2017 年 11 月 22 日

クリスマスマーケット実施や調布限定のクリスマスケーキが登場！！

「トリエ京王調布」クリスマス情報
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、社長：紅村

康）では、本年 9 月に開業した「トリエ

京王調布」にて、クリスマスに合わせた調布ウィンターフェスティバル「トリエ クリスマスマーケ
ット」を行います。また、
「トリエ京王調布」内の店舗では調布限定のクリスマスケーキを販売しま
す。
「トリエ クリスマスマーケット」では、調布駅前広場（B 館前）にて「トリエ京王調布」のテナ
ントや地元調布市にゆかりのあるショップを集めて、調布ならではのクリスマスを楽しめるメニュ
ーやアイテムを販売します。
「トリエ京王調布」限定のクリスマスケーキには、シンプルながらも厳選素材を使用した贅沢な
手土産が人気の「アトリエうかい」
（A 館 1 階）が店内のオープンキッチンで作った特製クリスマス
ケーキのほか、“日本野菜ソムリエ協会認定レストラン”「産食グリル＆生パスタ カムラッド」（C
館 1 階）の調布産をはじめとしたこだわり野菜を使用したクリスマスケーキが登場します。
「トリエ京王調布」がお届けする、調布ならではのクリスマスをお過ごしください。
※本資料の写真は、全てイメージです。

調布ウィンターフェスティバル 「トリエ クリスマスマーケット」
調布ウィンターフェスティバル「トリエ クリスマスマーケット」では、クリスマスにぴったりなグ
ルメやドリンクを提供する“日本野菜ソムリエ協会認定レストラン”「産食グリル＆生パスタ カムラ
ッド」や全てオーガニックエッセンシャルオイルを使用したアロマ雑貨などを展開する「みわおプロ
ダクツ」など「調布」のクリスマスを盛り上げる全 6 店舗がキッチンカーやテントブースで登場しま
ｓ
す。
「トリエ クリスマスマーケット」は、調布市が「トリエ京王調布」オープンを機に街の魅力発信・

活性化を図るため本年 9 月末より年内いっぱいまで実施しているイベント「調布 100 日まつり」のひ
とつとして行われます。

「テントブース」

「キッチンカー」

「サンタクロース」

調布ウィンターフェスティバル
「トリエ クリスマスマーケット」情報
産食グリル＆生パスタ カムラッド
調布産の野菜を使用した、
「調布野菜のピタパンサンド」や「調布

」
野菜のミネストローネ」、
「調布産かぼちゃの白玉入りおしるこ」
などクリスマスの時期に食べたいヘルシーメニューやホットメニ
ューをキッチンカーで販売します。
「調布野菜のピタパンサンド」

Lighting 猿田彦珈琲
猿田彦珈琲をぎゅっと詰め込んだ、屋台のようなお店を表現しま

」
した。人気の「ホットコーヒー」やディカフェの紅茶を使用し、
カフェインを気にしている方におすすめの「ホットジンジャー」

」

も販売します。

「コーヒー」

フラワーショップ京王
クリスマスの贈り物にピッタリの「シクラメン」や「ポインセ

」
チア」の鉢植え、クリスマスムードを演出する「クリスマスリ
ース」を販売します。

」
「クリスマスリリース」

ハンズビー
クリスマスにぴったりの「ドライフラワーアレンジメント」や

」
クリスマスリースとしても飾れる「アレンジメントしめ縄」な
どのギフト商品を販売します。

」
「ドライフラワーアレンジメント」

カフェ「aona（あおな）
」
aona は、調布市が設置した子育て支援施設「こどもとフラット」

」

内にあるカフェです。「マチモノ」という取り組みで生まれた木
の食器「マチモノカッティングボード」やクリスマスモチーフの

」

「クリスマスリースパン」「クリスマスラスク」などを揃えてい
ます。
「マチモノカッティングボード」

アロマのお店

みわおプロダクツ

香りにあふれた素敵な生活を提案する調布のアロマショップです。
「オ
ーガニックエッセンシャルオイル」やシーンにあわせた「オーガニッ
クブレンドオイル」
、可愛い猫の「アロマストーン」を販売します。

