
2020年3月3日（火）販売開始！
この時期だけのスペシャルなイチゴメニューが
フタバフルーツパーラーに期間限定で登場！

2020年3⽉3⽇（⽕）より、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋⾕区、代表取締役 社⻑：楠本修⼆郎） が東
京・中野区にある⽼舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションで展開する「フタバフルーツパーラー」の3店舗（銀
座本店、新宿マルイ本館店、アトレ川崎店）にて、宮城県⼭元町で誕⽣した⾼級イチゴブランド「ミガキイチゴ」を使⽤し
た季節のスペシャルデザートを販売いたします。また、 「ミガキイチゴ」を使⽤したスペシャルデザート以外にも、上記3店
舗を含む全国の「フタバフルーツパーラー」8店舗でも今が旬のイチゴをたっぷりと使⽤した様々な季節限定メニューを2⽉
よりご⽤意しております。
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「食べる宝石」とも呼ばれる最上級のイチゴブランド「ミガキイチゴ」を
存分にお楽しみいただけるメニューをご用意いたします。

ミガキイチゴのフェスティバルプレート
￥1,980（税抜）

【取扱店舗】新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店

スペシャルいちごパフェ
￥2,800（税抜）

【取扱店舗】銀座本店

ミガキイチゴのジャムトースト
￥680（税抜 / ドリンク付き ※14:00〜限定）
【取扱店舗】新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店

いちごの産地として50 年の歴史を持つ宮城県⼭元町で誕⽣した「⾷べる宝⽯」の愛称で親しまれる
イチゴブランド。最⾼級ランクの「ミガキイチゴ『プラチナ』」は、1粒￥1,000のイチゴとしてテ
レビや雑誌をはじめ数多くのメディアに取り上げられています。
「ミガキイチゴ」は、熟練の技法を伝承されたイチゴマスターへ受け継がれる職⼈技と先端ITを掛け
あわせ進化を続ける栽培法と、妥協を許さない⾼い熟度と鮮度でこだわり抜いた品質基準から作り出
される、⽢いだけでも、すっぱいだけでもない、つきぬけた「⽢すっぱさ」をもつ類い希な深い味わ
いが特徴です。

「ミガキイチゴ」とは？



プレスリリース
報道関係者各位

2020年3⽉吉⽇
カフェ・カンパニー株式会社

スペシャルいちごパフェ ￥2,800（税抜）
【取扱店舗】銀座本店

ヴィーガン・パティシエ 岡⽥春⽣による、ミガキイチゴを贅沢に
約10粒も使⽤した銀座本店限定のスペシャルパフェ。ミガキイチ
ゴの⽢さと⼼地よい酸味に合わせた、レモンゼリー、⾖乳カスター
ドクリーム、スポンジ、⾖乳ホイップクリームのなどのレイヤード
もご堪能ください。

岡田春生 / ヴィーガン・パティシエ（カフェ・カンパニー株式会社）

洋菓⼦店などでの修業後、マクロビオティックを学ぶ。以来、飽くなき探究⼼で、アレルギーを持つお⼦さんや親御さ
んなど⾷べる⼈みんなが笑顔で安⼼して楽しめる動物性⾷品不使⽤で美味しいスイーツ開発に従事。⾷の未来を⾒据え
た植物性100%の体に優しいスイーツをご提供します。

ミガキイチゴのフェスティバルプレート ￥1,980（税抜）
【取扱店舗】新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店

ミニパフェ、ショートケーキ、フレッシュなミガキイチゴが⼤集合
したイチゴ好きのためのよくばりな⼀⽫。ミガキイチゴを⾖乳ホ
イップクリームやスポンジと合わせたショートケーキ、ソフトク
リームの⽢さやグラノラの⾷感も楽しいミニパフェに加え、丸ごと
添えたフュレッシュなミガキイチゴも是⾮お楽しみ下さい。

＜「“食べる宝石” ミガキイチゴ」を贅沢に使用したスペシャルメニュー 商品紹介＞

ミガキイチゴのジャムトースト ￥680（税抜 / ドリンク付き）
【取扱店舗】新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店
※ご提供時間 14:00～

イチゴデザート専⾨店「ICHIBIKO」特製のミガキイチゴを使⽤し
たイチゴジャムをたっぷり添えた14:00〜限定のメニュー。シンプ
ルながら、バターの⾵味と⽢酸っぱいミガキイチゴをギュッと凝縮
したイチゴジャムが後を引く⼀品です。お買い物途中のおやつタイ
ムや休⽇のブランチに、是⾮ご利⽤ください。
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苺とベリージュレのパフェ
￥1,680（税抜）

【取扱店舗】
新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 湘南T-SITE店

※湘南TSITE店の販売価格￥1,780（税抜）

苺の米粉ホットケーキ
￥1,380（税抜）

【取扱店舗】
新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店

苺のフレンチトースト
￥1,980（税抜）

【取扱店舗】
銀座本店

苺と林檎のミックスジュース
￥680（税抜）

【取扱店舗】
新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 

周南市⽴徳⼭駅前図書館店
※周南市⽴徳⼭駅前図書館店の販売価格￥630（税抜）

＜旬をお楽しみいただける、今だけの期間限定イチゴのデザートメニュー＞
※下記メニューにはミガキイチゴは使用しておりません。 ※内容・価格は店舗により異なる場合もございます。
※内容は変更になることもございます。

