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渋谷で６時間待ち！連日行列の大人気コラボカフェ
「カナヘイのゆるっとカフェ」が福岡パルコに期間限定オープン！

この度、イラストレーター・漫画家「カナヘイ」の「カナヘイの小動物」の広告・商品化・映像化の独占窓口
を務めている株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 靖史）
は、株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：牧山 浩三） との共同で、株式会社パルコが
運営するTHE GUEST cafe & diner （福岡パルコ ・5F）にて、『カナヘイのゆるっとカフェ』を9月3日（土）より期
間限定でオープンいたします。

LINEスタンプからマンガ連載、グッズ展開や企業広告まで幅広く手掛けるイラストレーター・漫画家「カナ
ヘイ」がプロデュースした「カナヘイのゆるっとカフェ」の店内では、うさぎやピスケ、小動物達をモチーフとし
たオリジナルメニューや福岡限定の新メニューもお楽しみいただけます。

また、店頭には「ピスケ＆うさぎ」と記念撮影ができるフォトスポットも登場し、併設するショップではカフェ
限定のオリジナル商品をはじめ、ここでしか購入できない商品も多数販売いたします。

『カナヘイのゆるっとカフェ』
□会 場： THE GUEST cafe & diner （福岡パルコ本館 5F）
□期 間： 2016年 9月3日（土）～10月10日（月）
10:00～20:30 (L.O. 20:00） ※最終日は18:00閉店(L.O17:30) 

□公式サイト： http://www.the-guest.com/
□公式Twitter： https://twitter.com/theguestfukuoka
□公式Facebook： https://www.facebook.com/thegurstcafefukuoka
□公式instagram： https://instagram.com/theguestcafe/
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福岡 新メニュー！！
「カナヘイのゆるっとカフェ」限定オリジナルメニュー

FOOD MENU

オリジナルフードをご注文で
カフェ限定ランチョンマットをプレゼント！

＊メニュー画像はイメージです。
変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

＊表記価格は税抜金額です。

カフェ限定 テイクアウトドーナッツの販売はございません。

ベビーシッターのアルバイト！？
ピスケが頑張るモンブラン ￥1,030

鳥の巣でベビーシッターのアルバイト中のピスケ。
ピスケと一緒に小鳥をあやしましょう！

モンブランの中にはチョコクリーム、ピスケはミニケーキ。
巣と一緒に食べれば新しい食感が楽しめます！！

明太子が好きすぎて頭から突っ込んでいったピスケを
助けようと頑張るうさぎの博多ラーメン ¥1,180

ハメをはずしすぎたピスケを、うさぎと協力して助けてあげよう！
シンプルながらも味わい深いとんこつラーメンです。



「カナヘイのゆるっとカフェ」限定オリジナルメニュー

ふうせんつきメニュー
お風呂と勘違いしているピスケのチキンカレー

～ふうせんつき～ ￥1,180

ピスケがぐつぐつのチキンカレーの中に
お風呂と間違えて入っちゃった！
本格的なチキンカレーの中には星形の人参やピンクのうさぎ？
ピスケの頭の上のタオルはなんと薄焼き玉子！

選べる！いろいろ食べたい猫たちのよくばりプレート
和牛100%パテを使ったハンバーガー or   紀州南高梅と牛しぐれ煮入りおにぎり ￥1,680

おなかを空かせた猫たちがそれぞれ食べたいものを集めました！
春雨スープ、ポテトフライにイカリング。なんと猫缶に入ったリンゴ入りマッシュポテト！？
さらには食後のミント飴つき。
和牛100%のパテを使ったハンバーガーか和牛牛しぐれ煮入りと紀州南高梅が乗ったおにぎりどちらか選べます。
これには猫たちも大満足！！

＊メニュー画像はイメージです。
変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

＊表記価格は税抜金額です。

プレゼントマグカップつきメニュー

ピスケが埋まってる？！味だけじゃなくて香りも濃厚なカルボナーラ
～マグカップつき～￥1,680 ～マグカップなし～￥1,280

卵黄とこぶ茶で味付けした濃厚なカルボナーラの上でピスケが埋まってる！
早く食べて助けてあげたいけど割って食べると、さらにおいしい・・・
※マグカップは未使用のものをお渡しいたします。

