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報道関係各位

～新レギュラー店舗が登場！～

最高にラブリーで美味しい、ハートのアイススイーツ専門店
「ラブリーアイスクリーム」2018年2月2日(金)オープン！
スイーツのテーマパーク「自由が丘スイーツフォレスト」では、バレンタインシーズンを迎えるに際し、
新レギュラー店舗としてアイススイーツの専門店「ラブリーアイスクリーム」が2月2日にオープンいたしま
す。同店は「自由が丘スイーツフォレスト」に2005年7月のオープン以来、その美味しさからリピーター
ファンの多い「ミキシン ミクスリーム」がこれまでのノウハウを生かして新ブランドとして生まれ変わる
新店舗です。

オリジナル開発の冷えた大理石の作業台の上で濃厚なバニラアイスクリームに、フルーツ、チョコレート、
和食材などバリエーション豊富な素材を混ぜ合わせ、チョコレートやソース、トッピングで、可愛らしい
ハート型に仕上げて作り上げていきます。
ご注文ごとにオーダーメイドで大理石の上でアイスを仕立てていくことで、アイスクリーム等の冷えた食
べ物では伝わりにくい、パティシエがケーキに使うのと同クオリティの厳選した上質な素材の味わいや食感
を生かした美味しさを実現します。
また、アイスクリームに素材を混ぜ合わせるのはもちろん、テンパリングしたチョコレートを大理石の上
で瞬間でハート型に抜くなど、作りたて出来たてならではのパフォーマンスやライブ感も目の前でご覧いた
だけます。
そして、出来上がりのキュートなハートのフォルムのアイススイーツを存分にお楽しみいただけるよう、
ハートを生かしたショップづくりにこだわり、インスタ映え抜群のフォトスポットも登場します。
スタンダードメニュー１２種類に加え、現在「自由が丘スイーツフォレスト」で開催中の「ＨＯＴ！ほっ
とスイーツ2018」の限定スイーツも登場します。
これまでにない最高にキュートでラブリーな新感覚のハートアイススイーツにどうぞご期待ください。
ご注文ごとに
大理石のオリジナル台
で仕上げます

パティシエ
榎本臣呉

インスタジェニックな新感覚アイススイー
ツが揃います。
四つ葉のクローバーをイメージしたお持ち
帰りセットも登場予定

ピンクと黒を
基調にしたショッ
プビジュアル。
フォトスポットも
新たに加わりま
す

自由が丘スイーツフォレスト施設概要
スイーツのテーマパーク『自由が丘スイーツフォレスト』は、｢ハピネス・オブ・スイーツ｣をテーマに、一流のお菓子職人
“スーパー・パティシエ”たちが、腕によりをかけて提供する“作り立て＆出来立て”の極上スイーツをその場で食べ比べることができます。
◆住所：東京都目黒区緑が丘2-25-7｢ラ・クール自由が丘｣1F～3F
◆営業時間：｢ｽｲｰﾂの森｣ｿﾞｰﾝ10時～20時（年中無休）｢ｽｲｰﾂｾﾚｸﾄ｣ｿﾞｰﾝ/店舗により異なる
◆アクセス：東急東横線大井町線｢自由が丘｣駅南口から徒歩約5分 ◆ＨＰ：http://www.sweets-forest.com

「自由が丘スイーツフォレスト」お客様お問い合わせ電話番号

℡03-5731-6600

本件に関するお問い合わせ「自由が丘スイーツフォレスト」プロモーション担当
ピーアールコンビナート株式会社 長江・高野・井上 TEL.03-3263-5621／FAX.03-3263-5623

資料① 新店舗「ラブリーアイスクリーム」商品資料
「ラブリーベリー」
icecream (lovely berry) 463円（税抜）

ベリーの味わいがぎゅっと詰まったダブルハート
ストロベリー、ラズベリ
ーのアイスクリーム
ミルクチョコレートにベ
リーソース、ハートのホ
ワイトチョコレートをトッ
ピング
ベリーの甘酸っぱさ
がぎゅっと詰まった
、女子度満点のラブ
リーアイスの代表作
。

「もちショコラ」
icecream (mochi chocolate) 463円（税抜）

ほろ苦ショコラに、ぎゅうひがもちもち

「ラブリーチーズケーキ」
icecream (lovely Cheesecake) 463円（税抜）

ベリー＆チーズケーキの甘酸っぱさが広がる
ラズベリー、グラハムビ
スケット、クリームチー
ズのアイスクリーム
ホワイトチョレートにカ
シスソース、ラズベリー
の果肉をトッピング
ベリーとチーズの甘
酸っぱいハーモニー
に、ザクザクしたグ
ラハムとラズベリー
の食感がアクセント
に。

