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コンセプトは
“70歳パン工場”

70歳以上
の方に
コッペパ
ン
無料プレ 3個
ゼント!
※
なくなり

次第終了

コッペパン専門店
「70factory1948」
6 / 1（ 金 ）北 九 州 市 ・ 荒 生 田 に オ ー プ ン

1948年に創業し、北九州市内の病院や小学校の給食パンを扱い、現在市内に4店舗のベーカリー「クラウ
ンパン」と博多駅など九州内に5店舗のミニクロワッサン専門店「ミニヨン」を展開しているクラウン製
パン株式会社（所在地：福岡県北九州市、代表取締役：松岡隆弘）は、創業70周年を迎えるにあたり、新
たな挑戦として荒生田（あろうだ）店を全面改装し、コッペパン専門店「70 factory（セブンティーファ
クトリー）
」を、2018年6月1日（金）にオープンいたします。オープン日には、70年の感謝
を込めて、70歳以上の方にコッペパン3個を無料で提供いたします。

コ

ンセプトは
「70歳パン工場」
。

生まれ変わり町のシンボルとなること

2011年に「環境未来都市」

を目指します。店内は、当社が北九州

として国から選定され、
超高

の街と共に歩んできた歴史が感じられ

齢化対応に取り組んでいる北九州市。

高齢の方が懐かしむようなアンティー

その市民の胃袋を支え続けてきた当社

クな内装で、コーヒーを無料提供する

が、創業70年の節目として地域に貢献

イートインコーナーを併設いたしま

する新たな挑戦となります。地域の幅

す。またメニューには、北九州名物の

広い層の皆さまをターゲットに、交通

「焼うどん」や「焼きチーズカレー」な

量の多い道路に面する立地でライオン

ど25種のフィリングを取り揃え、オー

をモチーフに刷新し、全く新しい姿に

ダー後にサンドいたします。
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焼きチーズカレー

¥390

自家製カレーとチーズをのせてお客
様の前でバーナーでとろ～り焼き上
げ、卵サラダをのせサンドします。
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おすすめコッペ
オープニングイベント
70歳以上の方限定で
お好きなコッペパンサンド3個を
無料プレゼントいたします。

焼うどん
目玉焼きのせ

日時：2018年6月1日（金）10：00 〜 18：00
※パンがなくなり次第終了

鰹ダシを効かせた旨味がたま
らない小倉発祥の名物
「焼うど
ん」に目玉焼きをのせて大胆
にコッペパンにサンドします。

対象：70歳以上の方
（※70歳未満の方も入店・購入可能）
条件：年齢確認できる身分証明書の提示

¥390

内覧会
日時：6月1日
（金）
〜 3日（日）
10：00〜13：00

しろくま風
フルーツホイップ

対象：プレス関係者様、関係者様
内容：お買い物体験、コッペパン3個無料
担当：市川 ichikawa@japanbakery.jp

鹿児島名物しろくまをモチー
フとしたお菓子コッペ。通常
のフルーツホイップに練乳を
トッピングし甘みとフルーツ
の酸味が旨味を引き立てます。

¥280

お子様ランチ

商品袋

ナポリタン、ミートボール、
たまごサラダ、ウインナー。
一口食べるごとにお子様の
大好きな具材ばかりを詰め
込んだ、
夢のコッペパンです。

ロゴが大きく印字された可愛
らしい紙袋・ビニール袋をご
用意しております。

¥460

ユニフォーム

店舗情報
店舗名：70factory1948
（セブンティーファクトリーイチキュウヨンハチ）
福岡県北九州市八幡東区荒生田１丁目４－１
電話番号：093-651-3320
営業時間：10：00 ～ 18：00
定休日：年中無休
店舗面積：1F 23.2坪 2F 18.8坪
HP：http://www.70factory1948.com
オープン：2018年6月1日（金）

