2020 年 1 月 31 日
株式会社相鉄ビルマネジメント

かわいいおいしい！旬のフルーツで一足早く春を彩る！

ジョイナス ハッピーフルーツフェア！
2020 年 2 月 1 日（土）～3 月 14 日（土）
TOKYO STRAWBERRY PARK とのタイアップイベントを今年も開催
相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・森村幹夫）が運営するジョイナスでは、2020 年 2 月 1
日（土）から 3 月 14 日（土）まで、「ハッピーフルーツフェア」を開催いたします。甘くて爽やかな美味しいフルーツのお菓子や
ケーキ、ドリンクなどが勢揃いします。フルーツ好きは見逃せない！思わず食べたくなるようなフルーツのライフスタイルグッズ
もいろいろ登場します。さらに、昨年好評を博した TOKYO STRAWBERRY PARK とのタイアップイベントを今年も開催いたしま
す。

ハッピーフルーツフェア メインビジュアル
変わらぬ人気を誇るフルーツタルト専門店「キル フェ ボン」の『プレミアム 季節のフルーツタルト』は、10 種ものフルーツを
使用し、その見た目の華やかさに目を奪われます。ドイツの伝統工芸織物であるシュニール織の老舗ブランド「ラブラリー バ
イ フェイラー」で販売される、『ハンカチ』と『フラットポーチ』は、フルーツサンドウィッチの断面のような鮮やかなデザインで、
持っているだけで気分が上がるフルーツ好きにはたまらない一品です。
また、ハッピーフルーツフェアを特集した情報誌を発行し、ジョイナス全体をフルーツづくしで盛り上げます。ぜひこの機会
に、ジョイナスで旬のフルーツをお楽しみください。

■オススメ商品（一部抜粋）
【旬なフルーツのスイーツ＆フード】
＜横浜水信＞

＜アフタヌーンティー・ティールーム＞

フルーツサンド
870 円（税込）
その日その日で完熟した果物を厳選し、
クリームやパンにもこだわった人気の
逸品です。/ 1F

苺づくしのフレッシュストロベリーティー
825 円（税込）
フレッシュいちごを浮かべた紅茶に
自家製いちごジュースをたっぷりと
加えて召しあがれ。
/ B1 ※2/26 まで

＜ワイアード カフェ＞

＜日比谷松本楼＞

＜オステリア ウーヴァ・ラーラ＞

ベリーＢＥＲＲＹ
レギュラー 990 円（税込）
ハーフ 748 円（税込）
メープルが隠し味のふんわりデニッシュ
のフレンチトースト。甘酸っぱい
3 種のベリーとホイップがポイント！
/ 4Ｆ

苺のプリン・ア・ラ・モード
700 円（税込）
固めのプリンにいちごといちごアイス。
昔の味を再現したどこかなつかしい
プリン・ア・ラ・モード。
/ B1 JOINUS DINING

苺とミルクのジェラート
748 円（税込）
旬のいちごと横浜市にある
”相澤良牧場”のミルクジェラート
を合わせました。
/ B1 JOINUS DINING
※期間限定

＜スリーコインズ＞

＜ラブラリー バイ フェイラー＞

＜べキュア ハニー＞

フルーツキッズ傘
330 円（税込）

フルーツサンドフラットポーチ（左）
4,400 円（税込）
フルーツサンドハンカチ（右）
2,420 円（税込）
ラブラリーの大人気商品。
みずみずしいフルーツと甘すぎない
ホイップクリームがキュート！/ 3F

ジューシーロッソ
潤う化粧水 1,540 円（税込）
美容液ジェリー 1,760 円（税込）

＜キル フェ ボン＞

プレミアム 季節のフルーツタルト
ピース 1,384 円（税込）
ホール（25 ㎝） 13,845 円（税込）
白いちご”初恋の香り”、大粒いちご
”きらぴ香”など産地や品種を厳選した
プレミアムなフルーツを 10 種類使用
した特別なタルトです。/ 1F
※2 月下旬販売終了予定

【旬なフルーツのスペシャルメニュー】

【フルーツのライフスタイルグッズ】

美味しそうないちごの傘で
雨の日を楽しく♪/ B1

ワインエキスが潤い肌へと導きます。
フルーティアロマの香りも Good！/ B1

■東京ストロベリーパーク×JOINUS タイアップイベント概要
【開催期間】

2020 年 2 月 22 日（土）～3 月 1 日（日）

【開催場所】

B1 三角広場

『STRAWBERRY ワークショップ』
フルーツをモチーフにしたワークショップを開催。
※予約不要・当日受付。※混雑時はお待ちいただく場合もございます。※対象年齢 3 歳以上
●2/22（土）～2/26（水）11:00～15:00 ※最終受付時間 14:30

ハーバリウムづくり
概要：本物のドライイチゴとお好きなお花の組み合わせでお作り頂けます。
参加費：Ｓサイズ 1,500 円（税込）／Ｍサイズ 2,000 円（税込）
所要時間：約 20 分 ／各日先着 20 名さま
●2/27（木）～3/1（日）11:00～15:00 ※最終受付時間 14:30

スクイーズづくり
概要：お好きな土台でお菓子のようにデコレーションしてお作り頂けます。
参加費：1,400 円（税込）
所要時間：約 20 分

／各日先着 20 名さま

ミニディフューザーづくり
概要：お好きな香りでワンポイントのお花をいれてお作り頂けます。
参加費：1,300 円（税込）
所要時間：20 分

／各日先着 10 名さま

『TOKYO STRAWBERRY PARK オリジナルグッズを販売！』
【内容】 TOKYO STRAWBERRY PARK でしか買えないオリジナルグッズを
イベント期間中、会場にて販売します。可愛いいちごグッズを手に入れちゃおう！
※売上金の一部は“横浜市環境保全基金”に寄付いたします。
・ショートケーキ和三盆 860 円（税込）
・いちご和三盆 810 円（税込）

など

■TOKYO STRAWBERRY PARK とは
TOKYO STRAW BERRY PARK は、都心からほど近い横浜市で 365 日いつでもいちご狩りができる初めての施設です。
いちご狩りのハウスだけではなく、イタリアンビュッフェレストラン、気軽に体験できるスイーツ作りやパフェとドリンクも販売
している施設です。
【場所】

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町 11-1

【営業時間】

平日 11：00～16：00/土日祝日 10：00～18：00
定休日：水曜日

■HAPPY FRUIT FAIR 冊子 概要
【配布期間】

2020 年 2 月 1 日（土）から配布開始

【内容】

フルーツを使ったスイーツ&ドリンク＆グッズが勢ぞろい！

【冊子イメージ】

■JOINUS VALENTINE 概要
新作チョコレートからオススメギフトまで、2020 年のバレンタイン情報を館内より発信中。
【開催期間】

2020 年 1 月 14 日（火）～2 月 14 日（金）

【催事開催】

バレンタインマーケットを期間限定で実施
●2 月 7 日（金）～14 日（金）
会場：1F 広場
取り扱いブランド：ゴディバ、銀座コージーコーナー
●2 月 11 日（火）～14 日（金）
会場：B1 三角広場
取り扱いブランド：ゴディバ、ベルプラージュ、葵の倉、メゾンショーダン、ストラスブール

※写真はイメージです。
※価格はすべて税込価格です。商品情報は変更になる場合がございます。
※一部サービス（テイクアウト等）については軽減税率が適用されます。
店舗によって取り扱いが異なりますので、各店舗にご確認ください。

