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サラダカフェ株式会社（ケンコーマヨネーズ株式会社の 100％子会社）は、あべのハルカス近

鉄本店の改装オープンにあわせ、2 月 22 日（土）に『Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店』を    

リニューアルオープンします。リニューアルオープンを記念して、『Salad Cafe 近鉄あべのハル

カス店』にて春の新商品サラダ 3品の先行販売や期間限定の感謝セールを実施します。 

 

Salad Cafe は、「サラダ料理で新しい世界を食卓に」をコンセプトに、関西・関東のデパ地下

やショッピングモールを中心にサラダ専門店として全 16 店舗で展開しています。『Salad Cafe 近

鉄あべのハルカス店』は Salad Cafe の旗艦店として約 20 年営業し、多くのお客様にご利用いた

だいています。 

 

このたびのリニューアルで店舗面積を 1.2 倍に拡張し、当社の関西地区店舗のなかで最大のサラ

ダ料理の品揃えとなります。今回新たに店舗内の厨房設備を充実させ、これまで以上に幅広い調

理方法で多種多様なサラダ料理をご提案できる環境が整いました。 

また『Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店』ではリニューアルオープンを記念して、「ハルカス」

にちなんだ春
．
の晴れやかな

．．．．．
爽快感や心地よさを表現した春の新商品サラダ 3 品の先行販売と、一

部商品につき期間限定で長年のご愛顧によるリニューアル感謝セール、サラダカフェのポイント

2 倍キャンペーンを実施します。この機会に多くの方にサラダ専門店『Salad Cafe』のサラダ料

理をお召し上がりいただき、サラダのある食卓をご提案していきます。 

 

当社グループは今後もサラダ No.1企業を目指し、野菜やサラダをおいしく食べていただけるよ

う、野菜とあらゆる食材・調理方法のアレンジを考え、サラダ市場を演出していきます。 

 

■『Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店』店舗情報 

【住所】〒545-8545 

   大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 1 番 43 号 

  あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地下 2 階 

【電話】06-6621-5050 

【営業時間】10:00～21:00（～3/31 まで。4/1～は 10:00～20:30） 
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2014 年 2 月 21 日  

「ハルカス」にちなんだ、春
．
の晴れやかな

．．．．．
新商品サラダを先行販売！ 

『Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店』 

2 月 22 日（土） リニューアルオープン！ 

～期間限定で一部商品の感謝セールも実施～ 
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■本件に関するお問い合わせ 
 

ケンコーマヨネーズ株式会社  

経営企画統括室 広報室 

【担当：廣瀬未来・渡辺亮彦】 
 

TEL ： 03-5962-7787  FAX ： 03-3247-8818  

EMAIL : kouho@kenkomayo.co.jp 

■会社概要 

社名    : サラダカフェ株式会社 

代表者   : 代表取締役社長 河村 昌紀 

所在地   : 大阪府吹田市広芝町 10-35 

創立年月   : 2005年 8月 

資本金   : 2,000万円（2013年 3月末現在） 

主な事業内容: 加工食品及び惣菜類の製造販売 

URL     : http://www.salad-cafe.com/ 
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■『Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店』先行販売！春の新商品 （2月 22 日～） 

日本のいにしえの言葉「晴るかす（晴れ晴れとさせる）」から名付けられた『あべのハルカス』にちなみ、 

春
．
の晴れやか

．．．．
な爽快感や心地よさを表現した新商品 3品を発売します。 

 商品名 商品特長 販売価格（税込） 

1 
北海道産はるかの 

明太子ポテトサラダ 

滑らかな触感が特徴の希少品種のじゃがいも 

「はるか」を使用し、ピリ辛明太子とチーズで春

の淡い桜色に仕立てました。 

300 円/100g 

2 
スイートスプリングの 

ヨーグルトサラダ 

サラダカフェで人気のフルーツサラダに、爽やか

な甘みが特徴の柑橘“スイートスプリング”を使

用した、春にぴったりのサラダです。 

389 円/100g 

3 ほうれん草とトマトのサラダ 

ドレッシングは、3種類のサラダカフェ特製ドレッ

シングから選べる、ほうれん草の旨みが味わえる 

サラダです。 

550 円/個 

 

