PRESS RELEASE

2019 年３月 18 日
株式会社エスエルディー

川崎フロンターレ公式カフェ
「川崎フロンターレ カフェ&ダイニング ～川崎モアーズの湯～」
2019年３月27日～６月30日 期間限定オープン

様々なスペースやイベントの企画・ 運営を手がける株式会社エスエルディー・ 本社・：東京都渋谷区、代表取締
役社長CEO・：伴 直樹、証券コード・：3223）が運営する直営店舗・ kawara CAFE&DINING 川崎モアーズ店」に
おいて、プロサッカーチーム・ 川崎フロンターレ」の公式カフェ「川崎フロンターレ カフェ&ダイニング

～

川崎モアーズの湯～」を2019年３月27日 水）から同年６月30日 日）までの期間限定で開催いたします。
本公式カフェの店内は、川崎フロンターレが実施している・ いっしょにおフロんた～れ企画」にちなんだ内装
となります。今回のために特別にデザインされた暖簾を始め、風呂桶や棚箱などを設置することで、まるで銭
湯にいるような雰囲気を演出いたします。また、試合用ユニフォームやシューズといった選手にまつわるグッ
ズも多数ディスプレイし、ファン・ サーーターならずとも必見の貴重な品々に囲まれた空間でお食事をお楽し
みいただけます。
さらに、本公式カフェの実施期間中は、川崎フロンターレが友好協定を結んでいる陸前高田市特産の食材を使
用した限定メニューが登場します。店内で提供する全ての白米に陸前高田市だけで栽培される・ たかたのゆめ』
を使用し、全てのお味噌汁を気仙沼赤味噌の海藻入りの味噌汁に変更いたします。
本件に関するお問い合わせ

広報担当：安本 TEL：03-6866-0245

MAIL：pr@sld-inc.com

本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。
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この他、公式カフェ限定グッズの販売や、DAZN 協力の元、リーグ戦のホーム／アウェイゲームのパブリック
ビューイング等、様々なイベントの実施も企画しております。
なお、本公式カフェの開催期間中は、売上の一部を・ Mind-１ニッーンプロジェクト・ 川崎フロンターレが東
日本大震災の被害に対し、復興支援活動が一過性ではなく、被災地の復興の目途が立つまで継続的に行うこと
が重要と考えた中長期的な支援計画）募金」に寄付いたします。

■川崎フロンターレ カフェ&ダイニング ～川崎モアーズの湯～

店舗イメージ
名称

：川崎フロンターレ カフェ&ダイニング ～川崎モアーズの湯～

期間

：2019年３月27日 水）～2019年６月30日 日）

場所

：神奈川県川崎市川崎区駅前本町７ 川崎MORE’S７階

営業時間 ：・ LUNCH】11:00～17:00
DINNER】17:00～23:00

川崎駅東口徒歩３分）

ラストオーダー17:00）
ドリンクラストオーダー22:00、フードラストオーダー21:30）

電話番号 ：044-223-6774
定休日

：不定休

川崎モアーズに準ずる）

URL

：http://www.sld-inc.com/kawara_kawasaki.html

※川崎フロンターレ後援会会員の方は、会員証のご提示でお会計から10％OFFとなります。 割引上限2,500円）
※期間中はkawara CAFE&DINING 川崎モアーズ店で通常提供しているメニューもお召し上がりいただけます。
本件に関するお問い合わせ

広報担当：安本 TEL：03-6866-0245

MAIL：pr@sld-inc.com

本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。
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■SPECIAL MENU
※メニューにより、提供期間が異なりますので予めご了承ください。
※価格は全て税込です
■LUNCH

陸前高田のソウルフード！くまほる鉄板焼き定食

三陸産かつおのたたき定食

まるっと陸前高田を味わえる定食です。

まるっと陸前高田を味わえる定食です。

くまがいほるもんの鉄板焼き、いわて牛肉コロッケ、

三陸産のかつおのたたき、いわて牛肉コロッケ、

三陸産芽ひじきの煮びたし、たかたのゆめのご飯、

三陸産芽ひじきの煮びたし、たかたのゆめのご

気仙沼赤味噌の海藻入りの味噌汁

飯、気仙沼赤味噌の海藻入りの味噌汁

価格：1,180 円

価格：1,180 円

期間：３月 27 日～６月 30 日

期間：３月 27 日～６月 30 日

■DINNER

奇跡の椎茸チップス

米粉パスタスナック コンソメ味

三陸海岸の潮風を浴びて育ったうまみたっぷりな

ひころいちファーム」の米粉パスタスナックは

しいたけを、真空低温製法でチップスにしました。

自家産のお米 100%使用。オリジナル製法による

幅広い年代から支持される、陸前高田の・ きのこの

米粉パスタを、カリっとした食感がクセになるス

SATO」さん自慢の商品です。

ナックに仕上げました。

価格：324 円

価格：324 円

期間：３月 27 日～６月 30 日

期間：３月 27 日～６月 30 日

本件に関するお問い合わせ

広報担当：安本 TEL：03-6866-0245

MAIL：pr@sld-inc.com

本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。
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椎茸チップスと米粉スナックの相盛り