FOOD MENU



「カナヘイのゆるっとカフェ」オリジナルメニュー

DESSERT MENU

専用ランチョンマット
プレゼント

小動物のココアクッキーチーズケーキ ￥1,280

マグカップの中にはココアスポンジにブルーベリージャム、
チーズケーキの上にはオレオをクランチにしたものが敷き詰められています。
よく見るとひと口食べられてる！？

プレゼントマグカップつきメニュー

グラスにはまってしまったピスケ杏仁豆腐
￥1,180

うさぎが料理を作っている途中、ピスケが
うっかりグラスに落下！
助けるには食べるしかない・・・・中は杏仁豆腐、
フルーツグラノーラ入り。

トロトロマシュマロがクセになる？ふわっとパンケーキ
～マグカップつき～￥1,680 ～マグカップなし～￥1,280

ふわふわおいしいパンケーキの中にはトロトロになったマシュマロ、
バナナ、イチゴ。お皿のアングレーズソースと熱々のメイプルバターを
かけてお召し上がりください◎
さらにうさぎの下のイチゴ生クリームをつけて食べると二度おいしい！！
※マグカップは未使用のものをお渡しいたします。

＊メニュー画像はイメージです。
変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

＊表記価格は税抜金額です。



「カナヘイのゆるっとカフェ」限定オリジナルメニュー

＊メニュー画像はイメージです。
変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

＊表記価格は税抜金額です。
SIDE MENU

たこやきに間違われたピスケ ￥480

まんまるたこ焼きの中に紛れ込んでるのはピスケ！？
どうやら昼寝をしていたら間違われたようで、
人生、何が起こるか分かりません。

ほっこり小動物のコーンスープ ￥480

あちらこちらでピャッと現れる小動物。
今日はコーンスープでほっこりくつろいでます。



ピスケとうさぎのクリームソーダ ￥780

グラスの中にはうさぎと塩アイスの上にはピスケが。
おしゃれな瓶に入った桜シロップ入りソーダをかければ
クリームソーダに。早めのお花見気分？！

「カナヘイのゆるっとカフェ」オリジナルメニュー

ホットラテにうかぶピスケとうさぎ ￥880

ホットラテの上にぷかぷか浮かぶピスケとうさぎ。
寒い季節にピッタリな身体の温まるドリンクです。
可愛いプリントの入ったラスクつき。

＊メニュー画像はイメージです。
変更になる場合がございますので
あらかじめご了承ください。

＊表記価格は税抜金額です。
オリジナルドリンクご注文でランダムで１枚、

カナヘイのゆるっとカフェ
限定コースター(全6種)をプレゼント！

ピスケのふわふわ初恋綿菓子ソーダ ～ふうせんつき～ ￥880

ピスケの柚子ジャムの入ったグラスにソーダをかければ少し大人な味わいのソーダ。
甘くふわふわとした初恋の思い出。
それがほろりととけて消えゆくとき、人は大人になるのです。

ふうせんつきメニュー



「カナヘイのゆるっとカフェ」オリジナルメニュー

アクリルキーホルダーつきメニュー

※アルコール抜き(-100円)でもご注文いただけます。

いちごスムージーで夢心地。
オリジナルうさぎカクテルで君の瞳に乾杯・・・
～アクリルキーホルダーつき～ ￥980

うさぎをイメージしたピンク色のオリジナルカクテル。
中にはストロベリー、ココナッツのリキュールに
フレッシュイチゴとミルク、氷を入れて飲みやすい
スムージーカクテルになっています。

アクリルキーホルダーつきメニュー

スパークリングワインでセレブ気分！
しゅわっと広がるオリジナルピスケカクテルで
君の瞳に乾杯・・・
～アクリルキーホルダーつき～ ￥980

ピスケをイメージしたスマートなオリジナルカクテル。
グレープフルーツジュースに大人気分になれる
スパークリングワイン。
生ザクロが入ってもっとオシャレに。

＊メニュー画像はイメージです。変更になる
場合がございますのであらかじめご了承ください。

＊表記価格は税抜金額です。

アクリルキーホルダーつきメニュー

ぷるっと食感、2色のグレープフルーツが味わえるソーダ
～オリジナルアクリルキーホルダーつき～ ￥1,000

流行ものが好きなうさぎが身体にいいグレープフルーツ
ドリンクを作ってみました。フレッシュピンクグレープ
フルーツにグレープフルーツゼリー。
甘さ控えめの希少糖に炭酸水入り。
美容にいいのでうさぎもプルンプルンに！

