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株式会社トリドールジャパン

ハワイアンパンケーキカフェ 「コナズ珈琲」

～おうちdeコナズシリーズ テイクアウトメニュー第二弾～

「ハワイアン パーティー BOX」「New Ver.ロコモコ3種」
「ハワイアン カレー」 など 新たに全9商品を発売
5月18日(月) より 全国 36店舗で販売開始
株式会社トリドールジャパン（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：田中公博）が展開するハワイアン
パンケーキカフェ「コナズ珈琲」は、5 月 18 日（月）より全国 36 店舗にて「おうち de コナズ シリーズ」
テイクアウトメニュー第二弾としてハワイアン・パーティーBOX を含む全 9 商品を販売開始いたします。

5 月 2 日より発売を開始しご好評をいただいた「おうち de コナズシリーズ 第一弾」に引き続き「第二
弾」として今回は、店内で生地から手づくりしているコナズ珈琲のシグネチャー商品である「クラシック
パンケーキ」をセットにした「ハワイアン パーティーBOX」を含む全 9 商品を新たに販売いたします。ビ
ーフ 100％パティを使用した人気商品「ハンバーグロコモコ」は前回よりバージョンアップ！もちろん第二
弾も店舗キッチンでご注文ごとに手づくりし、店内でのお召し上がりと変わらない「コナズのハワイの味」
をご賞味いただけます。ぜひ「おうち de コナズ 第二弾」でも「ハワイ気分」をご堪能ください。

「おうち de コナズ」シリーズ第二弾

商品概要

New！
大人気パンケーキがセットに！
【商品名】ハワイアン パーティー BOX
【価格】1,180 円（税込）
【商品説明】
コナズ珈琲のシグネチャー商品でもある
クラシックパンケーキをお楽しみいただ
ける、新登場のパーティーBOX です。
店内で生地から手づくりし、ご注文ごとに
焼き上げる、フワフワしっとりの口あたり
が特徴のクラシックパンケーキ、サクサク
ジューシーなモチコチキン、フレンチライ
を皆さまでお楽しみいただけるセットに
しました。

ロコモコは 3 種類になってバージョンアップ！
肉厚ジューシー！お肉の食感あふれる 中粗挽き ビーフ 100％ パティ使用！

※左から：ハンバーグロコモコ・テリヤキロコモコ・チーズロコモコ

【商品名】ハンバーグ ロコモコ【価格】880 円（税込）
【商品説明】コクのあるデミグラスソースと半熟目玉焼きをトッピングした人気商品です。
【商品名】テリヤキ ロコモコ 【価格】880 円（税込）
【商品説明】醤油の風味がきいた甘辛テリヤキソースにからまる半熟目玉焼きのコク旨さが特徴です。
【商品名】チーズ ロコモコ

【価格】980 円（税込）

【商品説明】チェダーチーズの濃厚なトロける美味しさがハンバーグと半熟目玉焼きにからみます。
【商品名】モチコチキン ライスプレート【価格】880 円（税込）
【商品説明】
「モチコチキン」は餅粉（モチコ）の衣で揚げたハワイ版の「鶏か
ら揚げ」です。肉厚でやわらかな鶏肉の味わいとサクサククリスピ
ーな食感が一度食べるとクセになります。

まろやかで甘口！
お子さまにもお楽しみいただけます。
【商品説明】トマトベースにココナッツクリームとスパイ
スをきかせた特製カレーです。
【商品名】ハワイアン

ココナッツカレー・プレーン

【価格】880 円（税込）
【商品名】ハワイアン ココナッツカレー・モチコチキン

【価格】1,080 円（税込）
【商品名】ハワイアン ココナッツカレー・ソーセージ

【価格】1,080 円（税込）
【商品名】ハワイアン ココナッツカレー・ハンバーグ

※ハワイアン ココナッツカレー・ハンバーグ

【価格】1,180 円（税込）

ご好評をいただいたバーガー類も継続販売
【商品名】コナズバーガー【価格】980 円（税込）
【商品説明】中粗挽きで食感のあるビーフ 100%パティをはさんだ
ジューシーなグルメバーガーです。フレンチフライと一緒にどう
ぞ。
【商品名】BBQ ベーコンチーズバーガー 【価格】1,180 円（税込）
【商品説明】中粗挽きで食感のあるビーフ 100%パティにグリルベ
ーコンととろける濃厚チーズ。フレンチフライと一緒にどうぞ。
※BBQ ベーコンチーズバーガー

