
サンタさん、
くれるかな？

ブルーナボンボン
6,578円（税込）
アカチャンホンポ／2F
体を動かすのが大好きなキッズた
ちの最高の遊び相手です！

マグフォーマー
マイファーストパステルセット 30ピース
7,260円（税込）
アカチャンホンポ／2F
磁石でつながる新感覚ブロック。
自由につくれて、創造力を育めます。

うれしくなれるもの、たくさんみつけよう！

がんばったご褒美に、ママもおねだりしちゃおう！

みんなうれしい「メリー贈リスマス」
サンタさんからの贈りもの、何をおねだりしちゃう？

ららぽーと横浜には、キッズ&ベビーがたのしめるアイテムを取り扱っている
店舗がたくさんあります。いい子にしていたら、欲しかったものをサンタさん
がくれるかも？

身に着けるだけでうれしくなれる、キレイが上がるジュエリー&アクセサリー。
クリスマスという特別なときだから、気になったアイテムをパパに言ってみる
のもいいかも。

日頃の感謝の気持ちを込めて、パパ
へのサプライズプレゼントも忘れずに。
ハイセンスでハイスペックなアイテム
をプレゼントして喜ぶ姿を想像したら、
ちょっぴりわくわくしてきませんか？

おもちゃ以外にも子ども服や雑貨商
品も盛りだくさん。時間を忘れてお買
物をしていたら、ついついおねだりし
過ぎちゃうかも。何が欲しいか悩む時
間も、きっとたのしい思い出に。

左：バッグ 12,980円（税込） 右：ポシェット 3,190円（税込）
ビーミング ライフストア by ビームス／1F

まいにち
あそびたくなるね！

ボー・ピープ トーキングフィギュア
4,104円（税込）
ディズニーストア／2F

同シリーズのキャラクター同士でお
話も。仲間が増えれば楽しさ倍増！

ディズニー アニメーターズ 
コレクションドール ラプンツェル 
3,456円（税込）
ディズニーストア／2F

うるんだ瞳に思わず吸い込まれて
しまいそうな、愛らしいドールです。

すみっコぐらし ぬいぐるみ 各種
528円（税込）～
オリンピア／2F
大人気、すみっコぐらしのぬいぐる
みを、種類豊富に取り揃えています。

秋らしさを感じるチェック柄に、
あしらいのレースがかわいらしい
ワンピース。

チェック柄フェミニンワンピース
4,290円（税込）
アクシーズファム／2F

ストライダー スポーツモデル
14,850円（税込）
オリンピア／2F
世界中のキッズに愛されている、
ランニングバイクです。
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NUOVO RI-VERA 
シャギーツイードショルダー 
6,490円（税込）
アフタヌーンティー・リビング／1F

持ちやすさにこだわったサイズで、
クラッチバッグとしても使いやすい
です。

【11/6（水）発売】
ハンドメイドボタニカルソープ 
限定オレンジ／パルマローザ 100g
480円（税込）
マークスアンドウェブ／2F
ブラッドオレンジ精油に香草のパ
ルマローザ精油をブレンドした甘く
あたたかみのある香り。

【11/6（水）発売】
ハーバルバスエッセンス 
限定モミ／アオモジ 250ml
2,079円（税込）
マークスアンドウェブ／2F
クリスマスでおなじみのモミの木の
精油と、爽やかなアオモジ精油の
香りを楽しめる高保湿入浴料。

リンクルホワイトエッセンス
4,950円（税込）
オルビス・ザ・ショップ／1F

シワ改善とシミ予防に同時アプ
ローチ！薬用高機能美容液、誕生。

シア ベイビーシャワーフォーム300ml
3,300円（税込）
ロクシタン／1F

髪にも身体にも、全身に使えます。
しっとりとした洗いあがりの肌や髪へ。

ポーチ 各種
各3,190円（税込）
レスポートサック／2F

12/11（水）発売の日本限定プリン
トのポーチ。全8種のイニシャルプリ
ントです。

ショルダー
8,800円（税込）
レスポートサック／2F

長財布も入る、普段使いしやすい
バービーコラボ商品。11/27（水）発売。

トート
16,500円（税込）
レスポートサック／2F

A4サイズも収納可能で、普段でも
仕事でも使える。日本限定プリント
で12/11（水）発売！

ラクーン混Vネックワンピース 
15,400円（税込）
スムースレザーヒールブーツ 
20,680円（税込） 
ボアリバーシブル丸底巾着 
7,040円（税込） 
フレディ&グロスター／1F 
その他 スタイリスト私物

