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コラボショップ第2弾！！

「ポムの樹 ×「パテ ＆ジミ 初コラボレストランオ プン！

リリ カテ リ [ ラボ店の 案内］

2016年4月1日発信
関係各位

「ポムの樹」×「パティ＆ジミー」初コラボレストランオープン！

株式会社ポムフード(本社：鹿児島県姶良市、社長：出原 孝雄)は、「創作オムライス ポムの樹」と株式会

社サンリオ（本社：東京都品川区、社長：辻信太郎、以下サンリオ）のキャラクター「パティ＆ジミー」との全国初
のコラボレストランを2016年4月9日に東京・原宿に期間限定オープンいたします。

ようこそ、パティ＆ジミーワールドへ！
ポムの樹×パティ＆ジミーは、まるで70年代のアメリカにタイムスリップしたような空間に生まれ変わります。
そしてアメリカンなライフスタイルを感じさせてくれる “パティ＆ジミー”が、お出迎え。メニューはキャラクタ

をイメ ジしたポム 樹 オム イ はもちろん パ タ イ ドリ クをご用意

「パティ＆ジミー」
1974年にデビューしたアメリカンなライフスタイルを感じさせてくれるキャラクターで

す。当時はハローキティと肩を並べる人気を博し、今でも根強い人気を誇るキャラク
タ です

ーをイメージしたポムの樹のオムライスはもちろん、パスタ・スイーツ・ドリンクをご用意。

店内は、一緒に写真を撮ることができるフォトスポットから、思い出の懐かしいグッズの展示など、あの頃こ
どもだった方から、生まれていなかった方も一緒に楽しめるような企画が沢山詰まってます！

ターです。
公式HP：http://www.sanrio.co.jp/character/pattyandjimmy/

パティ＆ジミーコラボレストラン
「ポムの樹 原宿店」店舗基本情報

●期間：2016年4⽉9⽇(⼟)〜2017年3⽉31⽇(⾦)予定
営業時間 11 00 21 00(LO 20 30)
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●営業時間： 11:00〜21:00(LO 20:30)
●場所：東京都渋⾕区神宮前1－7－1

CUTE CUBE HARAJUKU 3F
●電話番号： 03-3408-0050



店内のレイアウトは、70年代のアメリカをイメージしたフロアやパティ＆ジミーのお家をイメージしたフロア、広場を
イメ ジしたフロアがあり 色んなシ チ エ シ ンを楽しんで頂けるようにな ています

ポムの樹×パティ＆ジミー 店内レイアウト

アメリカンフロア

イメージしたフロアがあり、色んなシュチュエーションを楽しんで頂けるようになっています。

メインフロアは、パティ＆ジミーが
デビューした70年代のオールドアメリ
カンをイメージしたフロアです。
懐かしのグッズの展示もあり、

まるでタイムスリップしたような空間で
す。

Homeフロア

パティの部屋とジミーの部屋をイメージ
したフロアです。
パティはジミーに電話しているのかな？
2人と癒しのひとときを。

広場フロア

友達が集まる広場をイメージしたフロア
です。青空の下でみんなと一緒に遊ん
でるような時間を過ごしてね。
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※フロアの指定はできません。



ポムの樹×パティ＆ジミー オリジナルメニュー

FOOD MENU

〜オリジナルのマグカップ付〜
ポムの樹⾃慢のオムライスが、パティとジミー

パティ＆ジミーのスポーツオムライスプレート
￥1,390-

が⼤好きなスポーツグッズに変⾝！！野球ボー
ルのマッシュポテトとオニオンリングを⼀⽫に
集めた欲張りなワンプレートです。
オムライスのソースはケチャップ・トマトソー
ス・明太クリーム・デミチーズソースの中から
選べます。

マグカップのカラーは全5⾊。どれになるかは
お楽しみ！
コレクションしたくなるスタッキングができる
マグカップですマグカップです。

マッシュポテトに錦⽷卵をまぶしたパティ
が、お花畑で遊んでいるようなサラダプ

ジミーの髪がパスタになっちゃった？ソースを
かけてジミーの髪の⾊を変えて楽しんでね。

ジミーのもりもりパスタ ￥1,200- パティのおてんばサラダ ￥1,300-

レート。思わず⼀緒に遊びたくなるような
可愛いさです。

ソースはトマトソースと明太クリームの2種類
から選べます。

※写真はイメージです。
※記載価格は税抜価格です。 ⓒ1976, 2016 SANRIO CO., LTD.Ⓛ



DESSERT MENU

オリジナルデザートご注⽂でランダムで1枚オリジナルデザ トご注⽂でランダムで1枚、
コラボオリジナルキラキラシール

(全6種類)をプレゼント！

まるでハンバーガー!?⾵パンケーキ

パンケーキをアメリカンフードの代表
ハンバーガー⾵に！
アメリカンなボリュームのパンケーキ
は、たっぷりのホイップと、まるでケ
チャップとマスタードのような！？ス
トロベリー＆マンゴーのソースで味を
変えて楽しめます