苺とベリージュレのパフェ
￥1,280（税抜）

【取扱店舗】
周南市⽴徳⼭駅前図書館店

ホームズ新⼭下店 / 相鉄ライフ三ツ境店

ストロベリーティラミスパフェ
￥880（税抜）

【取扱店舗】
by WIRED 名古屋JRゲートタワー店

いちごミルク
￥630（税抜）

【取扱店舗】
by WIRED 名古屋JRゲートタワー店

ホットベリーオレ
￥545（税抜）

【取扱店舗】
by WIRED 名古屋JRゲートタワー店

まるごと苺と豆乳クリームのサンドウィッチ
￥1,180（税抜）

【取扱店舗】
銀座本店 /新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 

周南市⽴徳⼭駅前図書館店
※銀座本店の販売価格￥1,200（税抜）

※周南市⽴徳⼭駅前図書館店の販売価格￥1,130（税抜）

苺のタルト
￥700（税抜）

【取扱店舗】
新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 /湘南T-SITE店

苺とジュレのポンチ
￥680（税抜）

【取扱店舗】
銀座本店 /新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 

周南市⽴徳⼭駅前図書館店 /ホームズ新⼭下店 / 相鉄ライフ三ツ境店
※銀座本店の販売価格￥700（税抜）

※周南市⽴徳⼭駅前図書館店の販売価格￥630（税抜）

苺とオレンジのフルーツティー
￥680 （税抜）

【取扱店舗】
周南市⽴徳⼭駅前図書館店



アトレ川崎店
住所 ： 〒210-0007 

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F
電話 ： 044-280-6838
時間 ： 10:00-21:00
席数 ： 76席

＜ 本件に関する取材・お問い合わせ ＞
カフェ・カンパニー株式会社 PR担当：加藤菜緒 pr_info@cafecompany.co.jp Tel 03-5778-0477（080-4348-3999） / Fax 03-5778-0478

by WIRED 名古屋JRゲートタワー店
住所 ： 〒 450-6612 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 

JRゲートタワー12F ゲートタワープラザ レストラン街
電話 ： 052-756-2815
時間 ： 11:00-23:00
席数 ： 34席

新宿マルイ本館店
住所 ： 〒160-0022 

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ5F
電話 ： 03-6709-9848
時間 ： 11:00-21:00（⽉〜⼟） 11:00〜20:30（⽇祝）
席数 ： 74席

■ URL ： www.futaba-fruits-parlor.jp ■ Facebook / Instagram ： @フタバフルーツパーラー

銀座本店
住所 ： 〒104-0061 

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F 「銀座⼤⾷堂」内
電話 ： 03-6263-9674
時間 ： 11:00-23:00
席数 ： 70席

果実店「フタバフルーツ」について（www.futaba-fruits.jp）

東京都中野区・都⽴家政で77年続く果実店。サーファー・スノーボーダーでもある3代⽬店主・成瀬⼤輔⽒
を中⼼に、他ジャンルの様々な表現者とコラボレーションをし続け、「単にフルーツを売るだけでなく、そ
の楽しさや⽣産者の想いまでも伝えていきたい」と語る成瀬⽒の果物や⽣産者への熱意と、フルーツと他
ジャンルを融合させたイベントも多数展開するユニークなキャラクターも持ち合わせる果実店。

カフェ・カンパニー株式会社 会社概要

■ 会社名 ： カフェ・カンパニー株式会社
■ 代表者 ： 代表取締役社⻑ 楠本修⼆郎
■ 所在地 ： 東京都渋⾕区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F
■ 電話番号 ： 03-5778-0477 
■ 設⽴ ： 2001年6⽉
■ URL ： www.cafecompany.co.jp
■ 事業内容 ： 飲⾷店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業

＜カフェ・カンパニー株式会社について＞
⽇本国内外において、「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする97店舗（2019年11⽉15⽇現在）のカフェを
企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も⼿掛ける。また、2019年11⽉1⽇より株式会社subLimeと経営統合
し、「GYRO HOLDINGS株式会社」を発⾜。 GYRO HOLDINGS株式会社 コーポレートサイト ： https://www.gyro.holdings

湘南T-SITE店
住所 ： 〒251-0043 

神奈川県藤沢市辻堂元町6-21-1 湘南T-SITE 3号館
電話 ： 0466-53-8116
時間 ： 11:00-21:00
席数 ： 92席（内、テラス30席）

周南市立徳山駅前図書館店
住所 ： 〒745-0034

⼭⼝県周南市御幸通2-28-2 周南市⽴徳⼭駅前図書館1F
電話 ： 0834-34-1011
時間 ： 11:00-22:00（⽉〜⾦） 10:00〜22:00（⼟⽇祝）
席数 ： 36席

WIRED KITCHEN with フタバフルーツパーラー
ホームズ新山下店
住所 ：〒231-0801

神奈川県横浜市中区新⼭下2-12-34 島忠ホームズ新⼭下店 2F
電話 ：045-277-0157
時間 ：10:00-21:00
席数 ：101席

WIRED CAFE with フタバフルーツパーラー
相鉄ライフ三ツ境店
住所 ：〒246-0022 

神奈川県横浜市瀬⾕区三ツ境2-19 相鉄ライフ三ツ境 2F
電話 ：045-366-5501
時間 ：7:00-22:00 ※7:00-11:00はモーニングメニューのみ
席数 ：84席

＜コラボレーション店舗＞
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フタバフルーツパーラー 各店舗概要

本リリースで使⽤している画像は下記よりご覧いただけます。ご掲載等にご活⽤くださいませ。
ダウンロードURL： https://bit.ly/3co4qLu ※ご使⽤の際は担当者までご⼀報くださいませ

※時期により、営業時間が変更となることもございます。