「オーガニックエッセンシャルオイル」

■開催日時：12 月 16 日（土）
、12 月 17 日（日）
両日 11：00～19：00
※サンタクロースは会場及び「トリエ京王調布」
館内に適宜登場いたします。
※天候その他の理由により、イベントを変更また
は中止する場合があります。
■開催場所：調布駅前広場（B 館前）

「トリエ京王調布」限定

クリスマスケーキ情報

今年のクリスマスケーキのトレンドカラーである「赤」と「白」が基調の、様々なシーンにあわ
せた「トリエ京王調布」ならではのクリスマスケーキを販売します。

A館1階

アトリエうかい

鉄板料理店「うかい亭」の食後の小菓子が評判となり誕生した
洋菓子店「アトリエうかい」は店内キッチンで手作りする出来立
ての味をご堪能いただけます。大人にも子供にも愛される、シン
プルながらも厳選素材を使用した贅沢な味わいは手土産にもぴっ
たりです。

「アトリエうかい」

商品名：
「クリスマス・イチゴショートケーキ」
■税込金額：5,000 円
■サイズ：直径 15ｃｍ
商品特長：ふんわりと焼き上げたスポンジにイチゴをたっぷりと
サンドし、クリーミーな生クリームで包みました。
「クリスマス・イチゴショートケーキ」

商品名：「クリスマス・タルト」
■税込金額：4,300 円
■サイズ：直径 15ｃｍ
商品特長：アーモンドクリームとイチゴムースを重ね、イチゴ
やベリーを贅沢に乗せたタルトです。
「クリスマス・タルト」

商品名：「ビュッシュ ド ノエル」
■税込金額：4,200 円
■サイズ：長さ 12.5ｃｍ
商品特長：なめらかなチョコ生クリームとイチゴ、イチゴジャ
ムをしっとりと焼き上げたチョコスポンジでロール
しました。
■予約期間：11 月 13 日（月）～12 月 16 日（土）

「ビュッシュ ド ノエル」
■予約方法：店頭予約のみとなります。

■お渡し期間：12 月 21 日（木）～12 月 25 日（月）
■お渡し場所：
「アトリエうかい トリエ京王調布」

■お問い合わせ先：TEL.042-444-7367

産食グリル＆生パスタ カムラッド

C館1階

商品名：「調布野菜と安納いもの Xmas 生チーズケーキ」

￥
■税込金額：3,024 円

■サイズ：5 号
商品特長：1 番人気の安納いもの生チーズケーキに、調布産のじゃ
がいも、小松菜を加えた「トリエ京王調布」限定のクリ
スマスケーキです。
「調布産野菜と安納いもの Xmas 生チーズケーキ」
■予約期間：11 月 20 日（月）～12 月 17 日（日）
■予約方法：お電話または店頭でご予約いただけます。
■お渡し期間：12 月 22 日（金）～12 月 25 日（月）
■お渡し場所：
「産食グリル＆生パスタ カムラッド

トリエ京王調布店」

■お問い合わせ先：TEL.042-444-2271

「トリエ京王調布」施設概要
開業日
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カジュアルレストランフロア
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ライフスタイルフロア
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ファッションフロア
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ファッションフロア

１Ｆ

調布駅
中央口

フーズフロア

デイリー＆クイックフロア

調布駅
東口

調布駅
改札

調布市小島町 2‐61‐1
調布市小島町 2‐48‐6
調布市布田 4‐4‐22
7 店舗
2 店舗
63 店舗（改札階含む）
ショップ（A・B・C 館） 10：00～21：00
※ショップの一部店舗は営業時間が異なります
レストランフロア（A 館 5 階） 11：00～23：00
ビックカメラ（B 館） 10：00～21：00
イオンシネマ シアタス調布（C 館） 8：00～24：00
約 330 台
042-426-8462（A 館 1 階 インフォメーション 10:00～21:00）
trie-keiochofu.jp

