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2009200920092009 年年年年 4444 月月月月 24242424 日（金日（金日（金日（金））））    

新業態「新業態「新業態「新業態「COOKCOOP COOKCOOP COOKCOOP COOKCOOP CAFECAFECAFECAFE」が新」が新」が新」が新宿マルイ本館宿マルイ本館宿マルイ本館宿マルイ本館 5F5F5F5F にオープン！にオープン！にオープン！にオープン！    

――――グリーンや花々グリーンや花々グリーンや花々グリーンや花々をををを Aoyama Flower Market ととととコラボレーション―コラボレーション―コラボレーション―コラボレーション―    

    

カフェ･カンパニー株式会社（本社／東京都渋谷区 代表取締役社長：楠本 修二郎）は、マルイの新宿地区 

再編の核である「新宿マルイ 本館」5F に、新業態「COOKCOOP CAFE」を出店致します。弊社直営店「SUS 

-Shibuya Universal Society-」（渋谷）の食を切り口とした本屋「COOKCOOP」のカフェとして、食を中心とした 

ライフスタイルをご提案いたします。また、Aoyama Flower Market（株式会社パーク・コーポレーション／ 

代表取締役：井上 英明）とコラボレートし、グリーンや季節の花々で彩った店内でゆっくりとリラックスしながら 

お過ごしいただける空間を演出致します。 

    

    

渋谷の“おいしい本屋さん渋谷の“おいしい本屋さん渋谷の“おいしい本屋さん渋谷の“おいしい本屋さん    COOKCOOPCOOKCOOPCOOKCOOPCOOKCOOP”の世界観をまるごと味わえるカフェ”の世界観をまるごと味わえるカフェ”の世界観をまるごと味わえるカフェ”の世界観をまるごと味わえるカフェ    

毎日の暮らしを豊かにするこだわりがぎっしり詰まった渋谷の街角の小さな“おいしい本屋さん COOKCOOP”には、食にまつわる本を 

はじめ、雑貨・お菓子・コーヒー豆などが所狭しと並ぶその空間には、お料理好きや食いしん坊、食のクリエーター達が集まり“食のコミュ 

ニティー”を作っています。COOKCOOP が提案する優しく温もり溢れる食を中心としたライフスタイルを体感できるカフェ「COOKCOOP  

CAFE」が誕生します。食は生きていくには欠かせないもの。そんな大切なものだからこそ、楽しくてかわいい彩りを添えたおいしい時間と 

おもてなしをご用意します。 

    

““““Sweet RSweet RSweet RSweet Refreshmentefreshmentefreshmentefreshment”をテーマに”をテーマに”をテーマに”をテーマに、、、、都会で生活する女性へ豊かな日常を提案都会で生活する女性へ豊かな日常を提案都会で生活する女性へ豊かな日常を提案都会で生活する女性へ豊かな日常を提案    

■おいしく楽しいスイーツタイム■おいしく楽しいスイーツタイム■おいしく楽しいスイーツタイム■おいしく楽しいスイーツタイム    

目にも鮮やかな季節の果物やこだわり素材をたっぷりのせた店内で焼き上げる自家製パイやタルトなどのスイーツや、ハーブティー、 

オリジナルブレンドの紅茶、スペシャルティコーヒーなどをご用意しました。その他にもサラダプレートからパスタまで時間を問わずお楽 

しみいただける、おいしくて体が喜ぶホームメイドスタイルのフードメニューも取り揃えております。 

    

■グリーンに包まれた中庭のような心地よい空間■グリーンに包まれた中庭のような心地よい空間■グリーンに包まれた中庭のような心地よい空間■グリーンに包まれた中庭のような心地よい空間    

Aoyama Flower Market とコラボレートしたグリーンや季節の花々に包まれた店内は、まるで木漏れ日が差し込む中庭のような空間。 

どんな時でもリラックスしてお過ごしいただけます。 

    

■■■■カフェカフェカフェカフェににににある風景をご自宅でもある風景をご自宅でもある風景をご自宅でもある風景をご自宅でも    

併設する物販スペースでは、自家製の焼き菓子、店内で使用するテーブルウェアー・キッチン雑貨やクックブックをはじめグリーンなど、 

ご自宅でも当店の世界観をお楽しみいただける商品をお買い求めいただけます。 
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＜＜＜＜メニューメニューメニューメニュー＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ＜＜＜＜空間空間空間空間＞＞＞＞    

 

 

 

 

  

 

 

 

＜＜＜＜CollaborationCollaborationCollaborationCollaboration＞＞＞＞    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

■リー・ジャパン株式会社■リー・ジャパン株式会社■リー・ジャパン株式会社■リー・ジャパン株式会社(http://lee-japan.jp/) 

オーバーオール・ジーンズ・ジャケットと共にその品質の良さと着やすさは世界 3大ジーンズブランドとしても知られている 

Lee ジーンズ。今回は COOKCOOP CAFE のスタッフユニフォームをプロデュース。 

※2008 年 3 月より「UGANDA ORGANIC COTTON プロジェクト」でも弊社とコラボレートしています。

(http://www.crownjewel.co.jp/other.command?url=/special/lee-uganda/index.html) 