「抹茶」
icecream (green tea) 463円（税抜）

濃厚な抹茶＆小倉あん＆黒蜜の和の極みアイス

ガナッシュチョコレート、
ぎゅうひのアイスクリー
ム
ミルクチョコレートにココ
アパウダー、チョコレー
トをトッピング

京都宇治抹茶、小倉あ
んのアイスクリーム
ホワイトチョコレートに
自家製黒みつ、抹茶パ
ウダーをトッピング

ほろ苦いチョコレー
トとミルキーなアイ
スの味わいに、もち
もちのぎゅうひが相
性抜群です。

香り高い宇治抹茶と
ほっくり小倉あんの
濃厚アイスと自家製
黒みつの間違いなし
の和の自信作。

「チョコタルト」
icecream (chocolate tart) 463円（税抜）

濃厚チョコレートのミルキーアイス
ガナッシュチョコレート、
タルトのアイスクリーム
ミルクチョコレートに、チ
ョコレートソース、練乳
をトッピング。

３種のチョコレート
を使用した濃厚な味
わいの中に、サクサ
クのタルトの食感が
アクセントに。

「きなこもち」
icecream (kinako mochi) 463円（税抜）

きなこ＆ぎゅうひ＆黒みつの和アイス
きなこ、ぎゅうひのアイ
スクリーム
ホワイトチョコレートに
自家製の黒みつ、きな
こをトッピング。
香ばしいきなこと黒
蜜がバニラアイスと
からみあうハーモニ
ーと、もちもちのぎ
ゅうひをご一緒に。

資料② 新店舗「ラブリーアイスクリーム」商品資料
「ラブリーショートケーキ」
icecream (lovely sponge cake) 463円（税抜）

苺のショートケーキなアイススイーツ

「アップルパイ」
icecream (apple pie) 463円（税抜）

アップルパイの味わいがアイスで実現

ストロベリー、スポンジ
ケーキ、ホイップクリー
ムのアイスクリーム
ホワイトチョコレートに
ストロベリーソース、練
乳、ラズベリーをトッピ
ング

アップルコンポート、パ
イ、シナモンのアイスク
リーム
ホワイトチョコレートに
焦がしバター、アップル
コンポート、シナモンを
トッピング

バニラアイスとクリ
ーム、スポンジの優
しい味わいに、甘酸
っぱい苺がポイント
に。

さっぱりとしたリン
ゴとミルクのハーモ
ニーにサクサクのパ
イの食感がアクセン
ト。

「塩キャラメルパイ」
icecream (solt caramel pie) 463円（税抜）

甘じょっぱくほろ苦い塩キャラメルがたまらない
塩キャラメル、キャラメ
ルチップ、パイのアイス
クリーム
ホワイトチョコレートに
塩キャラメルソース、キ
ャラメルチップをトッピン
グ
甘じょっぱくほろ苦
い塩キャラメルとア
イスのミルキーな甘
さがからみあう中、
サクサクのパイとカ
リカリのキャラメル
チップがアクセント
に。

「キャラメルモカ」
icecream (caramel mocha) 463円（税抜）

コーヒー＆チョコにキャラメルがアクセントに
コーヒー、キャラメルチ
ップ、ホイップクリーム
のアイスクリーム
ミルクチョコレートにチョ
コレートソース、キャラメ
ルチップをトッピング。
コーヒーとチョコレ
ートが混ざりあう王
道の味わいに、カリ
カリのキャラメルチ
ップがアクセントに
。

「パンプキンタルト」
icecream (pumpkin tart) 463円（税抜）

優しいパンプキンをサクサクタルトが引きたてる
パンプキン、タルトのア
イスクリーム
ミルクチョコレートに、カ
ラメルソース、パンプキ
ン、キャラメルチップをト
ッピング
パンプキンとアイス
の優しい味わいに、
サクサクのタルトと
カリカリのキャラメ
ルチップが食感をプ
ラス。

「ナッツチーズ」
icecream (nuts cheese) 463円（税抜）

ナッツの香ばしさと食感が楽しいチーズのアイス
アーモンド、カシューナ
ッツ、クリームチーズの
アイスクリーム
ミルクチョコレートに、
チョコレートソースソー
ス、カシューナッツをト
ッピング。
さっぱりしたクリー
ムチーズとチョコレ
ートの甘みのハーモ
ニーに、香ばしいナ
ッツの食感が楽しい
味わい。

資料③ 新店舗「ラブリーアイスクリーム」商品資料
「HOT！ほっとスイーツ2018」限定スイーツ
＜オープン～3/14まで販売＞

「HOT！ほっとスイーツ2018
バレンタインホワイトデーLimited」限定スイーツ
＜オープン～3/14まで販売＞

「アップルジンジャー」
Icecream (Apple & Ginger ）
463円（税抜）予定 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定
さわやかなリンゴ＆スパイシージンジャー
冬限定のアイススイーツ

リンゴ、ジンジャー、グラハムビスケットをアイスに混ぜ、
チョコレートソース、アップルコンポート、ジンジャーパウダー
をトッピング。
体をさっぱりしたリンゴの味わいに、ジンジャーの香りと濃厚
なチョコレートがからみあい、グラハムのざくざくした食感がア
クセントに。
身体を温めると言われているリンゴとジンジャーを使ってアイス
クッキー風に仕上げた限定アイススーツ。

「ショコラ ショコラ」
Icecream (Chocolate & Chocolate sauce）
463円（税抜）予定 ※ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ限定
チョコ好きに贈る、チョコレートづくしの
ハートのアイススイーツ

ほろ苦いココアパウダーを練りこんだアイスに、生チョ
コをたっぷり入れ、仕上げにチョコレートソースをトッピ
ング。
自家製の生チョコの濃厚な味わいとなめらかな口どけが
アイスとからみあいます。
チョコ好きにはたまらない、チョコレートづくしのバレン
タイン・ホワイトデー限定のチョコレートアイスです。

こちらの画像も
ご用意しております