三陸産さんまの竜田揚げ

椎茸チップスと米粉スナックを少しずつどちら

脂が乗ってジューシーな味わいの三陸産さんま

も味わいたい方にオススメ！

に、醤油味醂タレを絡めています。

価格：324 円

価格：540 円

期間：３月 27 日～６月 30 日

期間：３月 27 日～６月 30 日

いわて食品のいわて牛肉コロッケ ３個

陸前高田のソウルフード！くまほる鉄板焼き

ホクホクのジャガイモと岩手県産牛肉を、サクッ

新鮮な豚ホルモンを、食欲のそそる特製のタレに漬け

とした衣の中に閉じ込めた定番牛肉コロッケ。

込んだ、陸前高田市民に愛されている大人気商品！

価格：540 円

価格：864 円

期間：３月 27 日～5 月８日

期間：３月 27 日～5 月８日

三陸産かつおのたたき

アーク牧場のあらびきみそフランクのグリル 3 本

身がしっかりとしていて食べ応えがある三陸産の

皮はパリッと、中はジューシー！ほんのりみそ味の

かつおに、陸前高田市にある八木澤商店の味付け

肉汁が溢れ出すソーセージ！

ーン酢柚子・ 君がいないと困る」とあわせてお召し
上がりください。

価格：756 円

価格：864 円

期間：5 月９日～６月 30 日

期間：5 月９日～６月 30 日
本件に関するお問い合わせ

広報担当：安本 TEL：03-6866-0245

MAIL：pr@sld-inc.com

本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。
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■SWEETS

おかし工房木村屋の夢の樹バウム～フルーツ添え～
震災時に 7 万本もの松林が流された陸前高田市の名勝・ 高田松原」で唯一生き残った・ 奇跡の一本松」をイメ
ージした、陸前高田のブランド米・ たかたのゆめ」の米粉と岩手県紫波町産の南部小麦、そして三陸産の有精
卵など厳選した良質な原材料を使用して焼き上げた

お菓子工房木村屋」さんの極上のしあわせスイーツ。

価格：810 円
期間：３月 27 日～６月 30 日
■DRINK
マスカットサイダー
岩手県陸前高田市製造】

雪っこ (お酒)

※数量限定

岩手県陸前高田市製造】

昭和 45 年、製造開始から変わ

飲みやすい口当たりに反して、

らぬ味の地サイダー。

アルコールも高い原酒です。
飲みすぎ注意！？

価格：594 円

価格：グラス 702 円

期間：３月 27 日～６月 30 日

期間：３月 27 日～６月 30 日

リアスワイン・ナイアガラ

リアスワイン・ポムタカタ

(お酒)

(お酒)

岩手県陸前高田市製造】

岩手県陸前高田市製造】

甘くフルーティーな香りが印

陸前高田産りんごを 100％使

象的な辛口ワイン。

用の中甘口なりんごワイン。

価格：ボトル 4,104 円

価格：ボトル 4,104 円

期間：３月 27 日～６月 30 日

期間：３月 27 日～６月 30 日

本件に関するお問い合わせ

広報担当：安本 TEL：03-6866-0245

MAIL：pr@sld-inc.com

本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。
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■以下のドリンクは＋540円（税込）でオフィシャルコースター付きとなります。
青い光に雪っこ (お酒)

アイスとフルーツをゴクッと

雪っこを使用したカクテルで

shu wa wa

飲みやすくフルーティーな味

岩手県陸前高田市製造の発泡

わいです。※数量限定

性清酒 syuwawa を使用したス

(お酒)

パークリングカクテル。
価格：810 円

価格：1,015 円

期間：３月 27 日～６月 30 日

期間：３月 27 日～６月 30 日

リアスアップルのマスカット

リアスアップルのマスカット

フロート マンゴー味

フロート アップルミント味

マンゴーとマスカットサイダ

アップルミントとマスカット

ーの爽やかな香りが特徴のノ

サイダーの爽やかな香りが特

ンアルカクテル。

徴的のノンアルカクテル

価格：734 円

価格：734 円

期間：３月 27 日～６月 30 日

期間：３月 27 日～６月 30 日

背番号と選手名がプリントされたオフィシャルコースター
は全部で30種類。珪藻土コースターなので、吸水性はバッ
チリ！
どの番号が当たるかは袋を開けてからのお楽しみです。
※コースターは選べません
※画像はイメージとなります

本件に関するお問い合わせ

広報担当：安本 TEL：03-6866-0245

MAIL：pr@sld-inc.com

本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。
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■川崎フロンターレについて

神奈川県川崎市をホームタウンとするプロサッカークラブ。1997年に創設され、1999年にJ1昇格、2019年３
月現在はJ1に所属。2017年

2018年シーズンはリーグ連覇を達成。

■kawara CAFE&DINING 川崎モアーズ店について

kawara CAFE&DINING 川崎モアーズ店は、 和」をコンセプトとしたカフェダイニングです。デザイナーが手
掛けた店内は落ち着きのある色調で、ゆったりくつろげるソファの豊富さが特徴的です。
店名

：kawara CAFE&DINING 川崎モアーズ店

所在地

：神奈川県川崎市川崎区駅前本町７ 川崎MORE’S ７階

電話番号 ：044-223-6774
営業時間 ：11:00～23:00
URL

：http://www.sld-inc.com/kawara_kawasaki.html

本件に関するお問い合わせ

広報担当：安本 TEL：03-6866-0245

MAIL：pr@sld-inc.com

本資料に記載の情報は発表時点のものであり、変更になる場合がございます。

