
渋谷で最大４時間待ちのカフェが北海道に初上陸！札幌パルコにオープン！
1955年に誕生し、今なお世界中で愛されつづける「ミッフィー」との本格コラボレーションカフェが、今秋札幌パル
コに期間限定オープン。ミッフィーをモチーフとしたオリジナルメニューを多数展開するほか、今回の札幌限定メ
ニューも登場！
店頭には、ミッフィーと一緒に記念撮影もできるフォトスポットをご用意。またカフェ併設のショップでは、カフェ限
定デザインのオリジナルグッズやミッフィーのオフィシャル商品を多数取りそろえて販売いたします。

※本リリース内容の掲載に際して画像を使用される場合は、下記のコピーライトを記載ください。

世界中で愛されている「miffy」
北海道初の本格的コラボカフェが札幌パルコに期間限定OPEN

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2017  www.miffy.com

ミッフィーカフェ

会 場 ： 札幌パルコ 4Ｆ THE GUEST cafe&diner
開催期間 ： 2017年 ９月９日（土） ～ １０月２９日(日)

OPEN １０：００ ー CLOSE ２０：００ ＜土曜のみ CLOSE ２０：３０＞

（フードL.O. 19:00 / ドリンクL.O. 19:30）

※9月20日（水）は設備点検のため、店休日とさせていただきます

店舗問合せ先 ： 011–350–3670 （THE GUEST cafe 札幌店）

報道資料 2017年 8月 吉日

オフィシャルサイト

公式Instagram

公式Twitter

公式Facebook

https://instagram.com/theguestcafe

https://twitter.com/THEGUESTsapporo

https://www.facebook.com/theguestcafe

http://www.the-guest.com/miffy_sapporo

※写真は名古屋開催時のものです



＊写真はイメージです。
＊表記価格は税抜金額です。

「ｍｉｆｆｙ ｃａｆｅ」 オリジナルコラボレーションメニュー

お花畑をサイクリング♪チーズパンケーキ ￥1,180
色とりどりのチューリップのお花畑の中をミッフィーがサイクリ
ングしてるよ。チェダーチーズのかかったパンケーキの中に
はベーコンも挟まれてボリューム満点！サラダの中には
チューリップのかたちの人参が。
緑のお皿の中で本当に走り回っているみたい♪

ミッフィーのトマトチキンカレー
マグカップ付き ¥1,680 （マグカップなし ¥1,380）

ミッフィーがカレーの中で可愛く手を上げてる？！
カレーはさわやかなトマトチキンカレー、顔と手はご飯で、足
はカリフラワー♪手に持っているのは人参で出来たスプーン？！

マグカップの中はシーザーサラダ、ココットにはピクルス入り。
※プレゼントマグカップは未使用のものをお渡しします

オリジナルフードご注文で
ミッフィーカフェ限定

ペーパーランチョンマットを
プレゼント！

秋の収穫！ミッフィーのにんじんドリア
～風船付き～ ¥1,280

ミッフィーがにんじん畑で収穫のお手伝い！
ドリアの中には、ミッフィーも大好きなにんじんのピューレと、
秋の味覚、サーモンやかぼちゃが入っています。

FOOD MENU

マグカップ付
メニュー

風船付
メニュー

札幌限定メニュー

おっきなミッフィーがバーガーに！？
チキンシュニッツェルバーガー ¥1,380
鶏胸肉をパン粉で揚げて作ったカツレツ「シュニッツェル」を使った
バーガープレート。大きなミッフィーバーガーの中にはレタス、トマト、
チキンシュニッツェルとボリューム満点!サイドのポテトフライには
「ピンダソース」をつけて召し上がれ♪
※「ピンダソース」はピーナツバター・牛乳・サンバルが混ざったソース。

オランダではポピュラーなものでクセになる味わいです。



＊写真はイメージです
＊表記価格は税抜金額です

SWEETS  MENU

ミッフィーのおばけシフォンケーキ？！ ¥1,380
ふわっとしたキャロットシフォンケーキの上には、真っ白な
生クリームにミッフィーのおっきな顔が☆
ミッフィーの横にはくまのぬいぐるみも一緒！！
・・・けどあれ？ミッフィーじゃない？？

ミッフィーのかくれんぼモンブラン
～風船付き～ ¥1,380 

ふわふわの綿菓子でできたミッフィーと
秋のフルーツが１枚のプレートで楽しめるスイーツ。
別添のキャラメルソースをミッフィーにかけると...！？

ミッフィーのマンゴーパフェ ¥1,280
パフェ全体がミッフィーのイメージカラーの黄色に！
中にはグラノーラ、マンゴームース、スポンジ、バニラアイス。
オレンジ色の生クリームの上にカステラで出来たミッフィー☆

ミッフィー風パンケーキpannenkoeken（パンネンクーケン）

マグカップ付き ¥1,680 （マグカップなし ¥1,380）
オランダでパンケーキといえばこれ！薄めでもちっとした生地の上
にはイチゴ・キウイ・レモン・オレンジ、ブルーベリーが。レモンを絞っ
て、マグカップに入ったメープルシロップをかけて召し上がれ♪
アイスで出来たミッフィーの手にはクッキーで出来た青いスプーン。
ミッフィーも食べるの待ちきれないのかな！？
※プレゼントマグカップは未使用のものをお渡しします

