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パッケージサラダを使用したフォトジェニックなランチメニュー
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『Summer Salad Lunch』を期間限定で提供
✧

野菜の日（8/31）に合わせ、1/2 日分以上の野菜が摂れるメニュー

✧ 「グッドモーニングカフェ 品川シーズンテラス」とコラボレーション
株式会社サラダクラブ
パッケージサラダの株式会社サラダクラブ（代表取締役社長：萩芳彰、本社：東京都調布市）
は、8 月 31 日（木）の「野菜の日」に合わせて特別に考案した、期間限定ランチメニュー『Summer
Salad Lunch』を、2017 年 8 月 11 日（金・祝）～8 月 31 日（木）の間、「グッドモーニングカフ
ェ 品川シーズンテラス」（港区）にて提供します。
今回、「グッドモーニングカフェ 品川シーズンテラス」とともに、『Summer Salad Lunch』と
して、パッケージサラダを使った限定ランチを 3 種類ご用意しました。“野菜が主役”をテーマ
に、フォトジェニックで色鮮やかなメニューに仕上げました。全てのメニューで 1/2 日分以上の
野菜※1 が摂れるため、野菜不足の方におすすめです。
※1 厚生労働省の「健康日本 21」では、野菜の摂取目標を一日あたり 350g 以上としています。

期間中は、「Veggie Noodle Salad（ベジヌードルサラダ）」、「Colorful Sandwich（カラフ
ルサンドイッチ）」、「Vegetable Quiche（ベジタブルキッシュ）」を週替わりで提供します。
さらに、期間中店内で『Summer Salad Lunch』をご注文いただいた方で、ハッシュタグ「#サラ
ダクラブ」をつけて、『Summer Salad Lunch』の写真または動画を SNS（Facebook、Instagram、
Twitter）に投稿していただくと、使い切りタイプの乾燥トッピング「サラダを楽しむトッピング」
シリーズ全 5 種から、お好きな商品を１つお会計時にプレゼントします。

「Veggie Noodle Salad」

「Colorful Sandwich」

「Vegetable Quiche」

■メニューについて
「Veggie Noodle Salad」＋日替わりスープ、パン、デザート（ビーツとヨーグルトのムース）
提供期間：8 月 11 日（金・祝）～8 月 17 日（木）
「10 品目のサラダ キャベツやケール」と「ビーツサラダ」をベースに、とうもろ
こしとオニオンドレッシングで和えた「べジパスタ（人参×紅芯大根）ミートソー
ス付き」※2 をトッピングした、ボリュームたっぷりのサラダです。さらに、アンチ
ョビーで和えたブロッコリーやキャロットラペ、マンダリン風味のオリーブオイル
で和えたミニトマトなど多彩な食材を使用しています。野菜量は 260g（約 2/3 日分
の野菜）で、17 種類の野菜が楽しめます。セットの「ビーツとヨーグルトのムース」
は、「ビーツサラダ」に使用しているビーツ（原料）をペースト状にしてヨーグル
トと混ぜ合わせた、ビーツの甘みが味わえるデザートです。
※2 野菜部分のみ使用

＜使用しているサラダクラブ商品＞
「10 品目のサラダ キャベツやケール」、「ビーツサラダ」、「サラダのごちそうトッピング キヌア」、
「ベジパスタ（人参×紅芯大根）ミートソース付き」※2

「Colorful Sandwich」＋日替わりスープ、フライドポテト、デザート（ビーツとヨーグルトのムース）
提供期間：8 月 18 日（金）～8 月 24 日（木）
キヌアと 4 種の雑穀類をミックスした「サラダのごちそうトッピング キヌアミッ
クス」を混ぜて焼き上げた自家製のパンに、ケール、ロメインレタス、クレソン、
パプリカなどの野菜と、チキンやサーモン、クリームチーズを挟みました。野菜と
お肉、お魚が一度に摂れる贅沢なサンドイッチです。味付けには「サラダとあえる
ソース やわらかチキン」を使用しています。野菜量は 175g で 10 種類の野菜が楽し
めます。セットのデザートは、「ビーツとヨーグルトのムース」です。
＜使用しているサラダクラブ商品＞
「サラダのごちそうトッピング キヌア」、「サラダのごちそうトッピング キヌアミックス」、
「サラダとあえるソース

