PRESS RELEASE
2017 年 7 月 26 日
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ
ワールドワイド・ジャパン株式会社

セガフレードとローカーがコラボ！
『ローカー・クワドラティーニ コラボカフェ』を
セガフレード広尾店で 8 月 1 日（火）から期間限定で開催
ローカー・クワドラティーニを使ったコラボドリンクを他店に先駆けて発売するほか、
ローカー・クワドラティーニのサンプリングも実施
世界 70 か国以上でイタリアンバールチェーンを展開しているセガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイドの日
本法人 セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役
社長：森 聡郎、以下：セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ、URL: http://www.segafredo.jp/ ）は、ウエハースのイ
タリアトップブランド・ローカー社の代表的なウエハース「クワドラティーニ」とコラボレーションしたカフェを、2017 年 8 月 1
日（火）より、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ広尾店にて期間限定で開催いたします。

※ローカー・クワドラティーニ コラボドリンク商品イメージ：
（左）ロイヤルアップルティー・グラニータ with ローカー・ラズベリーヨーグルト、
（右）クリスピー・バニラクリーム・グラニータ inspired by ローカー・バニラ

本コラボカフェでは、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ広尾店をローカー・クワドラティーニの世界感をモチーフにし
たクリエイティブで装飾するほか、ローカー・クワドラティーニとコラボしたドリンク 2 種（『クリスピー・バニラクリーム・グラニ
ータ inspired by ローカー・バニラ』、『ロイヤルアップルティー・グラニータ with ローカー・ラズベリーヨーグルト』）をセ
ガフレード・ザネッティ・エスプレッソの他店舗に先駆けて発売。さらに、期間中ノンアルコールのドリンクをご購入いただい
たお客様に、ローカー・クワドラティーニの 12 種類のフレーバーの中から 1 種類（1 キューブ）を日替わりでサンプリングい
たします。

SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO WORLDWIDE JAPAN INC.
1-21-9, Hanegi, Setagaya-ku, Tokyo, 156-0042 JAPAN
www.segafredo.jp

PRESS RELEASE
【ローカー・クワドラティーニとコラボしたドリンク】
今回のコラボレーションを記念して、「ローカー・クワドラティーニ バニラ」と「ローカー・クワドラティーニ ラズベリーヨーグ
ルト」からインスパイアされたコラボドリンク 2 種（『クリスピー・バニラクリーム・グラニータ inspired by ローカー・バニラ』、
『ロイヤルアップルティー・グラニータ with ローカー・ラズベリーヨーグルト』）を広尾店で 8 月 1 日（火）から先行発売す
るとともに、他のセガフレード・ザネッティ・エスプレッソの店舗では 8 月 8 日（火）から期間限定で販売いたします。
『クリスピー・バニラクリーム・グラニータ inspired by ローカー・バニラ』は、飲む「ローカー・クワドラティーニ バニラ」を
目指して開発した商品です。香り豊かなバニラフレーバーのグラニータの上に、ウエハースの香ばしさを表現するコーン
フレークと甘さ控えめのホイップクリームを絞ったあと、最後に「ローカー・クワドラティーニ バニラ」をトッピングしました。
グラニータをお召し上がりいただきながら、箸休め感覚でウエハースをお楽しみいただくことで、グラニータとウエハース、
それぞれのバニラフレーバーが生きるよう調整した、開発担当バリスタの自信作です。
『ロイヤルアップルティー・グラニータ with ローカー・ラズベリーヨーグルト』は、アップルティーをベースにした爽やかなフ
ルーツテイストのグラニータに甘さ控えめのホイップクリームを絞ったあと、「ローカー・クワドラティーニ ラズベリーヨーグ
ルト」とフローズンラズベリーをトッピングしました。「ローカー・クワドラティーニ ラズベリーヨーグルト」と一緒にお召し上が
りいただくことで、グラニータとウエハース、双方の美味しさがより引き立つように調整した、開発担当バリスタの意欲作で
す。
ぜひこの機会に、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ広尾店で開催するローカー・クワドラティーニ コラボカフェへご
来店ください。
コラボカフェおよびコラボドリンクの詳細については以下をご参照ください。
【ローカー・クワドラティーニ コラボカフェ 開催概要】
開催期間：

