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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：粟田貴也）が展開するハワイアンパン 

ケーキカフェ「コナズ珈琲」は、2022 年 10 月 12 日（水）10 時に「コナズ珈琲多摩ニュータウン店」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、全国に 40 店舗を展開しており、41 店舗目・東

京都内 4 店舗目となる「コナズ珈琲多摩ニュータウン店」を出店いたします。 

約 2 年ぶりの新規出店となる多摩ニュータウン店は、これまでのコナズ珈琲の雰囲気を大切にしながら、さら

にハワイを楽しんでいただけるよう、新しいテイストを店内外の随所に散りばめました。ハワイをイメージした

鮮やかな色使いのエクステリアと青々とした植栽たち、古木を使用したテーブルやイス、あえてひとつ一つ不揃

いの家具で、まるでハワイの人々が住む家に招かれたようなアットホームな雰囲気はそのままに。多摩ニュータ

ウン店では新たに、エクステリアには壁一面にハワイをイメージしたカラフルでポップなウォールペイントを施

し、店内にはビーチリゾートを思わせるバーカウンター、ヤシの木で装飾したレセプションエリア、海辺をイメ

ージした白い壁面エリア、クラシックさを感じるピンクのタイル貼りの女性用化粧室など、まるでハワイにいる

かのような非日常空間が広がります。それぞれ個性のあるテーブルやイスやソファを配置し、植栽やアートを眺

めながらお席ごとに異なる景色を楽しめるため、「次はあそこの席に座ってみたい」とわくわくできるポイント

が満載です。 

「コナズ珈琲」では、これからもまるでハワイ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。 

また、多摩ニュータウン店の出店を皮切りに、今後の出店に関しても出店する地域との親和性を慎重に見極め

ながらも出店を加速してまいります。 

日本にいながらハワイ気分を満喫できるハワイアンパンケーキカフェ 

全国 41 店舗目・東京都内 4 店舗目となる 

コナズ珈琲多摩ニュータウン店 
2022 年 10 月 12 日(水)10 時グランドオープン！ 

～ペインティングアーティストと初コラボした壁画などハワイ気分に浸れるこだわりを随所に～ 



 

 

 

【多摩ニュータウン店のハワイ気分に浸れるこだわりポイント】 
＜ポイント①＞ペインティングアーティスト・LOOSEMAN 氏が手掛けた 

カラフルでポップなエクステリアの壁画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「LOOSEMAN」公式 Instagram：＠looseman_gallery 

 

＜ポイント②＞海・砂浜をイメージしたリラックスできる心地よい空間の白い壁面エリア 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント③＞ヤシの木がトロピカルな南国の雰囲気を演出するレセプションエリア 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【店舗情報】 
店 舗 名：コナズ珈琲多摩ニュータウン店 

所 在 地： 〒192-0363 東京都八王子市別所 2 丁目 40 番 

電話番号： 042-674-5001 

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 ※年末年始を除く 

席   数： 84 席（店内、テラス席） 

駐 車 場： 共同駐車場有 



 

 

  

 

 

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気分を味わえます。 

シグネチャアイテムである手づく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（テイクアウトメニュー）をご用意しており、店内でオーダーごとに手づ

くりし、イートインと変わらない「コナズ珈琲のハワイの味」をご賞味いただけます。 

 

 

こだわりのふわふわしっとりパンケーキ 

素材にこだわったパンケーキは、店内で生地から手づくりし、オーダ

ーが入ってから一枚ずつ丁寧に焼き上げます。コナズ珈琲オリジナル

レシピのパンケーキは、ふわふわ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ており、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 

コナズ珈琲で使用するコーヒー豆は、ハワイのコナコーヒーをはじ

め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。 

程よく熟成されたコーヒー豆は、オーダーが入ってからコーヒー豆

を挽き、一杯一杯丁寧に淹れることで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は、店頭にて販売しておりま

す。ご自宅でもコナズ珈琲のおい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 

 

 

 

 

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」 



 
 
 

【メニュー紹介（一部抜粋）】 
コナズ珈琲では、多くのお客さまに日本にいながらまるでハワイにいるような気分を味わっていただけるよう、

「手づくり・できたて」にこだわった多彩なオリジナルハワイアンフードをご用意しております。店内で自家焙

煎したコーヒーやオリジナルドリンクとのペアリングも楽しんで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[商品名]ストロベリー＆バナナホイップパンケーキ 

[価格]1,480 円（税込 1,628 円） 

シグネチャ商品でもある人気 No.1 パンケーキ。軽い口当た

りのホイップクリームがいちごの甘酸っぱさとバナナの濃厚

な甘味とよく合います。卓上にあるかけ放題のメープルシロ

ップと、コーヒー豆をかけて味の変化をお楽しみください。 

[商品名]コナズ KONA 農園パンケーキ 

[価格]1,380 円（税込 1,518 円） 

ハワイのコーヒー農園をイメージした一皿。さっぱりとしコ

ーヒー味のふわふわホイップクリーム、ぷるぷるのコーヒー

ゼリーが一度に楽しめます。最後にお客さまの目の前で、香り

高いコナコーヒー100％のコーヒー豆を削って仕上げます。 

[商品名]アボカドハンバーグロコモコ 

[価格]1,480 円（税込 1,628 円） 

粗挽きで食感のあるビーフ 100％の肉汁が溢れ出すジュー

シーなハンバーグと、隠し味に醤油をきかせたデミグラスソ

ースをたっぷりかけたオリジナルのロコモコです。アボカド

をトッピングすることでマイルドな味わいに。 

[商品名]ガーリックシュリンププレート 

[価格]1,580 円（税込 1,738 円） 

ガーリックが食欲をそそるハワイ定番の大きなガーリックシ

ュリンプ 5 尾とライスが入ったプレートです。殻つきのバナ

メイエビをニンニクとスパイスミックスで下味をつけ、自家

製ガーリックオイルと一緒に焼き上げています。濃厚なエビ

の旨みとガーリックでご飯が進みます。 

[商品名]ハワイコナ 100%コーヒー 

[価格]800 円（税込 880 円） 

大変希少なハワイコナコーヒーを 100％使用。甘くて優し

い、香り豊かな贅沢な味わいの自家焙煎コーヒー。 

[商品名]ハワイコナ珈琲オレ 

[価格]800 円（税込 880 円） 

ハワイコナコーヒーの特徴を生かし、香ばしさと深い香りに

濃厚なミルクを合わせた自信作。 



 

 

 

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 

多摩ニュータウン店 東京都八王子市別所 2 丁目 40 

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丁目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 

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 

津藤方店 三重県津市藤方 1583-3 

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 

※2022 年 10 月現在、全国で 41 店舗を展開  

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/ 

 

 

 

店舗リスト 

＜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 E-mail：tori-pr@toridoll.com 

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