「ｍｉｆｆｙ ｃａｆｅ」 オリジナルコラボレーションメニュー

マグカップ付
メニュー

札幌限定メニュー

風船付
メニュー



＊写真はイメージです
＊表記価格は税抜金額です

ホットコーヒー / ホット ティー
～ミッフィーのプリント入りストロープワッフル付き～ ¥880 
オランダのティータイムの定番、コーヒーや紅茶と一緒に楽しむワッフル
付き。ワッフルはカップの上に蓋のように置いて1分ほど待ち、中のシロッ
プが溶けてきたら食べ頃♪
シロップの匂いと味が口の中に広がります。

オリジナルドリンクご注文で
ランダムで１枚

ミッフィーカフェ限定
コースター(全９種)を
プレゼント！

フレッシュミントティー アクリルチャーム付き ¥980
オランダで人気のたっぷりのミントやハーブが入ったホットティー。
ミントが入っているので消化促進、リラックス効果など
体にとてもいい飲み物です♪

ミッフィー ラテ (ICE) ¥780 
オレンジ色をしたラテの上にはミッフィーが☆
モナカでできた大きなお耳で生クリームを
食べると顔が崩れちゃう！？

ふわふわミッフィーの綿菓子ソーダ ¥880 
ふわふわな綿菓子で出来たミッフィー。
グラスの中にはオレンジとパッションシロップ入り♪
ミッフィーの上からソーダをかけて召し上がれ。

ミッフィーラテ (HOT) ¥680
ラテの真ん中に可愛いミッフィー
カフェのロゴ入りラテ。ミッフィーと
一緒に温まろう♪

DRINK MENU

「ｍｉｆｆｙ ｃａｆｅ」 オリジナルコラボレーションメニュー

オリジナル
アクリルチャーム付

メニュー



カフェ内にはショップも併設しており、ミッフィーのオフィシャルグッズを多数販売いたします。
今回のカフェ限定販売のオリジナルグッズも登場！いずれも限定数でのご用意となりますので、お早めにご利用ください。

マスキングテープ
(５種)

クロスハンカチ(2種)

ランチトートバッグ(2種)

・お箸＆箸箱セット ￥700
・スプーン＆フォークセット ￥750
・ランチボックス ￥1,200
・丸皿 ￥1,200
・タッパー３個セット ￥1,300
・大判ハンドタオル ￥900
・フェイスタオル ￥1,800
・マルチスマートフォンケース ￥2,300
・ペンポーチ ￥1,000
・ボールペン(2種) 各￥500

・Tシャツ S/Mサイズ 各￥3,000
・丸型パスケース ￥1,200
・バースデイキーホルダー 各￥850
・おなまえはんこ 各￥550
・フレーバーティー(2種) 各￥500
・マグネット付メレンゲ缶 ￥800
・マシュマロ ￥600
・カステラ ￥1,200
・どら焼き ￥270
・松崎せんべい ￥550
・アクリルキーホルダーガチャ ￥400(税込)

・缶バッジガチャ ￥300(税込)

・ネームシール ￥300(税込)

カフェ限定
ぬいぐるみ

カフェ限定
マスコット

「ｍｉｆｆｙ ｃａｆｅ」 限定オリジナルグッズ

クリアファイルセット

★ 札幌新商品 ★ コースターキーホルダー（4種） 各￥500
★ 札幌新商品 ★ レザークロスミラー（２種） 各￥800

・カフェ限定ぬいぐるみ ￥2,480
・カフェ限定マスコット ￥1,280
・トートバッグ(缶バッヂ付)     ￥2,400
・ランチトートバッグ(2種) 各￥1,200
・クロスハンカチ(2種) 各￥800
・クリアファイルセット ￥600
・マスキングテープ（5種） 各￥480
・ポップアップメモ帳 ￥800
・ダイカットステッカー(2種) 各￥300
・ICカードドレスステッカー ￥400

＊画像はイメージです。 ＊表記価格は税別です。価格は変更になる場合がございます。

レザークロスミラー(2種) 札幌新登場グッズ！
クリアコースターキーホルダー(4種)



フェイスタオル ハンドタオル

ガチャガチャ
缶バッジ ガチャガチャ アクリルキーホルダー

マシュマロ

バースデイ
キーホルダー

おなまえ
はんこ

＊画像はイメージです。デザインは変更になる場合がございます

「ｍｉｆｆｙ ｃａｆｅ」 限定オリジナルグッズ

マルチスマートフォンケース

丸皿

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

株式会社パルコ 札幌店営業課 田中／大越
Mail: 田中 （tanak-sin@parco.jp） 大越 （oko-eri@parco.jp）

TEL： 011-214-2151 FAX： 011-210-1015

是非、貴媒体にて「ミッフィーカフェ」をご紹介いただけますよう、ご検討のほどお願い申し上げます。

タッパー３個セット

このほかにも
カフェオリジナル商品を

多数ご用意！

松崎せんべい