アニアリ
1F

普段使いはもちろん、様々なシーンで使えてコーデのワンポイントにもなる
便利なファッショングッズ。お気に入りのアイテムを見つけて、毎日のお出掛
けをもっとたのしくしちゃおう。

1年間、お疲れ様！を自分にもプレゼント。自分にぴったりのコスメをみつけ
て、心も身体もリラックス。
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365日いつでもおもちゃが安い♪
おもちゃのアウトレットなどお買得な商品を

たくさん取り揃えております！

Merry  Shopping  Xmas!
贈っても、受け取っても、笑顔になれるクリスマスギフト。

うれしい、たのしい、おいしい。

左：ニット 3,850円（税込） ストレートデニム 6,050円（税込） 
右：ニット 10,120円（税込） スカート 10,450円（税込） ロシア帽 4,290円（税込） 
ビーミング ライフストア by ビームス／1F

G-SHOCK 
フルメタルスクエアデザイン
66,000円（税込）
コモンタイム／2F

フルメタル耐衝撃構造で、タフ
ソーラーなど搭載したハイスペッ
クな電波時計。

ブリーフケース
51,700円（税込）
アニアリ／1F

かたちがしっかりして使いやすい。
型押しで表現した格子柄がオシャ
レです。

エアーファンクションストレートチップ
DS-18
22,000円（税込）
ナノ・ユニバース／1F

国内生産にこだわり、履き心地バ
ツグンでビジネスシーンを快適に
する高機能シューズ。

HAMILTON 
JAZZMASTER OPEN HEART
130,900円（税込）
チックタック／3F

スーツに映える青の文字盤が人
気の1つ。ギフトに間違いなしの1
本です。

アカチャン
ホンポ
2F

オリンピア
2F

レスポート
サック
2F

カナル 
プロデュースド 
バイ 4℃
1F

クリスマス限定 ルミエラ 
Pt999ダイヤモンドネックレス
66,000円（税込）
カナル プロデュースド バイ 4℃／1F

ダイヤモンドが特別感を演出して
くれる、期間限定の純プラチナ
ネックレス。

ピアス（チタンポスト）
3,740円（税込）
エムユーケーモカブラウン
／2F

「いつもより、少し豪華なアクセサ
リー」を身につけてみませんか？

Ptダイヤモンドリング
100,000円（税込）
トゥデイズダイヤモンズ ツツミ／2F

0.5カラットのダイヤモンドを使用
した、華やかなリング。

YGアコヤパールピアス
25,300円（税込）
テイクアップ アウラ／1F

アコヤパールをあしらった、上品
なデザインのピアスです。

気になるアイテム、
たくさん！

コモンタイム
2F

マークス
アンドウェブ
2F



ポケモン アイスクリームケーキ
クリスマスピカチュウ
3,800円（税込）
サーティワンアイスクリーム／1F

かわいいピカチュウが、ポッピング
シャワーの入ったクリスマスケー
キで登場です。

ミッキー＆ミニー トゥインクル
リース
3,700円（税込）
サーティワンアイスクリーム／1F

雪だるまに変身したミッキーマウ
スとミニーマウス！一緒に楽しい
パーティーはいかがですか？

クリスマスケーキ パレット4
3,500円（税込）
サーティワンアイスクリーム／1F
コットンキャンディも入った、人気
のクリスマスケーキです。

ホリデーダズン 12個
店内飲食 2,200円（税込）
テイクアウト 2,160円（税込）
クリスピー・クリーム・ドーナツ／1F

11/13（水）～12/25（水）の期間
限定販売。かわいいクリスマスモ
チーフのドーナツです。

カーニバルトリュフコレクション 12粒入
5,292円（税込）
ゴディバ／1F
世界の「カーニバル」のにぎわいや
喜びを思い描いて作った、新感覚
のチョコレート。

ベルジアンロイヤルコレクション 30粒入
8,640円（税込）
ゴディバ／1F
ゴディバのベルギー王室御用達
50周年を記念した限定コレクショ
ンです。

思わず笑顔「ごちそうクリスマス」
クリスマスは、おいしいものが盛りだくさん!