コナズ珈琲 ブランドコンセプト「ハワイの休日」
コナズ珈琲ではシグネチャーアイテムである手づくりのハワイアンパンケーキの他、お腹いっぱい満た
されるボリューミーなロコモコ、ガーリックシュリンプ等のハワイアンフードや、店内焙煎のコーヒーな
どを 「ハワイローカルのリビング」 にいるような雰囲気の店内で、ゆっくりとお楽しみいただけます。

※2020 年 5 月現在 全国で 36 店舗を展開中
HP：https://konas-coffee.com/
Instagram：https://www.instagram.com/konas_coffee/ Twitter：https://twitter.com/konas_coffee
＜お問い合わせ先＞ 株式会社トリドールジャパン
コナズ珈琲 PR 堀内

E-mail ：prtoridoll@toridoll.com

「おうち de コナズシリーズ」第二弾

関東エリア

関西エリア

東海エリア

中四国エリア

九州エリア

販売実施店舗リスト

足立店

東京都足立区保木間 3-31-13

成城店

東京都調布市入間町 1-41-1

小平店

東京都小平市鈴木町 1-217-7

幕張店

千葉県習志野市芝園 1-2-2

茅ヶ崎店

神奈川県茅ヶ崎市松尾 1-6

神奈川綾瀬店

神奈川県綾瀬市深谷中 1-4-35

新百合ヶ丘店

神奈川県川崎市麻生区上麻生４丁目１４番２号

ふじみ野店

埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞 3-9-1

東浦和店

埼玉県さいたま市緑区大間木 3-2-5

所沢店

埼玉県所沢市北野 1-2-61

ビバモール加須

埼玉県加須市下高柳 1-17

水戸店

茨城県水戸市見川町丹下二ノ牧 2138-4

つくば店

茨城県つくば市研究学園 3-1-3

高崎店

群馬県高崎市上大類町 914-1

大田店

群馬県太田市内ケ島町 834-1

寝屋川店

大阪府寝屋川市太秦桜が丘 26-18

藤井寺店

大阪府藤井寺市恵美坂 2-10-17

池田店

大阪府池田市古江町 113-1

堺店

大阪府堺市中区八田西町１丁２番２号

垂水店

兵庫県神戸市垂水区名谷町 2035-1

津藤方店

三重県津市藤方 1583-3

和歌山店

和歌山県和歌山市紀三井寺 648-3

浜松店

静岡県浜松市東区小池町字一里山 2425-1

御殿場店

静岡県 御 殿 場 市 西 田 中 字 松 ノ 木 割 51 番 １

三島店

静岡県 三 島 市 玉 川 263

江南店

愛知県江南市東野町神上 157

カラフルタウン岐阜店

岐阜県岐阜市柳津町丸野 3-3-6 1F

栗林公園店

香川県 高 松 市 室 新 町 972-6

福山店

広島県 福 山 市 南 手 城 町 3-13-3

那珂川店

福岡県那珂川市道善 2-5

久留米店

福岡県久留米市諏訪野町字中田 1951-1-3

八幡店

福岡県北九州市八幡東区東田 1-2-3

長崎時津店

長崎県 西 彼 杵 郡 時 津 町 日 並 郷 2195-53

宮崎店

宮崎県 宮 崎 市 大 島 町 前 田 381

南大分

大分県大分市大字豊饒 375-1

熊本店

熊本県熊本市東区健軍本町 26-7
※一部店舗において事前告知なく販売を休止する場合がございます。

