2014 年 3 月 27 日
ネスレ日本株式会社
カフェ・カンパニー株式会社
株式会社ストロベリーコーンズ
株式会社ゼンショー

前代未聞のコラボメニューがここに誕生！！
話題沸騰の「焼きキットカット」が

WIRED CAFE、ナポリの窯、ストロベリーコーンズ、モリバコーヒーと初のコラボ
「キットカット ミニ 焼いておいしい プリン味」のオリジナルメニューを展開！
２０１４年３月２８日（金）より順次販売開始
ネスレ日本株式会社（兵庫県神戸市、代表取締役社長 兼 CEO 高岡 浩三／以下「ネスレ」）と、カフェ・カンパ
ニー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 楠本 修二郎）、株式会社ストロベリーコーンズ（東京都港区、代
表取締役社長 宮下 雅光）、株式会社ゼンショー（東京都港区、代表取締役社長 小川 賢太郎）は、「キットカット」
とのコラボレーション展開として、キットカット史上 世界初の『焼くこと』を推奨した「キットカット ミニ 焼いておいし
い プリン味」を使用したオリジナルメニューを、WIRED CAFE、ナポリの窯、ストロベリーコーンズ、モリバコーヒーの
各店舗にて2014年3月28日（金）から順次販売します。（※社名は50音順）

各店のメニューに使用される「キットカット ミニ 焼いておいしい プリン味」（以下、「焼いておいしい プリン味」）
は、そのまま食べてもおいしく、 オーブント ースターで 焼くことに より、焼き プリ ンのような風味と新食感 の
「焼きキットカット」を楽しんでいただける画期的な新製品として、2014年3月24日（月）に発売されました。
このたび、従来とは異なる新たなコミュニケーションの場を創造し、一人でも多くの方に「焼きキットカット」を楽し
んでいただきたいというネスレの想いと、「焼きキットカット」に新しさや可能性を感じ、その特長を活かした専門店な
らではのこだわりの食材やメニュー、本格的なおいしさを体験していただきたいという各店の想いがひとつになり、
このコラボレーションが生まれました。
各店では、「焼いておいしい プリン味」の香ばしい甘さや、さくっとした独特の食感を活かしたこだわりのメニュー
を開発。「焼きキットカット」の“素材”としての可能性を最大限に引き出した各店ならではのオリジナルメニューが揃
いました。独自の展開でお客様に「ブレイク」を提供する各店とのコラボレーションにより生まれた「焼きキットカット」
の驚きのおいしさ、楽しさを存分に堪能できるメニューの数々にぜひご期待ください。

【各店舗商品概要】
＜WIRED CAFE （カフェ・カンパニー株式会社） 商品概要＞
■商品名

： 焼きKIT KAT きゃら“メルト”サンデー

■発売日

： 2014年5月中旬～（予定）

■販売期間

： 店舗によって異なります

■価格

： 650円（税抜）

■熱量

： 約400kcal

■販売店舗

： WIRED CAFE 計5店舗
（渋谷QFRONT店/ルミネ新宿店/360°（原宿店）/横浜相鉄ジョイナス店/ルクア大阪店）

■商品特長

： サクサクおいしい「焼きキットカット」をチーズケーキとスクランブル。
フルーツ、グラノーラ、バニラアイスと合わせて、新感覚のプリンアラモードに仕立てました。
様々なハッピーを作り出す「みんな大好き」を盛り込んだオリジナルサンデーです。

＜ナポリの窯 （株式会社ストロベリーコーンズ） 商品概要＞
■商品名

： 焼きキットカットとマンゴーのドルチェピッツァ

■発売日

： 2014年3月28日（金）※WEB先行販売

■販売期間

： 2014年3月28日（金）～8月31日（日）

■単品価格

： Mサイズ

1,630円（5%税込/3月31日まで）
1,680円（8%税込/4月1日から）

■セット価格 ： 2,530円（5%税込/3月31日まで）
2,600円（8%税込/4月1日から）
（赤と白のプリマベーラ Mサイズとのセット）
■トッピング

： 「キットカット（プリン味）」・マンゴー・ミックスナッツ・
ゴルゴンゾーラソース・ハニーメープル

■熱量

： 1,030 kcal／1枚あたり

■販売店舗

： ナポリの窯（関東エリアを中心に全108店舗)

■商品特長

： ドルチェピッツァが人気のナポリの窯では、外はパリッと中はモッチリなナポリ生地に
「焼いておいしい プリン味」をのせて焼き上げました。
「キットカット」の甘味と、独自に開発したゴルゴンゾーラソースのコクと塩味の相性は抜群です。
マンゴーの酸味が味に深みを与え、ピザ専門店ならではのドルチェピッツァに仕上がりました。
焼きたてはもちろん、冷めてもおいしくお召し上がりいただけるドルチェピッツァを是非ご堪能ください。

＜ストロベリーコーンズ（株式会社ストロベリーコーンズ） 商品概要＞
■商品名

： 焼きキットカットとマンゴーのデザートピザ

■発売日

： 2014年3月28日（金）※WEB先行販売

■販売期間

： 2014年3月28日（金）～8月31日（日）

■単品価格

： Sサイズ

1,350円（5%税込/3月31日まで）
1,390円（8%税込/4月1日から）

■セット価格 ： 2,920円（5%税込/3月31日まで）
3,000円（8%税込/4月1日から）
（フォーシーズンズ春、春のカルテット、または、
アボカドシュリンプ のMサイズ１枚とのセット）
■トッピング