TABLE FOR TWO×PARCO

EAT&SMILE ACTION

こちらのメニューをご注文頂くと、
1品につき1食分の給食を
開発途上国の子ども達へ届けます。

アクリルキーホルダーつきメニュー

おしゃれっぽいドリンクに手を出してみた
うさぎのビタミン入りドリンク

～オリジナルアクリルキーホルダーつき～ ￥980

流行ものが好きなうさぎが、カフェのオシャレなドリンクに
手を出して自分で作ってみました！
ドリンクの中にはハーブコーディアルと果物、
またローズマリーとタイムが爽やかな香りを醸し出します。
これこそうさぎの憧れオシャレドリンク！！
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デザートボウル ￥1200

カナヘイのゆるっとカフェ限定グッズ

スティックキャンディー ５種
￥450

ダイカットステッカー ３種 ￥300

ガチャガチャアクリルキーホルダーver.2
8種 ￥400（税込）

メレンゲ缶 2種
￥800

タンブラーグラス ￥1000

キャンディポット ￥2200

カフェにはショップも併設しており、カナヘイの小動物オフィシャルグッズを多数取り揃え販売いたします。
さらにここでしか買えないカフェ限定グッズも登場！いずれも限定数での販売となりますのでお早めにご利用ください。

※記載の金額は税抜価格になります。 ※商品デザイン、及び価格は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

おにぎりBOX 2種
各￥９８０



カフェにはショップも併設しており、カナヘイの小動物オフィシャルグッズを多数取り揃え販売いたします。
さらにここでしか買えないカフェ限定グッズも登場！いずれも限定数での販売となりますのでお早めにご利用ください。

カナヘイのゆるっとカフェ限定グッズ＆オフィシャルグッズ販売

■ランチトートバッグ(2種) 各￥1,200

■グラス ￥800

■丸小皿(2種) 各￥900

■4段タッパーセット ￥1,800

■コットントートバッグ ￥500

■ダイカットステッカー（3種） 各￥300

■クロスハンカチ（2種） 各￥800 ※記載価格は税抜価格です。
※商品デザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。

「カナヘイのゆるっとカフェ」限定グッズ

■クリアファイル2枚セット ￥600

■ダイカットメモ （2種） ￥420

■マスキングテープ (2種) ￥480

■ガチャガチャ 缶バッジ ￥300（税込）

■ガチャガチャ アクリルキーホルダー ￥400（税込）

■おなまえシール ￥300（税込） 他多数

クロスハンカチ 2種

コットントート
グラス

ランチトートバッグ 2種

ダイカットステッカー 3種

4段タッパーセット

※価格は「予定価格」となっております。変更になる場合がございますのでご了承ください。

丸小皿 2種
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オモテ ウラ



カフェにはショップも併設しており、ここでしか買えないカフェ限定グッズが登場！
カフェ限定グッズの他、カナヘイの小動物オフィシャルグッズも多数取り揃え販売いたします。
いずれも限定数での販売となりますのでお早めにご利用ください。

※記載の金額は税抜価格になります。 ※商品デザイン、及び価格は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ダイカットメモ 2種

マスキングテープ 2種

ガチャガチャ アクリルキーホルダー （８種）

ガチャガチャ 缶バッジ （6種）
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カナヘイのゆるっとカフェ限定グッズ＆オフィシャルグッズ販売

クリアファイル 2枚セット



※記載の金額は税抜価格になります。 ※商品デザイン、及び価格は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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コンパクトミラー 2種
￥880

カードケース 2種 ￥600

ハードタイプ
パスケース

2種
￥1,200

マルチケース 2種 ￥950

ミニミラー
2種

￥480

フエルトブローチ 2種 ￥580

iPhoneケース
（ハードタイプ）

2種
￥2,800

iPhoneケース（手帳タイプ） 2種 ￥3,600 ポーチ 2種 ￥1,200

カナヘイのゆるっとカフェ限定グッズ＆オフィシャルグッズ販売


