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セルフサービススタイルの紅茶とアメリカンワッフルのカフェ

「マザーリーフ ティースタイル」九州・沖縄地方初上陸！
～店舗限定で『紅いもアイスとちんすこうの沖縄ハニーワッフル』などを発売～
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役会長兼社長：櫻田 厚、本
社：東京都品川区）は、2015 年 4 月 25 日（土）
、沖縄県中頭郡にオープンするショッピングモー
ル「イオンモール沖縄ライカム」内に、
「マザーリーフ ティースタイル イオンモール沖縄ライカ
ム店」をオープンします。
「マザーリーフ ティースタイル」は、紅茶とアメリカンワッフルが楽しめるお店「マザーリー
フ※」の姉妹ブランド店舗です。本格的な紅茶を、リーズナブルな価格とセルフサービススタイル
で気軽に楽しめるお店をコンセプトに、現在 12 店舗を展開しています。今回、オープンする「マ
ザーリーフ ティースタイル イオンモール沖縄ライカム店」は、九州・沖縄地方初進出の店舗と
なります。店舗限定メニューは、『紅いもアイスとちんすこうの沖縄ハニーワッフル』（710 円）、
『ハイビスカスレモンティー』
（490 円）を販売します。また、オープン記念として、商品をご購
入いただいた先着 50 名の方に、オリジナルティーバッグをプレゼントします。
※本格的な紅茶をフルサービスでゆったりと味わっていただく紅茶専門店です。
（1999 年より全 20 店舗を展開）

【店舗外観イメージ】

店舗限定
『紅いもアイスとちんすこうの沖縄ハニーワッフル』
『ハイビスカスレモンティー』
【店舗内観イメージ】

「イオンモール沖縄ライカム」は、敷地面積約 175,000 ㎡を有す県内最大規模となるショッピ
ングモールです。1 階～5 階のフロアで構成されており、220 の専門店が入ります。沖縄本島中部
の中頭郡北中城村に位置し、沖縄本島の南北を繋ぐ主要幹線である国道 330 号、北側には沖縄環
状線が東西に走り、沖縄市を始めとする周辺市町村の居住エリアから容易にアクセスできます。
また、北中城 IC、沖縄南 IC にも近く、沖縄本島全域からの広域集客が可能な恵まれたアクセス
環境を有しています。沖縄県の約 140 万人の住民の方と、沖縄県への観光客約 705 万人（沖縄県
統計「H26 年入域観光客数概況」より）をターゲットにしており、多くの集客が見込めます。

店内は、こだわりの紅茶やワッフルをカジュアルに楽しんでいただくため、木目を基調とした
家具を揃えました。ライブ感を大切にするため、紅茶を作るエリアをオープンキッチンにしてい
ます。また入口には、テイクアウト専用のベルギーワッフルを販売するスペースを設け、テイク
アウトのみの利用で立ち寄っていただくことも可能です。明るく開放感のある店内で、バリエー
ション豊富な紅茶とワッフルをお楽しみいただける空間となっています。
＜店舗概要＞
■店 舗 名

：マザーリーフ ティースタイル イオンモール沖縄ライカム店

■開 店 日

：2015 年 4 月 25 日（土）

■営業時間

：10：00～22：00（ラストオーダー： 21：30）
※2015 年 4 月 25 日～5 月 10 日の期間は施設オープンに付き営業時間変更
9：00～22：00(ラストオーダー21：30)

■所 在 地

：〒901-2300
沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内 4 街区
イオンモール沖縄ライカム店 2F

■アクセス

：空港方面…那覇 IC または名嘉地 IC～北中城 IC から約 3 Km
北中城 IC 出口右折、[第一安谷屋]交差点を左折、[石平]交差点を右折し、
330 号線を北上し約 2Km
北部方面…許田 IC～沖縄南 IC 約 2Km
沖縄南 IC 出口右折、[山内]交差点を左折、道なりに約 1.5Km

■定休日

：年中無休 ※但し、イオンモールに準ずる

■店舗面積

：32.55 坪

■座 席 数

：50 席

■想定客単価 ：750 円～850 円
【マザーリーフ ティースタイル

ロゴ】

＜店舗限定メニュー＞
◇ 『紅いもアイスとちんすこうの沖縄ハニーワッフル』 （710 円）
甘さを控えたアメリカンワッフルに、沖縄ブルーシールの紅いもアイスとバニラアイスを添えました。ク
ラッシュした紅いもちんすこうのサクサク感とはちみつの香り、ベリーの甘酸っぱさのバランスが絶妙な
沖縄店限定のワッフルです。
◇ 『ハイビスカスレモンティー』 （490 円）
真っ赤な色はハイビスカスティーの自然な色で、レモン果汁とりんごジュースの黄色と合わせ、きれい
なセパレートに仕上げました。酸味のきいた沖縄店限定のドリンクです。

＜主なメニュー＞
【ドリンク】

※すべてテイクアウト可能

使用している茶葉は、スリランカで摘み取り 24 時間以内に加工した紅茶の中から、特にマイルド
で香りの高い茶葉を厳選し、可能な限り新鮮な状態で直送されたものです。
●3 種類の茶葉から作る特製ロイヤルミルクティ
\470
●ホットティー（ディンブラ、アールグレイ、ダージリン） \410～
●フランボワーズライムティー
\490 など

【ワッフル】

※一部テイクアウト可能

ワッフルは、お店で仕込んだ生地を使った「マザーリーフ ティースタイル」オリジナルです。あ
られ糖を加えるなど独特の食感や味の変化をお楽しみいただけます。
●チョコバナナワッフル
●シナモンアップルと洋ナシのワッフル
●フルーツのカスタードワッフル（季節限定）

\590
\640
\710

など

【フード】
●ビーフシチューオムライスセット
●クロックムッシュウセット
●サラダセット（プレーンワッフル 2 枚つき）

\990
\950
\990 など

＜マザーリーフ ティースタイル店舗一覧＞
No.

都道府県

1

宮城県

2

埼玉県

3
4

店舗名
仙台ＥＤＥＮ店
イオンモール春日部店
モラージュ菖蒲店

千葉県

流山おおたかの森店

住所
宮城県仙台市青葉区中央 1-10-25 EDEN1 階
埼玉県春日部市下柳 420-1
イオンモール春日部 1 階
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 6005-1
千葉県流山市西初石 6-185-2
流山おおたかの森 SC 2 階

5

大崎店

東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark 2F

6

恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿 1-10-8

7

東京都

落合南長崎店

東京都豊島区南長崎 4-5-20
iTerrace 落合南長崎 1F
東京都立川市柴崎町 3-2-1

8

グランデュオ立川店

9

昭島モリタウン店

東京都昭島市田中町 562-1 モリタウン 1 階

横浜ザ・ダイヤモンド店

神奈川県横浜市西区南幸 1-4-B1

10

神奈川県

11

兵庫県

阪急西宮ガーデンズ店

12

香川県

ゆめタウン高松店

13

沖縄県

イオンモール沖縄ライカム店
*2015 年 4 月 25 日オープン

グランデュオ立川 7F

兵庫県西宮市高松町 14-2-347
阪急西宮ガーデンズ 3 階 南モール
香川県高松市三条町 608-1
ゆめタウン高松 1 階
沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事
業地内 4 街区
イオンモール沖縄ライカム店 2F

＜この件に関する問合わせ先＞
株式会社モスフードサービス 広報 IR グループ
TEL. 03-5487-7371 FAX. 03-5487-7389
〒141-6004 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower 4F
http://mos.jp/
E-mail. pr@mos.co.jp
※本資料中の価格はすべて税込です。