 

 

 

 

 

 

 

■リニューアルオープン記念！感謝セール（『Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店』のみ） 

       期間限定で、下記商品につきリニューアルオープン記念の感謝セールを実施します。 

【第 1 弾】 
2 月 22 日～2 月 27 日 

【第 2 弾】 
3 月 7 日～3 月 13 日 

商品名 
通常価格⇒ 
特別価格 
（税込） 

商品名 
通常価格⇒ 
特別価格 
（税込） 

1  ごぼうと大根のしゃきしゃきサラダ 263 円⇒ 
242 円/100g 

1 昔ながらのポテトサラダ 273 円⇒ 
252 円/100g 

2 北海道産男爵ポテトサラダ 273 円⇒ 
252 円/100g 

2 春キャベツのミモザ風サラダ 284 円⇒ 
270 円/100g 

3 生春巻きセット（海老＆サーモン） 840 円⇒ 
819 円/個 

3 サラダ 4 点盛り 630 円⇒ 
620 円/個 

     

    ■サラダカフェスタンプカード 2倍キャンペーン 

3 月 7 日（金）～3 月 13 日（木）に『Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店』で商品をご購入された

方に、通常の 2 倍のポイントをプレゼントします。 

※サラダカフェスタンプカード 

お買い上げ金額にあわせてポイントが貯まり、20 ポイント貯まると、現金値引きやオリジナル

グッズと交換できます。年会費・登録費無料で、その場で入会可能です。 

北海道産はるかの 
明太子ポテトサラダ 

スイートスプリングの 
ヨーグルトサラダ 

ほうれん草とトマトのサラダ 
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【Salad Cafe（サラダカフェ）について】 

Salad Cafeは、ケンコーマヨネーズグループが展開するサラダのトータルブランドです。 

店舗（ショップ）や Webを通じて、幅広いサラダ料理をご提案しています。 

「サラダ料理で新しい世界を食卓に」とし、現在、関西・関東のデパ地下やショッピングモール

を中心に 16 店舗で展開し（2014 年 2 月現在）、Web サイトでは野菜の情報や 1,000 を超えるサラ

ダのレシピを掲載しています。 

Salad Cafe では、もっとおいしく野菜を食べてほしいという想いから、既成概念にとらわれな

い発想と組み合わせによっておいしさと健康価値を常に大切にし、  

新しい「サラダ料理」をお届けしています。 

ショップ・Web ともに、「サラダ」をキーワードにサラダ・野菜好きが

集まり、情報交換もできる場にしていきたいと考えています。 

●Salad Cafe URL：http://www.salad-cafe.com/ 

 

 

 

■Salad Cafe 店舗一覧 

【関西】 

Salad Cafe 近鉄あべのハルカス店       Salad Cafe 髙島屋大阪店 

Salad Cafe 髙島屋京都店           Salad Cafe イオンモール京都五条店 

Salad Cafe SALA PARA 阪急百貨店うめだ本店  Salad Cafe SALA PARA 千里阪急店 

Salad Cafe 阪神百貨店梅田本店        

WORLD SALAD Chef's DELI 阪急百貨店うめだ本店 

皿多屋 Ario八尾店   皿多屋 Ario鳳店  皿多屋 イトーヨーカドーあべの店 

 

【関東】 

Salad Cafe 東武百貨店池袋店         Salad Cafe 小田急百貨店新宿店（本館 B2F） 

Salad Cafe 小田急百貨店町田店 

皿多屋 イトーヨーカドー武蔵小金井店     皿多屋 イトーヨーカドー武蔵境店 

 

http://www.salad-cafe.com/

