
  

                                     

2021 年 6 月 10 日 

Press  Release                             株式会社トリドールジャパン 

 

株式会社トリドールジャパン（本社：東京都渋谷区、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、2021 年 6 月 16 日（水）～9 月下旬まで夏の期間限定フェアメニュー『グリル

チキンとアボカドのココナッツグリーンカレー』、『牛ほほ肉のベトナムフォー』、『ココナッツトムヤムクン

フォー（温・冷）』、『冷製ココナッツグリーンカレーフォー』を期間限定でコナズ珈琲全店にて販売いたしま

す。 

今年のコナズ珈琲はいつもとひと味違う夏「ハワイアンエスニック」をコンセプトに、ハワイでよく食されて

いるエスニックフードを、コナズ珈琲ならではのハワイアンエスニックにアレンジしてお届けします。 

旅行に行きづらい今だからこそ、「いちばん近いハワイ」を体験できる「コナズ珈琲」で本格ハワイアンフード

とともにゆったりとした時間をお楽しみください。 

 

 今回の期間限定商品は、酷暑の夏にさっぱり食べられるフォーを中心にご用意しております。 

「ハワイアンエスニック」のスープのベースは３種類。鶏をベースとしたさわやかな辛さと、ココナッツの甘

みを感じられる『グリーンカレー』。牛をベースとしたさっぱりの中にもスパイシーな香りが引き立つ『牛ほほ肉

のフォー』。そして、魚介をベースとした酸っぱさの中にもしっかりとした魚介のコクと旨みを感じられる『トム

ヤムクン』。 

ベースとなっている 3 種類のスープは、それぞれ異なる数種類のスパイスをバランスよく配合し、全てのお店

で毎日手づくりしています。追加でライスを注文してスープに入れるもよし、お好みでライムやパクチーを加え

て味変するもよし、ぜひ最後までしっかりと味わってみてください。 

夏の新作「ハワイアンエスニック」は全 5 商品！ 

～ 気分に合わせてチョイスして ～ 

日本にいながらハワイを身近に感じられる「コナズ珈琲」から 

夏らしい彩り豊かな“ハワイアンエスニックフード” 

冷製フォーなど夏の新作メニュー全 5 品が登場！ 
～6 月 16 日（水）より「コナズ珈琲」全店舗で期間限定販売～ 



 

 

 

 

【猛暑が続き、元気をつけたい日にオススメ！】 

[商品名]グリルチキンとアボカドのココナッツグリーンカレー 

[価格]1,280 円（税込 1,408 円） 

刺激的な辛さが特徴のタイのグリーンカレーに 2 種類のコ

コナッツミルクを加えてハワイアンテイストに仕立てまし

た。バジルペーストをベースにコリアンダー、ターメリック、

クミンなど数種類のスパイスを入れたグリーンカレーのパン

チのきいた辛さとココナッツミルクの甘みが絶妙なバラン

ス。一般的なグリーンカレーに比べ辛さを少し抑えているた

め、幅広い年代の方にお楽しみいただけます。 

香ばしくグリルしたケイジャンチキンとアボカドを一緒に

食べると、よりまろやかに。 

パプリカ・ナス・筍の彩りの良い夏野菜と、仕上げに散らし

たココナッツチップが食感のアクセントで、一口ごとに味の

変化を楽しめます。 

 

[商品名]冷製ココナッツグリーンカレーフォー 

[価格]1,280 円（税込 1,408 円） 

ココナッツ香るハワイ仕立てのココナッツグリーンカレー

を冷製のフォーに仕立てました。 

しっかりと冷やされたグリーンカレースープの口当たりは

サラッとしつつ、しっかりとコクを感じられるピリ辛スープ。

もちもちつるつるのライスヌードルとの相性も抜群です。香

ばしくグリルしたケイジャンチキンとアボカドをトッピング

し食べ応え抜群です。 

 お好みで添えているライムを絞ると爽やかさが加わり、パ

クチーを入れるとよりエスニックな本格的な味わいになりま

す。 

 

 

【身体を温めたい時は、温でほっこり】 

[商品名]牛ほほ肉のベトナムフォー（温） 

[価格]1,380 円（税込 1,518 円） 

ハワイのダウンタウンにあるベトナム料理屋で食べるよう

な、コクのあるクリアな牛テールのダシがきいたスープと、つ

るつるもちもちのライスヌードルが特徴のフォーです。 

牛テールスープをベースにレモングラス、クローブ、コリア

ンダーなど数種類のスパイスが入った透き通ったスープは、香

り豊かで、コクを感じられつつもさっぱりとお召し上がりいた

だけます。 

ほろほろになるほど柔らかく煮込んだ牛ほほ肉は、コラーゲ

ンたっぷりで女性にオススメです。 

爽やかに香るフレッシュなミント、バイマックルとレモング

ラスが香るソース、仕上げのブラックペッパーが味のアクセン

ト。 

身体にやさしい温かいスープで身体の芯からほかほかと 

温かくなれるひと品です。 

 



