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都内 74 店舗で “スローカロリースイーツ“が楽しめる！ 

「PREMIUM PASS 東京スイーツパス vol.6 -スローカロリースイーツキャンペーン特別号-」発売 

ゆっくり吸収される糖質”パラチノース”を使ったスイーツで体にやさしいご褒美を 

 
 三井製糖株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 雑賀大介）と株式会社サンド（本社：東京都渋

谷区、代表取締役会長 岩田信行）は、2017 年 10 月 2 日（月）、「PREMIUM PASS 東京スイーツパス vol.6 -

スローカロリースイーツキャンペーン特別号-」を発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．「PREMIUM PASS 東京スイーツパス」について 

「PREMIUM PASS 東京スイーツパス」は、カフェやレストランを中心に、スイーツを提供する都内の人気店を紹介し、一

店舗ごとに正規価格よりお得に食べられる”スイーツクーポン”を掲載したグルメガイドブックです。 

 

2．スローカロリースイーツについて 

健康意識が高まるなか、糖質を控える”糖質対策メニュー”を選ぶ人が増えてきています。しかし、出来れば糖質を使ってお

いしく楽しくスイーツを楽しみたいですよね。そこで今注目されているのが、糖質の”量”ではなく”質”に着目したスローカロリース

イーツ。ゆっくり消化吸収される天然の糖質パラチノース®を使ったスローカロリースイーツであれば、糖質本来の美味しさを保

ちながら、ヘルシーにスイーツを楽しむことができます。パラチノース®は、お砂糖（てん菜）に酵素を働かせて作った、消化吸

収がゆっくりな糖質です。自然界でははちみつ中にも微量に含まれていて、安全安心な糖質です。 

このたび、都内のカフェやレストラン 74 店舗と協力し、おいしくて体にもうれしいスイーツを揃えました。見るだけで楽しいケー

キや、ほっと一息したい時にぴったりな和菓子など、魅力的なスイーツが大集合。よりお得にスローカロリースイーツをお楽しみい

ただける一冊です。 

 

３．Instagram「♯ハッシュタグ」キャンペーン 

掲載店のスローカロリースイーツを撮って Instagram でハッシュタグ『♯スローカロリーライフ』を付けてお友達とシェアすると、

抽選で 100 名様にゆっくり吸収される体にやさしいお砂糖「スローカロリーシュガー」が当たります。詳細については

「PREMIUM PASS 東京スイーツパス」ホームページ（http://premium-pass.jp/sweets-pass/）をご覧ください。 

PRESS RELEASE 



4．媒体概要 

媒 体 名 ：PREMIUM PASS 東京スイーツパス vol.6 

-スローカロリースイーツキャンペーン特別号- 

発 売 日 ：2017 年 10 月 2 日（月） 

仕 様 ：A5 変形版 （210×125mm） 

ペ ー ジ 数 ：114 ページ（表回込） 

価 格 ：980 円（税込） 

クーポン有効期間：2017 年 10 月 2 日（月）〜2018 年 1 月 31 日（水） 

発 行 部 数 ：20,000 部 

販 売 エ リ ア ：都内を中心に、神奈川・埼玉・千葉 

ホ ー ム ペ ー ジ ：http://premium-pass.jp/sweets-pass/ 

 

 

 

5．参加店舗 ※参加店舗一覧については別紙資料をご参照ください。 

都内のカフェや和洋菓子店 74 店舗がスローカロリースイーツを新たに考案しました。東京スイーツパス

のクーポン利用で、お得にスローカロリースイーツが楽しめます。 

 

【店舗例】※定価を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ココロゴト cafe（渋谷） ■パティスリー＆ブーランジェリー ハル（東陽町） ■パティスリー ウルス(門前仲町) 

 

商品名：6000 気圧の玄米粉をつかった
オリジナル玄米パンケーキ  

価 格 ：850 円（税込） 

商品名：スローカロリーデコレーション  商品名：ビーカー  

価 格 ：454 円（税込） 
 

価 格 ：800 円（税込） 
 

■茶 CAFE 竹若（銀座） ■タンデコロリ（渋谷） ■バウムクーヘン工房ハナミズキ（高円寺） 

商品名：枯山水抹茶ティラミス＆抹茶の
セット  

価 格 ：1,530 円（税込） 

商品名：ヘルシーアイシングクッキー(ロリポップ)  