高見
中央公園

八幡高見
郵便 局

川
板橋

福岡ひびき
信用金庫
ファミリーマート

八幡
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スピナラ
ソリエ

福岡 銀行
七条 支店
レストラン
小野 薬局 セルフィーユ
旧電

車通

り
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おかずコッペ

11種/¥240 〜

MENU

たまごサラダ ¥240

オス
スメ

みんなが大好きな優しい味わいの
たまごサラダをたっぷりと挟みました。

北海道産のつぶあんとマーガリンは
定番人気の組み合わせです。

昔ながらのナポリタン ¥280

粒ピーナッツ ¥190

野菜ポテト ¥300

生乳ミルクチョコレート ¥190

粉チーズが香るレトロなナポリタンスパゲティが
コッペパンに変身です。

つぶつぶ食感のピーナッツクリームは
お子様にも男性にも人気です。

新鮮な野菜とポテトサラダのコンビは
ランチタイムにもぴったりです。

生乳のコクを感じるチョコレートクリームの
優しい甘さを味わって。

野菜たまご ¥300

オス
スメ

新鮮野菜と優しい味わいの
たまごサラダの組み合わせは王道の味です。

コンビーフポテト ¥300

キャラメル ¥200

北海道産コロッケ ¥360

いちごマーガリン ¥210

焼うどん 目玉焼きのせ ¥390

宇治抹茶あん ¥220

チキン南蛮 ¥390

ベトナムコーヒー ¥220

津ギョウザ ¥390

ラムレーズン ¥240

焼チーズカレー ¥390

宇治抹茶ホイップ ¥260

お子様ランチ ¥460

レモンみるく ¥260

ビターながらも香ばしく
濃厚な甘みが楽しめるキャラメルクリームです。

北海道産ポテトコロッケをまるごと２つ！
なサンドにはお腹も喜びます。

いちごジャムにマーガリンのコクがマッチする
定番メニューです。

鰹ダシの旨味がたまらない
小倉発祥の焼うどんがコッペパンになりました。

ほろ苦い抹茶クリームと粒あんは
和菓子のような組み合わせです。

甘酢あんに絡めた唐揚げに
タルタルソースをたっぷりとかけました。

コーヒークリームのビターな風味を
ミルククリームが引き立てます。

ごま風味の炒め野菜と揚げ餃子をサンドし
酢醤油の風味を加えました。
オス
スメ

ラム酒につけたレーズンと
ミルク香るクリームによる大人の味わいです。

自家製カレーにチーズをのせ
バーナーでとろ～り焼き上げました。
オス
スメ

宮古島 雪塩ミルククリーム ¥200
ミルキーなのに後味はさっぱり、
隠し味の宮古島の塩が効いています。

特製コンビーフフィリングと
ポテトサラダの大満足なボリュームです。

オス
スメ

北海道あんマーガリン ¥190

宇治抹茶クリームと
ふんわりしたホイップクリームをあわせました。

ナポリタンやミートボールなど
お惣菜が詰まった楽しいコッペです。

お菓子コッペ

爽やかなレモン風味のバニラクリームを
たっぷりと塗りました。
オス
スメ

14種/¥160 〜

北海道あん ¥160

甘さ控えめの北海道産粒あんを
たっぷりと塗ってシンプルにどうぞ。

しろくま風フルーツホイップ ¥280
鹿児島名物
「しろくま」をイメージした
練乳が懐かしいコッペです。

揚げパン ¥130

外はサクッ、中はふんわりの揚げパンは、
揚げたてをご用意します。

いちごジャム ¥180

年代を問わず人気の
つぶ入りいちごジャムを塗った王道コッペです。

※価格は全て税別です。
また予告なく変更の可能性がございますのでご了承ください。

【店舗、商品に関するお問い合わせ先】

【取材・掲載に関するお問い合わせ先】

クラウン製パン株式会社 担当：松岡 寛樹 住所：福岡県北九州市小倉北区泉台4-4-41

株式会社SUZU PR COMPANY 鈴江恵子

TEL：093-651-5559 MAIL：h_matsuoka@crown-pan.co.jp http://www.crown-pan.co.jp/

TEL：080-6390-8284 MAIL：suzue@suzu-pr.com URL：http://suzu-pr.com
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