
南館3F

期間限定
ストロベリーショート
864円(税込)
国産いちごの甘酸っぱさを、
存分に楽しめるショートケー
キです。定番だからこその美
味しさを追求した一品です。

期間限定

【tel. 047-434-6186】
ダッキーダック カフェ
北館1F

ストロベリーラッシー
380円(税込)
インド料理のドリンクと言え
ばこれ！ホームメイドのヨー
グルトに、旬のいちごを入れ
た特製ラッシーです。

【tel. 047-421-7633】

Himalaya Curry
(ヒマラヤカリー)

北館1F

Pocky午後の贅沢 
苺とポッキーの
ショートケーキ
750円(税込)
濃厚なチョコレートを使用し
たポッキーとカカオニブ入りの
クリーム、果肉入りのいちご
ソースをサンド。バニラアイス
にポッキーを添えて。

期間限定
 
※1/29（火）～
   3/4（月）まで

【tel. 047-495-1577】

アフタヌーンティー・
ティールーム

南館1F

厳選いちごソフトクリーム
350円(税込)
上質のいちごを贅沢に使用し
ました。いちごの食感と、口
いっぱいに広がる甘酸っぱい
風味が人気の期間限定ソフ
トクリームです。
※原料の入荷状況により、販売終
了が早まる場合がございます。

期間限定

【tel. 047-401-7664】
北海道うまいもの館
西館1F

コールドストーン
ストロベリーパフェ
670円(税込)
旬のフレッシュいちごをトッ
ピングした、キンキンに冷や
した石の器で食べるストロベ
リーパフェ。

期間限定

【tel. 047-421-7323】
肉のとみい
南館3F

ブリュッセルワッフル 
ショコラベリー
770円(税込)
チョコテイストのワッフルに、
チョコアイスとベリーを合わ
せた季節限定スイーツです。
※ドリンクセットもございます。

【tel. 047-421-7820】
タリーズコーヒー
西館1F

期間限定