【ジメジメした暑い日は、爽やかに、ピリッと刺激的に！】 

[商品名]ココナッツトムヤムクンフォー（温・冷） 

[価格]1,280 円（税込 1,408 円） 

世界三大スープともいわれているトムヤムクンをコナズ風

にアレンジ。プリプリの大きなエビと殻つきあさりをたっぷ

り使用し、魚介の旨味をしっかりとスープに閉じ込めました。

まろやかさをプラスするために２種類のココナッツミルクを

加えご提供いたします。 

プリプリのエビはケイジャンスパイスで下味を付け調理を

しておりますので、付け合わせのもやしやレッドオニオンと

一緒にお召し上がりいただくのもおすすめ。辛さの中にも酸

味、甘みがしっかりと感じられるこちらの商品も夏におすす

めの一品です。 

『冷製ココナッツトムヤムクンフォー1,280 円（税込

1,408 円）』もご用意しているため、暑い日に冷たくて辛い 

ものが食べたい気分の時にぴったりです。 

※店舗により販売終了時期が異なる場合がございます。 

コナズ珈琲では全 41 店舗で ToGo メニュー（お持ち帰りメニュー）を販売しております。ご注文ごとに店内

で手作りし、イートインと変わらない「ハワイアンフード」がご自宅や職場でもお気軽にお楽しみいただけます。 

また一部店舗では Uber Eats、モバイルオーダーもご利用いただけます。おうちでハワイ気分を味わってみて

はいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Uber Eats 

対応店舗｜成城店、ふじみ野店、東浦和店、幕張店、足立店 

ご注文方法｜Uber Eats のサイト内で「コナズ珈琲」で検索してご注文ください 

■モバイルオーダー 

ご自宅や職場などからスマートフォンまたはパソコンで事前にご注文していただき、ご指定のお時間に店頭に 

て商品をお受け取りください。クレジット事前決済や受け取り時間のご指定が可能なため、店頭でお待ちいた 

だくことなくスムーズにお受け取りいただけます。混雑しやすいランチタイムにもぜひご活用ください。 

対応店舗｜成城店、アメリカンビレッジ店 

URL｜ https://konas-coffee.oderapp.jp/#/ 

※Uber Eats とモバイルオーダーでは、販売商品および販売価格が異なります。 

※スマートフォン（iPhone/Android）およびパソコンよりご注文ください。 

※お支払いは店頭またはクレジット事前決済となります。 

※時間帯によって対応していない場合がございます。 

コナズ珈琲全店にて ToGo（お持ち帰り）メニュー大好評販売中！ 

https://konas-coffee.oderapp.jp/#/


 

 

  

 

 

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイの食卓」をコンセプトに、ハワイで過ごす休日のような、心地よく楽しい

時間と食事を提供するハワイアンカフェです。 

ハワイから取り寄せた雑貨やサーフボードが飾られたハワイのローカルリビングにいるような雰囲気の店内、

居心地の良いソファ、やさしいコナコーヒーの香りに包まれながら、ゆっくりとくつろげる心地良い空間となっ

ており、日本にいながらハワイ旅行気分を味わえます。 

シグネチャアイテムである手作りのハワイアンパンケーキのほか、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、店内焙煎したコナコーヒーをはじめ豊富な種類のドリ

ンクメニューをご提供しております。 

夜は照明を落として落ち着いた雰囲気の中でアラカルトやアルコールでディナータイムをお過ごしいただけ

ます。 

※緊急事態宣言対象地域では、アルコール類の提供を行っておりません。 

 

こだわりのパンケーキ 

素材にこだわったパンケーキは、店内で生地から手作りし、注文ご

とに一枚ずつ丁寧に焼き上げます。フワフワしっとりやわらかな口

当たりが特徴です。 

ほのかな塩味をきかせたパンケーキは、スイート系はもちろん、ミー

ル系との相性も抜群です。 

 

 

 

こだわりの自家焙煎コーヒー 

店内で使用するコーヒー豆は、世界中の厳選した生豆を取り寄せ、

店舗ごとに焙煎しています。 

注文が入ってからコーヒー豆を挽き、一杯一杯丁寧に淹れるコー

ヒーは香りがより引き立ち、コーヒー豆本来の味を感じられます。 

店内でお楽しみいただいたコーヒー豆を店頭にて販売しておりま

す。ご自宅でもコナズの美味しいコーヒーをお楽しみください。 

※一部店舗の一部メニューを除く 

 

 

公式 HP   ｜ https://konas-coffee.com/ 

Instagram｜＠konas_coffee https://www.instagram.com/konas_coffee/ 

Twitter  ｜＠konas_coffee https://twitter.com/konas_coffee 

Facebook ｜@konascoffee.tz https://www.facebook.com/konascoffee.tz/ 

コナズ珈琲 ブランドコンセプト「いちばん近いハワイの食卓」 

https://konas-coffee.com/
https://www.instagram.com/konas_coffee/
https://twitter.com/konas_coffee
https://www.facebook.com/konascoffee.tz/


 

 

 

 

関東エリア 

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 

ビバモール加須店 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 

太田店 群馬県太田市内ケ島町 834-1 

甲府店 山梨県甲府市徳行 2-13-30 

関西エリア 

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 

姫路店 兵庫県姫路市岩端町 147-1 

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 

大津店 滋賀県大津市玉野浦 3-1 

東海エリア 

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 

守山店 愛知県名古屋市守山区森孝東 1-446 

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 

中四国エリア 
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 

九州・沖縄エリア 

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 

南大分店 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 

アメリカンビレッジ店 沖縄県中頭郡北谷町字美浜 9-8 

 

※2021 年 6 月現在全国で 41 店舗を展開  

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社トリドールジャパン「コナズ珈琲」 PR 担当：宮林、豊饒（ぶにゅう） 

TEL：03-4221-8900 

店舗リスト 