価 格 ：648 円（税込） 
 

商品名：いもっこクーヘン  

価 格 ：1,296 円（税込） 
 

http://premium-pass.jp/sweets-pass/


■三井製糖株式会社 概要 

【本   社】 東京都中央区日本橋箱崎町 36 番 2 号 

【代 表 者】 代表取締役社長 雑賀大介 

【設   立】 1947 年（昭和 22 年） 

【資 本 金】 70 億 8,300 万円 

【年間売上高】 （連結）103,177 百万円（2017 年 3 月期） （単体）65,504 百万円（2017 年 3 月期） 

【特   徴】 『スプーン印』の砂糖として広く知られており、国内製糖シェア 1 位。 

【ウェブサイト】  http://www.mitsui-sugar.co.jp/ 

 

 

■株式会社サンド 概要 

【本   社】 東京都渋谷区渋谷 3-3-10 秀和青山レジデンス 711 

【代 表 者】 代表取締役会長 岩田信行 

【設   立】 1990 年（平成 2 年） 

【資 本 金】 3000 万円 

【年間売上高】 3 億 3600 万円 

【特   徴】 ファッション・流通アドバタイジングを中心に広告キャンペーンの企画制作、出版事業、WEB 事業などを

実施。 

【ウェブサイト】 http://www.sand.co.jp/ 

 

 

 

 

＜本件に対する問い合わせ先＞ 

三井製糖株式会社 担当：奥野 

  Tel: 03-3639-9353  Fax: 03-3661-5126 

 

株式会社サンド PREMIUM PASS  担当：月野木（つきのき） 

Tel: 03-6419-3941 Fax: 03-6427-2103 

 

http://www.mitsui-sugar.co.jp/
http://www.sand.co.jp/


＜別紙資料＞

項目 地区 店舗名 商品名

1 東京駅 ラトリエ ドゥ シュクル （東京駅・京成小岩） 肉球マドレーヌ（3個）

2 東京駅 PLUME（東京駅・新小岩） しあわせぷりん

3 銀座 茶CAFE竹若 枯山水抹茶ティラミス＆抹茶のセット

4 半蔵門 TiMi せとうちレモンのブルーベリーケーキ＆レモンスカッシュ

5 月島 パティスリーハット スペシャル月島ロール

6 秋葉原 フライングスコッツマン 秋葉原店 手作りホットケーキ（スローカロリータイプ）＆ドリンクセット

7 上野 クレール ドゥ リュンヌ 上野マルイ メープルバターカステラ

8 池袋 Ginger & Star Cafe ライチと白キクラゲの薬膳美肌スイーツセット

9 文京区 エリティエ ケイク・オ・フリュイ

10 文京区 トレカルム テ・シトロン

11 門前仲町 パティスリーイソザキ 門前仲町店 モンブラン

12 浅草 クレール ドゥ リュンヌ 蔵前本店 贅沢ショコラ「極」

13 お台場 夢あかり ビタミンフルーツソーダ

14 門前仲町 パティスリー ウルス ビーカー

15 住吉 ライスフィールドベーカリー 米粉 焦がしバターのマドレーヌ

16  本所吾妻橋  ショコラティエ川路 甘酒ボンボンショコラ

17 東陽町 パティスリー＆ブーランジェリー　ハル スローカロリーデコレーション

18 東陽町 お茶カフェ&バー Sette 茶話ぜんざい

19 西大島 ポップベル 味付わたあめ or  かき氷(あんず味)

20 墨田区  本所吾妻橋 ホソミー ファクトリー プレミアムショコラマドレーヌ

21 墨田区 浅草 ASICS CONNECTION TOKYO 自家製豆乳クリームチーズのアイス＆ドリンクセット

22 亀戸水神 喫茶かめ コーヒーゼリー or クラシックショコラ

23 墨田区 ググカフェ シフォンケーキセット(日替りフレーバー)

24 渋谷 タンデコロリ ヘルシーアイシングクッキー(ロリポップ)

