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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、2020 年 12 月 3 日（木）10 時に「コナズ珈琲アメリカンビレッジ店」、2020

年 12 月 10 日（木）10 時に「コナズ珈琲大津店」をグランドオープンいたします。 

 

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パンケーキカフェです。現在、全国 39 店舗を展開しており、記念すべき 40 店

舗目の「コナズ珈琲アメリカンビレッジ店」、翌週には 41 店舗目の「コナズ珈琲大津店」を、沖縄県と滋賀県そ

れぞれに初出店いたします。アメリカンビレッジ店と大津店は、パンケーキを焼いている様子を目の前で見られ

るオープンキッチンスタイルを導入しております。 

アメリカンビレッジ店は、１階が駐車場、２階が店内席とテラス席を併設しており、今までにない店舗スタイ

ルとなっております。また沖縄の地域性に合わせたアメリカンビレッジ店限定メニューや ToGo（テイクアウト）

メニューをご用意しております。 

 大津店は、かねてより出店候補地としておりました、大津市での新規物件取得ができたため、満を持しての出

店となりました。大津市はびわ湖の美しい水辺をはじめ自然豊かな環境であるため、コナズ珈琲のコンセプトで

ある「いちばん近いハワイ」を体現できる立地として最適であると考えております。また京都から程近い場所に

位置するため、京都府に居住されるお客さまのご利用も期待しております。 

 

「コナズ珈琲」では、これからもまるでハワイ旅行に訪れたかのような居心地の良い空間と「手づくり」「でき

たて」のハワイアンフードをご提供し、地域のお客さまに長く愛されるよう、スタッフ一同、心を込めたサービ

スをご提供し続けます。 

『コナズ珈琲』記念すべき 40 店舗目は 

沖縄県初出店「コナズ珈琲アメリカンビレッジ店」 
“アメリカンビレッジ店・大津店限定” 

目の前でパンケーキを焼いて出来立てをご提供するスタイルも！ 
～12 月 3 日（木）10 時グランドオープン～ 

～滋賀県初出店「コナズ珈琲大津店」12 月 10 日（木）10 時グランドオープン～ 



 

 

 

【店舗情報】 

■コナズ珈琲アメリカンビレッジ店 

所 在 地： 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜 9-8 

電話番号： 098-983-7500 

営業時間： 平日 10:00-22:00（L.O.21:00）／ 土日祝 9:00-22:00（L.O.21:00） 

定 休 日： なし（年末年始 12/31、1/1、 1/2 を除く） 

席   数： 86 席（店内、テラス席） 

駐 車 場： アメリカンビレッジ駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コナズ珈琲大津店 

所 在 地： 〒520-2142 滋賀県大津市玉野浦 3-1 

電話番号： 077-544-6539 

営業時間： 平日 10:00-22:00（L.O.21:00）／ 土日祝 9:00-22:00（L.O.21:00） 

定 休 日： なし（年末年始 12/31、1/1、 1/2 を除く） 

席   数： 74 席 

駐 車 場： ナフコ様、ヤマダ電機様との共同駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

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屋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。 

またコナズ珈琲では、ToGo メニュー（持ち帰りメニュー）をご用意しており、店内でご注文ごとに手作りし、

イートインと変わらない「コナズのハワイの味」をご賞味いただけます。 

 

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 

 

※2020 年 12 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：豊饒（ぶにゅう） 

TEL：080-9945-7918  E-mail：tomomi.bunyuu@toridoll.com 

店舗リスト 

mailto:tomomi.bunyuu@toridoll.com