■■■■AoyamaAoyamaAoyamaAoyama    FlowerFlowerFlowerFlower    MarketMarketMarketMarket （www.aoyamaflowermarket.com/） 

“Living With Flowers Everyday” をコンセプトに、花や緑に囲まれた心ゆたかな生活を提案するフラワーショップ。ショップは 

パリのマルシェ（朝市）をイメージし、花を特別なものではなく、プライベート＆デイリーに感じていただくための品揃えを行って 

いる。全国に 65店舗（2009年 4月末現在）展開。マルイ新宿本館１Fにも出店。ほか、姉妹ブランドにはフラワースクール「hana-kichi」、

グリーン専門店「Jungle COLLECTION」などがある。「hana-kichi」はマルイ新宿本館 8Fに、「Jungle COLLECTION」は 

COOKCOOP CAFEおよび館内全体のグリーンをプロデュース。 

■SWEETS■ \480～ 

ルビーグレープフルーツのタルト ／ 季節のフルーツタルト ／  

キャラメル林檎パイ ／季節のフルーツパイ／  

豆乳のパンナコッタ 季節のコンフィチュール添え  etc 

■HARB TEA■ \730～ 

ダマスクローズ／フォレストミント／ブルーレイク／グリーンノート etc 

■TEA&COFFEE■ \480～ 

オリジナルダージリンブレンド／スペシャルティコーヒー  etc 

■ORIGINAL DRINK■ \680～ 

フレッシュブルーベリーのファームヨーグルト／ 

70％カカオジェラートのマロッキーノ／ 

ミクソロジーカクテル／モクテル   etc 

  

■FOOD■ \880～ 

COOKCOOP 特製ミートパイ ／ 温野菜のファーマーズパイ ／ 

フラワーガーデンサラダ／ たっぷり野菜のミールスープ ／ 

朝摘みバジルとモッツァレラのトマトパスタ   etc 
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■■■■店舗情報店舗情報店舗情報店舗情報    

店 舗 名： COOKCOOP CAFE（クックコープ カフェ） 

オ ー プ ン： 2009 年 4 月 24 日（金） 

電 話 番 号： 03-3357-1250（4 月 24 日 開通） 

住 所： 東京都新宿区新宿 3-30-13 新宿マルイ本館 5F 

営 業 時 間： 11:00～21:00（日・祝～20:30） 

店 舗 面 積： 39 坪 

席 数： 58 席 

店 長： 岩崎 奈央 

================================================================================================================================= 

■会社概要■会社概要■会社概要■会社概要 

会  社  名： カフェ・カンパニー株式会社  

代  表  者： 代表取締役社長 楠本 修二郎  

設 立 年 月： 2001 年 6 月 

所  在  地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-11-1 COI 西青山ビル 7F 

連  絡  先： TEL 03-5778-0477  ／  FAX  03-5778-0478 

事 業 内 容： 直営店事業、都市・商業企画プロデュース事業、設計・業態開発プロデュース事業、コミュニティチェーン事業、プロモーション事業 

================================================================================================================================= 

■店舗一覧■店舗一覧■店舗一覧■店舗一覧    

SUS-Shibuya Universal Society- ＜RESPEKT・COOKCOOP・SECO＞／A971／246CAFE<>BOOK＜CAFE246・BOOK246＞／BUENA GARDEN CAFE 

Planet3rd 心斎橋店／PLANET 3rd TOKYO（丸の内） 

WIRED CAFE 渋谷 QFRONT 店／WIRED CAFE 360°（原宿）／WIRED CAFE 新宿ルミネ店／WIRED CAFE 新宿三越 ALCOTT 店／ 

WIRED CAFE NEWS 日本橋三井タワー店／WIRED フレンテ明大前店／WIRED CAFE ルミネ立川店／WIRED CAFE アトレ上野店／ 

WIRED CAFE ウィング高輪店／WIRED CAFE アトレヴィ五反田店／WIRED CAFE 横浜相鉄ジョイナス店／WIRED CAFE ラゾーナ川崎店 

WIRED CAFE 梅田 NU chayamachi 店／WIRED CAFE EXPRESS 阿倍野橋店／WIRED CAFE 大宮ルミネ店／WIRED CAFE 宇都宮パルコ店 

WIRED KITCHEN 南町田グランベリーモール店／wired kitchen 浦和パルコ店 

Tokyo People's Cafe 駒沢店／OCEANS BURGER INN ららぽーと豊洲店／OCEANS TABLE ルミネエスト新宿店 

食堂居酒屋 どいちゃん本店／食堂居酒屋 どいちゃん丸の内店／どいちゃん茶家 大崎 ThinkPark 店 

IYEMON SALON KYOTO  

A971 CAFE（SHINGAPORE）  

 

■■■■本件の本件の本件の本件のお問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先    

所 在 地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-11-1 COI 西青山ビル 7F 

W E B サ イ ト： http://www.cafecompany.co.jp 

電 話 番 号： 03-5778-0474        

直 通 携 帯： 090-1202-3999       

Ｆ Ａ Ｘ 番 号： 03-5778-0475            

担 当 者： コミュニケーション企画室 ／ 広報担当 加藤 菜緒  nkato@cafecompany.co.jp 