25 青山 Café Madu 青山店 クレームブリュレ

26 青山 SHIBUYA Francfranc Cafe ベリーベリーパンケーキ＆選べるドリンク

27 青山 Hawaiian Café & Bar Tee-Tee キャラメルのパンケーキ＆全てのお好きなお飲物1品

28 渋谷 カフェ マ・メゾン 渋谷109店 選べるスイーツ&ドリンク

29 渋谷 ココロゴト cafe 6000気圧の玄米粉をつかったオリジナル玄米パンケーキ

30 原宿 DESSERTCAFE 雪のはな 東京原宿店 フルーツフレンチトースト

31 表参道 カフェ・ル・ポミエ クラシックショコラ〜自家製バニラアイス添え〜＆コーヒーor紅茶セット

32 代官山 BISTRO FAVORI Assemblage〜グラスキャラメルとマンダリンの香り

33 麻布十番 麻布野菜菓子 ほっかほっか南瓜のバニラアイスと小豆添え

34 麻布十番 麻布十番庵 渋皮栗入とら焼き アイスクリームのせ

35 白金 Maho’s Table 洋梨とキャラメルのケーキorマロンのケーキ

36 白金 SALT白金 3種類のワンプレートフレンチ＆アサイーのヌガー・グラッセ

37 恵比寿 ANGKASA （アンカサ） ココナッツミルクと抹茶のプリン＆ドリンクセット

38 恵比寿 Time Out Cafe&Diner キャロットケーキ＆ドリンクセット

39 恵比寿 ブレッツカフェ クレープリー ル コントワール 恵比寿店 ガレット タタン

40 桜新町 プラチノ 上町本店 ブルッティ マボーニ

41 自由が丘 蜂の家 自由が丘店 からだのためにも美味しいどら焼(5個入)

42 自由が丘 和良カフェ 米粉のパンケーキ(チョコバナナ)＆ドリンクセット

43 武蔵小杉 カフェ クチュール ベイク チョコレートブラウニーと塩キャラメルのケーキ＆ドリンクセット

44 宮前平 なんぺいの木 宮前ドーナツ プレーン

45 日吉 ママのケーキ　やさしいお菓子　L'AURA 〜卵・乳・小麦なしの〜奇跡のマフィン(バナナ味・チョコバナナ味)  

46 大田区 御菓子 わたなべ 馬込の月

47 大田区 Island Cafe&Bar アップルシナモンパンケーキ

48 糀谷 クールクレープ 糀谷 ラムレーズンカスタード

49 横浜市 中区 山下町 CHILLULU COFFEE フレンチトーストDX’＆ドリンクセット

50 飯田橋 カナルカフェブティック タルト・フレーズ・バニーユ

51 新宿 パティスリーカオリヒロネ ハレの日マカロン

52 目白 フィオレンティーナ ホテルメッツ 目白店 シナモンアップルのフレンチトースト バニラアイス添え＆ドリンクセット

53 曙橋 ｉ-cafe マシュマロショコラ・オ・レ

54 下北沢 ナインパンケーキハウス いちごクリームチーズパンケーキ

55 西永福 パティスリー CQL フランボアーズのオーブ

56 中野 PINの店 中野ブレッド(ジンジャー入りバナナブレッド)

57 高円寺 バウムクーヘン工房ハナミズキ 高円寺店 いもっこクーヘン

58 高円寺 Cafe Cross Point ふんわりミルクシフォンケーキとたっぷりフルーツ＆ドリンクセット

59 上井草 菓子屋 カランドリエ 蜜色チーズ

60 経堂 ケーキ工房 七つの水仙 ベジタブルクッキー or ベジプリン or ジャム

61 経堂 anamo cafe 気まぐれシフォンとルイボスティーラテのヘルシーセット

62 阿佐ヶ谷 菓人結人 どら焼き、虎皮焼き

63 吉祥寺 ソラ ZENON かぼちゃのチーズケーキ

64 吉祥寺 プレスキルショコラトリー 本店 ビジュー ド ショコラ

65 練馬 （豊島園） 食堂八 チャイみるく

66 練馬 ナチュラル カフェ ゴエン スローモンブラン＆ドリンクセット

67 石神井公園 パティスリー カシュカシュ 月乃うさぎ(5個入)

68 石神井公園 Patisserie Abloom マーマレードオランジュ

69 石神井公園 フランス菓子 ヴァンテ・アン 紅茶ロール

70 石神井公園 ピッコロ ピアッツァ お野菜のジェラート3種もり

71 大泉学園 和菓子 大吾 米粉マドレーヌ(化粧箱5個入)

72 仙川 レネット コンポートポンム or コンフィチュールフィグ or ぶどうのロティ

73 つつじヶ丘 wata 焼き菓子 パウンドほうじ茶

74 三鷹 Tokyoたまものスイーツ キウイフィナンシェ

東京・銀座・東東京エリア

渋谷・青山・麻布エリア

恵比寿・自由が丘・神奈川エリア

新宿・吉祥寺・練馬エリア

「PREMIUM PASS 東京スイーツパスvol.6 -スローカロリースイーツキャンペーン特別号-」

参加店舗一覧