2017 年 8 月 1 日（火）から 2017 年 9 月 4 日（月）まで

開催店舗：

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ広尾店
東京都港区南麻布 5-16-7（東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩 1 分）
営業時間：（全日）7:00 - 22:30
店舗情報：http://www.segafredo.jp/shop_list/hiroo/

サンプリングについて：

コラボカフェ開催期間中、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ広尾店にてノンアルコー
ルのドリンクをご購入いただいた全てのお客様にローカー・クワドラティーニの 12 種類のフ
レーバーの中から 1 種類（1 キューブ）を日替わりでサンプリングいたします。

その他キャンペーンについて： コラボカフェ期間中、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ広尾店にてローカー・クワドラ
ティーニを一度に 5 個以上お買い上げのお客様に、ミニカーやリュックを始めとしたローカ
ーのオリジナルノベルティを先着 90 名様にプレゼントいたします（どのノベルティを貰える
かは抽選できまります）。
【コラボドリンク 商品概要】
商品名&販売価格（税込）：

クリスピー・バニラクリーム・グラニータ inspired by ローカー・バニラ 560 円
ロイヤルアップルティー・グラニータ with ローカー・ラズベリーヨーグルト 560 円

販売期間：

広尾店
2017 年 8 月 1 日（火）～2017 年 9 月 4 日（月）
広尾店以外
2017 年 8 月 8 日（火）～2017 年 9 月 4 日（月）
※なくなり次第販売終了いたします

販売店舗：

全国のセガフレード・ザネッティ・エスプレッソ
※店舗により、お取扱いがない場合がございます

販売時間：

各店舗の営業時間に準じます

SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO WORLDWIDE JAPAN INC.
1-21-9, Hanegi, Setagaya-ku, Tokyo, 156-0042 JAPAN
www.segafredo.jp

PRESS RELEASE
【オリジナルノベルティ プレゼントキャンペーン 商品一例】 ※写真はイメージです

オリジナル・ミニカー

オリジナル・リュック

オリジナル・トートバッグ

【ローカーとクワドラティーニについて】

ローカー社は１９２５年に設立されたウエハース専門メーカーで、人工的な原料はいっさい使用しないナチュラルな味わい
で多くのお客様からの支持を獲得しています。いまやイタリア国内のウエハース市場の５６％を占めるマーケットリーダー
として、またウエハース部門で世界トップシェアを誇る実績で、ウエハースの代名詞となったローカー。その美味しさは、
１００ヶ国以上の人々に愛されています。
イタリア語で“小さな正方形”という意味の＜クワドラティーニ＞は、１９９４年発売されるとすぐに世界中で大ヒット。キュート
な一口サイズのキューブ型のウエハースは、５枚のウエハースで４層のクリームをサンド。現在１２種類のフレーバーで、選
べて楽しめる大人のスイーツとしてウエハースの楽しみ方に革命をもたらしました。
【セガフレード・ザネッティ・エスプレッソについて】
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソは、イタリアのボローニャに本部を置く大手コーヒー焙煎メーカー「セガフレード・ザネッティ」が世
界で展開しているイタリアンバールチェーンで、1988 年にフランスのパリに世界 1 号店を、1998 年 12 月 4 日に日本 1 号店となる渋
谷店をオープン。現在、日本の 35 店舗を含め、ヨーロッパを中心として全世界で店舗を展開しております。イタリアンバールの特徴で
あるアルコール、フード、ドルチェ、アンティパストなども幅広く揃え、朝から夜まで、一日中お楽しみいただけるメニュー構成となってお
ります。
会社名：
本社所在地：
代表：
事業内容：
URL：
Twitter :

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
〒156-0042 東京都世田谷区羽根木 1-21-9
代表取締役社長 森 聡郎
イタリアンバールの経営、コーヒー及び関連商品の販売、業務用エスプレッソマシンの販売
http://www.segafredo.jp/ Facebook : https://www.facebook.com/SegafredoJapan
https://twitter.com/Segafredo_Japan

【本プレスリリースに関する報道関係者のお問い合わせ先】
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 TEL: 03-6304-7166 FAX: 03-6304-7261
担当：
服部（はっとり） Mob: 070-6466-2797 E-mail: hattori@segafredo.co.jp
廣瀬（ひろせ） Mob: 070-1417-2145 E-mail: hirose@segafredo.co.jp
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