： 「キットカット（プリン味）」・マンゴー・ミックスナッツ・
ゴルゴンゾーラソース・ハニーメープル

■熱量

： 1,120 kcal／1枚あたり

■販売店舗

： ストロベリーコーンズ（地方都市を中心に全81店舗）

■商品特長

： ストロベリーコーンズ特製のパンピザに「焼いておいしい プリン味」をのせ、表面はこんがり香ばしく、
中はサクサクに焼きあげました。
姉妹店のナポリの窯と同じく、特製ゴルゴンゾーラソースとマンゴーで専門店の味を追求。
自慢のふっくらモチモチ生地とトッピングが一体となり、ケーキ感覚でおいしくお召し上がりいただけま
す。冷めてもおいしい新食感の絶品スイーツピザです。

＜モリバコーヒー （株式会社ゼンショー） 商品概要＞
■商品名

： 焼きキットカットサンデー ～焼いておいしい プリン味～

■発売日

： 2014年4月9日（水）

■販売期間

： 2014年4月9日（水）～5月10日（土）

■価格

： 340円（税別）

■熱量

： 208kcal

■販売店舗

： モリバコーヒー（関東エリアを中心に全19店舗)

■商品特長

： 珈琲専門店であるモリバコーヒーの「自家製コーヒーゼリー」が「焼いておいしい プリン味」と出会いま
した。
オリジナルのアングレーズソースとソフトクリームでサンデーに仕立て、甘みと苦みのバランスが絶妙
なデザートに仕上げました。「焼いておいしい プリン味」を二度味わって頂くために、サンデーに添えた
ほか、クラッシュしてソフトクリームにまぶしました。香ばしさや、サクサクの食感をお楽しみください。
KIT KAT で Have a break!ブレイクタイムにぴったりのデザートです。







【各店概要】
＜WIRED CAFE＞
食堂として、仕事場として、仲間と集うラウンジとして、多彩なスタイルをつなぐカフェ。
定番のワンプレートメニューやスイーツ、お酒と一緒に楽しめるサイドメニューまで豊富
なメニューが揃います。また、全店にWi-Fiを完備し、インターネットフリーのPC、または、
タブレット端末も設置しています。
 一般のお客様からのお問い合わせ：
カフェ・カンパニー株式会社 担当：後藤、成田
TEL：03-5778-0477（代表）/FAX：03-5778-0475
 URL：http://www.wiredcafe.jp

＜ストロベリーコーンズ／ナポリの窯＞
お客様との出会いに感謝し、おもてなしでたくさんの幸運をデリバリーしたいという思い
から1986年に開店した「ストロベリーコーンズ」。そして最高のナポリピッツァを宅配した
いと商品に試行錯誤を重ね、2005年に誕生した「ナポリの窯」。それぞれこだわりの詰
まったピッツァをお楽しみください。
 一般のお客様からのお問い合わせ：
ストロベリーコーンズ http://www.strawberrycones.com/opinion/
ナポリの窯
http://www.napolipizza.jp/inquiry/
 URL： ストロベリーコーンズ http://www.strawberrycones.com/
ナポリの窯
http://www.napolipizza.jp/

＜モリバコーヒー＞
モリバコーヒーは、関東を中心に19店舗出店しているカフェです。
コーヒーは全てフェアトレードで仕入れ、自慢のサンドイッチはお店で手作りして出来
立てをご提供しています。お店はブナの森をモチーフとしています。都会の中で「ほっ
と一息」やすらぎの森にお越しください。
ただいま「鴨スモークとバルサミコソースのサンド」好評発売中です!!
 一般のお客様からのお問い合わせ：http://www.morivacoffee.com/inquire.html
 URL：http://www.morivacoffee.com/
【「キットカット ミニ 焼いておいしい プリン味」製品概要】
「キットカット ミニ 焼いておいしい プリン味」は、約10年に渡り「キットカット」の
開発に携わり、2014年1月に世界初のキットカット専門店「キットカット ショコラトリー」
(西武池袋本店地下1階) を全面監修でオープンさせた「ル パティシエ タカギ」
オーナーシェフ 高木康政氏のアイデアから生まれました。自宅のオーブントースタ
ーで2分～2分半焼くだけで、誰でも簡単に新食感を楽しむことができます。
「キットカット」をオーブントースターで焼き、少し冷ますと、まるでキャラメリゼされ
たようにこんがり香ばしく、クッキーのような食感に変わります。もちろん、そのまま
食べてもおいしいので、1袋で2種類の食感、おいしさを楽しんでいただけます。

製品名

種類別名称

熱量
（1枚あた
り）

製品1枚あたりの
熱量の栄養素等表示
基準値に対する割合

内容量

希望小売価格
（5％税込）
（8％税込）

発売地域

発売日

ネスレ キットカット ミニ
焼いておいしい プリン味

準チョコレート

64kcal

3％

13枚

525円
540円

全国

3月24日
（月）

