
2021年7⽉6⽇(⽕)〜7⽉25⽇(⽇)の期間限定！
「フタバフルーツパーラー」全店舗(※)で、

JA庄内みどり産メロン「⾚いアンデス」「アンデス」をたっぷり使った
スペシャルメニューをご提供いたします。

※「相鉄ライフ三ツ境店」「ホームズ新⼭下店」は7/12（⽉）〜7/25（⽇）

プレスリリース
報道関係者各位

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」にて、昨年も⼤好評いただいた、種⼦・苗⽊・球根・農園芸⽤品などの⽣
産および販売や研究開発型企業として独創的な品種の開発を続ける株式会社サカタのタネの「アンデス」メロンとその姉妹品種「⾚いアンデ
ス」を使⽤したスペシャルメニューを、 2021年7⽉6⽇（⽕）〜7⽉25⽇（⽇）の期間限定で販売いたします。

⽇本有数の砂丘地である「庄内砂丘」で太陽の光をたっぷりと浴びて⽢く育った⼭形県・JA庄内みどり産のメロン「アンデス」と「⾚いアン

デス」をふんだんに使⽤したパフェやクレープなどをご⽤意いたしました。「『旬』のおいしさをお楽しみいただき、フルーツで笑顔になっ
て欲しい！」という思いを込めたこの時期だけのスペシャルメニューです。
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▼ JA庄内みどり産メロン「アンデス」 「⾚いアンデス」 スペシャルメニュー 概要

【実施期間】2021年7⽉6⽇（⽕）〜7⽉25⽇（⽇）
※「相鉄ライフ三ツ境店」「ホームズ新⼭下店」は7/12（⽉）〜7/25（⽇）

新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 湘南T-SITE店
JA庄内みどりこだわりのアンデスメロンパフェ￥1,518（税込）
JA庄内みどりアンデスメロン・ミルク￥858（税込
JA庄内みどりアンデスメロンのフルーツポンチ￥748（税込）
JA庄内みどり産 ⾚いアンデスメロンの贅沢ソフトクリーム￥2,030（税込）※7/14（⽔）〜7/25（⽇）

by WIRED 名古屋JRゲートタワー店
JA庄内みどりこだわりのアンデスメロンパフェ￥896（税込）※テイクアウト￥880（税込）

アーバンドック ららぽーと豊洲店 /アミュプラザくまもと店 ＜クレープ専⾨店＞
JA庄内みどりアンデスメロンのジューシー・クレープ ￥800（税込）

ホームズ新⼭下店 /相鉄ライフ三ツ境店 ※7/12（⽉）〜7/25（⽇）
JA庄内みどり こだわりのアンデスメロンパフェ（L）￥1,518（税込）/ （M）￥1,087（税込）

JA庄内みどりこだわりのアンデスメロンパフェ
￥1,518（税込）

新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 湘南T-SITE店 /
ホームズ新⼭下店（Lサイズ） / 相鉄ライフ三ツ境店（Lサイズ）

JA庄内みどりアンデスメロンのジューシー・クレープ
￥800（税込）

アーバンドック ららぽーと豊洲店 /アミュプラザくまもと店

JA庄内みどり⾚いアンデスメロンの贅沢ソフトクリーム
￥2,030（税込）※7/14（⽔）〜

新宿マルイ本館店 / アトレ川崎店 / 湘南T-SITE店

JA庄内みどり
アンデスメロン・ミルク

￥858（税込）

JA庄内みどり
アンデスメロンのフルーツポンチ

￥748（税込）

JA庄内みどり
こだわりのアンデスメロンパフェ

￥896（税込）
※販売：by WIRED 名古屋JRゲートタワー店



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

東京都中野区・都⽴家政にある、1941年に創業した⽼舗
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。

JA庄内みどりは⼭形県庄内地⽅の北部に位置し、酒⽥市、遊佐町
を管轄地域としています。

北側では⿃海⼭の雪解け⽔が⽇向川と⽉光川となって⽇本海へ注
ぎ、南側では⼭形県の⺟なる最上川が洋々と流れ、⽇本海へつな
がっています。

ＪＡ地域内には、これらを取⽔源とした⼤規模なかんがい⽔路と
基盤整備された「庄内平野」が美しく広がっています。県産ブラ
ンド⽶「つや姫」と「雪若丸」をはじめ「はえぬき」「ひとめぼ
れ」などを栽培する稲作経営を中⼼としていますが、畑作におい
ても⻑ネギや和梨、年間を通した花きの栽培などが盛んです。ま
た、「庄内平野」の東部に広がる出⽻丘陵では、畜産や特産の
「庄内柿」をはじめとする果樹、ウドやウルイなど⼭菜の栽培、
⽇本海沿いに広がる庄内砂丘では「アンデス」や「⾚いアンデ
ス」を代表とするメロンやストックなどの花き、⼤根などの栽培
が盛んで、⼀⼤園芸団地を形成しています。最近では、パプリカ、
ミニトマト、シャインマスカット、アスパラガスの栽培に着⼿し、
稲作と園芸の複合経営確⽴を進めています。

プレスリリース
報道関係者各位
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■⼭形県JA庄内みどりについて

■家庭でもネットメロンを 株式会社サカタのタネの「アンデス」メロンと
「⾚いアンデス」

株式会社サカタのタネが1977年に発売した「アンデス」メロンは、「⾼級メロン」
とも称される温室で栽培されたマスクメロンに劣らない味を持ちながら、病気に強
くビニールハウスなどでも栽培できるネットメロンです。それまでのネットメロン
に⽐べて⽢みが安定しているため、品種名は「⽣産者がつくって安⼼」「流通が
売って安⼼」「消費者が買って安⼼」の「アンシンデス」から「アンデス」となっ
たことは、テレビ番組などでもたびたび取り上げられています。 2015年には⾚⾁
の「⾚いアンデス」を発表し、緑、⾚⾁両⽅揃ったことで、シリーズのラインアッ
プが充実しました。

「アンデス」オリジナルキャラクター
アンデスたべ太くん

http://www.futaba-fruits.jp/


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

■ Facebook / Instagram ： @フタバフルーツパーラー

カフェ・カンパニー株式会社 会社概要

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＞

フタバフルーツパーラー 各店舗概要 ※下記は全て通常営業時間です。新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌に伴い営業時間が変更となる場合がございます。

アーバンドック ららぽーと豊洲店
※クレープ専⾨店
住所：〒135-8614

東京都江東区豊洲2-4-9 
アーバンドックららぽーと豊洲 1F 「マリーナキッチン」内

電話： 03-3520-9252
時間： 11:00- 22:00（L.O. 21:45）

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/36i03Qp ※ご使⽤の際は担当者までご⼀報くださいませ

■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」をはじめとする約80店舗（グループ総数/ 2021年6⽉現在）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。2021年1⽉21⽇に、新たな⾷のエコシステムの構築を⽬指す株式会社グッドイートカンパニー、株式会社NTTドコモと
業務提携契約を締結。また、2021年6⽉、未来の社会をデザインしていく「イートテック」パートナーとして株式会社リバネスと業務提携契約を締結。

GYRO HOLDINGS株式会社コーポレートサイト： https://www.gyro.holdings
株式会社グッドイートカンパニーコーポレイトサイト：https://goodeatcompany.com

アミュプラザくまもと店
※クレープ専⾨店
住所：〒860-0047 

熊本市⻄区春⽇3-15-26 アミュプラザくまもと 6F
（フードコート内）

電話： 096-247-6354
時間： 10:00 - 20:00（L.O. 19:30）

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）
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