右：
フーデットニットプルオーバー 
6,600円（税込） 
コンビプリーツスカート 
8,800円（税込） 
2wayレオパードショルダー 
7,150円（税込） 
サイドバックルショートブーツ 
8,800円（税込） 
ナチュラルビューティー
ベーシック／1F

待ちに待ったクリスマス！
おいしいものをいっぱいたべちゃおう！
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どれもおいしそうで
迷っちゃうね。

街も人も華やいだ空気に包まれるクリスマスシーズン。いつものメイ
クにもキラキラ感をプラスすると一気に華やかな印象になります。目
元にはいつものアイメイクの上に繊細なラメを重ねると派手過ぎな
い大人かわいい印象に。口元には女性らしい色合いのツヤ感のある
リップを塗ることで魅力アップ！
監修 ヘアー&メイクアップアーティスト 川端皐月

私たちだけのオリジナルに！

X M A S
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お家でいっしょに
つくろうね！

●市販のスポンジ生地・・・・・・200g

●生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・100g

●コンデンスミルク・・・・・・小さじ2

●キルシュ酒・・・・・・・・・・・・・小さじ2

●いちご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6粒

●ミントの葉・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

●粉糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

材料

クリスマスツリーみたいな
かわいいケーキ！

下準備

●スポンジは厚さ1cmに切り、

大きさ違いの丸型で4枚ぬく。

　（例：直径10・8・6・5cm）

●いちごは薄切りにする。

●生クリームはコンデンスミルクを入れ、

ハンドミキサーで泡立てる（7分立て）。

丸口金を入れた絞り袋に入れる（生クリーム）。

●いちごを星型に1つ抜く。

作り方

1.

器に1番大きいサイズのスポンジを置き、

キルシュをハケでぬる。

生クリームを絞っていちごをのせる。

2.

大きい順にスポンジをのせ、同様に重ねる。

3.

生クリームを絞り、星型のいちごをのせ、

ミントの葉を飾って茶こしで粉糖をふる。

レシピ提供 

エービーシークッキングスタジオ／3F

※掲載価格は、税抜価格で表記しております。 ※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。予めご了承ください。 ※画像はイメージです。　

クリスマスの代表スイーツであるケー
キの他にも、様々なスイーツを取り
扱っている店舗がたくさんあります。ク
リスマス仕様になったもの、特別な日
に食べたいちょっと豪華なものも、も
ちろんいつものスイーツも。大好きな
スイーツを、みんなと一緒に楽しもう。

スノードーム 各種
385円（税込）～
アフタヌーンティー・リビング／1F

かわいらしいスノードームシリー
ズ。好みのデザインを組み合わせ
て飾れば、クリスマス気分がもっ
と盛り上がります。

かわいい
ケーキが
できました！

1F マルシェストリートにはバラエティ豊かなグルメ・フード店舗が勢ぞろい。
おいしさと笑顔がいっぱいのクリスマスにしよう！

マルシェ
ストリート
1F

X'mas BOX
1,080円（税込）
ガトー・ド・ボワイヤージュ／1F
クリスマス仕様の箱に、期間限定
のいちごのフィナンシェなど、人気
商品を詰め合わせました。

キャロル 50g デザイン缶入
980円（税込）
ルピシア／1F
クリスマスケーキを思わせる、スト
ロベリーとバニラの香りの紅茶です。

タルト・フレーズ
5,380円（税込）
ラ・メゾン アンソレイユターブル／1F
フランボワーズをアクセントにいち
ごクリームやバニラカスタードク
リームを重ねました。

タルト・ショコラ
4,860円（税込）
ラ・メゾン アンソレイユターブル／1F
生チョコレートを贅沢に飾った、
2種類のチョコレートムースのタルト。

サーティワン
アイスクリーム

1F