やわらかチキン」

「Vegetable Quiche」＋日替わりスープ、サイドサラダ、デザート（白ゴマのブラマンシェ
提供期間：8 月 25 日（金）～8 月 31 日（木）

黒蜜とキヌアのソースがけ）

「サラダのごちそうトッピング キヌア」と黒ゴマを混ぜたキッシュ生地に、枝豆や
コーンなどの夏野菜やチキンを混ぜて流し込み、サックリと焼き上げたやさしい味
のキッシュです。シェフ特製のアンチョビーとケールのソースが良く合います。サ
イドサラダは、「ビーツサラダ」と「ケールサラダ」をミックスし、オニオンドレ
ッシングをかけました。野菜量は 230g で 15 種類の野菜が楽しめます。セットの「白
ゴマのブラマンシェ 黒蜜とキヌアのソースがけ」は、白ゴマのブラマンシェの上に
黒蜜とキヌアをトッピングしており、キヌアのプチプチとした食感が楽しめる和風
スイーツです。
＜使用しているサラダクラブ商品＞
「ビーツサラダ」、「ケールサラダ」、「サラダのごちそうトッピング キヌア」、
「サラダのごちそうトッピング キヌアミックス」

■Summer Salad Lunch（サマーサラダランチ）概要
1.

メニュー

：

✧「Veggie Noodle Salad（ベジヌードルサラダ）」
＋日替わりスープ、パン、ビーツとヨーグルトのムース
✧「Colorful Sandwich（カラフルサンドイッチ）」
＋日替わりスープ、フライドポテト、ビーツとヨーグルトのムース
✧「Vegetable Quiche（ベジタブルキッシュ）」
＋日替わりスープ、サイドサラダ、
白ゴマのブラマンシェ 黒蜜とキヌアのソースがけ

2.

価格

：

平日 1,000 円

土日祝日 1,100 円

※税込み

3.

提供期間

：

「 Veggie Noodle Salad 」

8 月 11 日（金・祝）～17 日（木）

「 Colorful Sandwich 」

8 月 18 日（金）～24 日（木）

「 Vegetable Quiche 」

8 月 25 日（金）～31 日（木）

4.

提供場所

：

グッドモーニングカフェ 品川シーズンテラス
（〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 2Ｆ）

5.

提供時間

：

ランチタイム

6.

電話番号

：

03-5715-3515

7.

特設サイト

：

http://saladclub.jp/special/good_morning_cafe/

8.

その他

：

期間中店内で『Summer Salad Lunch』をご注文いただいた方で、「#サラダクラブ」
をつけて、『Summer Salad Lunch』の写真または動画を SNS に投稿していただく
と、使い切りタイプの乾燥トッピング「サラダを楽しむトッピング」シリーズ全 5
種からお好きな商品を１つ会計時にプレゼント

11:00〜15:00

■株式会社サラダクラブについて
株式会社サラダクラブは、野菜の鮮度とおいしさにこだわり、洗わずにそのまま食べられる「パッケージサラダ」
を製造・販売しています。キユーピー株式会社と三菱商事株式会社の共同出資により 1999 年に設立されました。
利便性と価格が一定という経済性が支持され、需要が拡大しているパッケージサラダ市場で、サラダクラブは国内
最大のシェア率( 金 額 ) ＊ 1を誇り、販売店舗数は 13,500 店（2016 年 11 月現在）に及びます。
サラダクラブのパッケージサラダは、国産野菜を中心に使用しています。（自社工場における全体使用量の約
95％＊2）春夏秋冬、途切れることのない産地リレーで、年間を通して旬の野菜を調達しています。産地はパッケー
ジの表面に記載しています。
＊1：マクロミル QPR（サラダメーカー別 2016 年 1 月-12 月）

＊2：2016 年度実績

■グッドモーニングカフェについて
「グッドモーニングカフェ」は、株式会社バルニバービが、2010 年、千駄ヶ谷にオープンしたオールデイユー
スのカフェ＆レストランです。忙しい現代人のために、朝のライフスタイルを提案するカフェとして誕生しまし
た。現在、都内に 8 店舗展開しています。それぞれ店舗ごとにコンセプトが違い、モーニング・ランチからカジ
ュアルバル使いまで楽しめます。
「グッドモーニングカフェ 品川シーズンテラス」は、広大な緑地を有する複合施設「品川シーズンテラス」内
に位置しています。テラスには、緑が溢れ、心地よい海風も感じられます。ランナーをサポートする「ランキュ
ーブ」も併設し、自然あふれるシーズンテラスでランニングをする前後にもおすすめのカフェ＆レストランです。

＜本件に関する問い合わせ先＞
株式会社サラダクラブ 商品部 藤田・荒金・佐々木
TEL. 03-5384-7690（直通） FAX. 03-5384-7805
〒182-0002 東京都調布市仙川町 2-5-7
http://www.saladclub.jp
E-mail.info@saladclub.jp
＜お客様からの問い合わせ先＞
お客様相談室 TEL.0120-662-831