￥1,100-

変えて楽しめます。

パティ＆ジミーの仲良しプレート

アメリカンなデザート バナナスプリットを
P＆Jスタイルに。2種のアイス(かぼちゃ・
バニラ)とフルーツが楽しめる⼀⽫です。
とっても仲良しな2⼈みたいに相性抜群！？

パティの愛⽝ファジーの
フルーツ(キウイ・バナナ・ラズ
ベリーｅｔｃ. )がたっぷり⼊っ
たチョコレートパフェです。

パティ＆ジミーの仲良しプレート
￥1,200- 愛⽝ファジーのチョコパフェ

￥1,110-
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DRINK MENU

オリジナルデザートご注⽂でランダムで1枚、
コラボオリジナルキラキラシール

(全6種類)をプレゼント！

オリジナルコールドドリンクにランダムでついてくるス
トローチャームは裏返すとフォトプロップスになるよ！
写真をとって遊んでね。(全4種類)

(全6種類)をプレゼント！

( )

※オリジナルコールドドリンクは、可愛いブーツ型マグ
に⼊った(500cc）たっぷりサイズです。

チョコチョコミルク
￥650-

思い出のブルーハワイ
ソーダ ￥650-

まっ⾚ないちごミルク
￥650-

定番！元気コーラ
￥650-

⽢すぎず、少し⽢い
⼆⼈の関係！？

パティの
元気充電ドリンク。

ハワイに⾏った旅の
思い出。 ⼆⼈とも⼤好き♡

初恋のレモンソーダ
￥650-

ベリーベリーラズベリー
ソーダ ￥650-

シュワシュワ感がたま

ジミーの
お気に⼊りラテ ￥690-

読書の合間にホッと
なつかしい⽢酸っぱさ。 シュワシュワ感がたま

らない。
読書の合間にホッと
⼀息
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※写真はイメージです。
※記載価格は税抜価格です。



ポムの樹×パティ＆ジミー コラボ限定グッズ

表裏

⽸バッチ 各￥480-
クリアファイル2枚セット ￥780-

ダI Phoneケース ￥2,000- キーホルダー 各￥580-

※記載価格は税抜価格です。

Tシャツ ￥2,900-

※こちらはイメージです。
実際の仕様とは異なる場合がございます。
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ポムの樹×パティ＆ジミー 特別企画

ウィッシュペーパーに願いを託そう！
パティとジミーはとっても仲良し。
⼤切な⼈と⼀緒にここに来ればパティとジミーのようにずっと仲良く
いられるかも！？
⼤切な⼈との願いを書いて店内設置のポストに⼊れてね

ウィッシュペーパー

⼤切な⼈との願いを書いて店内設置のポストに⼊れてね。

※各テーブルに設置しています。

フォトプロップス

フォトスポットには、
⼤きなフォトプロップスをご⽤意しています。
パティ＆ジミーになりきって
かわいい写真！？⾯⽩い写真！？が
撮れちゃいます。

懐かしグッズの展⽰懐かしグッズの展⽰

懐かしさいっぱいの貴重なグッズを展⽰します。

お⺟さんと⼀緒に⾏けば「⼦どもの頃このグッズよく
持ってたのよ〜」なんて⼀緒に盛り上がれるかも。

<会社概要>

【本 社】 鹿児島県姶良市加治木町小山田5928-1
【代表者】 出原 孝雄(イデハラ タカオ)
【設 立】 平成2年4月16日

創作オムライス ポムの樹
全国130店舗を展開する国内1位のオムライス専門店。定番のケャップ
をはじめ、ビーフシチュやホワイトソース、とろろなどの約40種類の創
作オムライスを提供する。厳選されたたまごを使用したふわふわとろと
ろオム イ はオ ダ ごとに と と 手作り 独自 厳し オ
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＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ポムフード 広報担当の水山(ミズヤマ)までお願いいたします。

TEL：06-6537-0615 FAX：06-6537-0625 E-mail：smizuyama@pommefood.co.jp

【設 立】 平成2年4月16日
【事業内容】 飲食店経営(直営・FC店展開)・エッセンス日本総代理店
【 URL 】 http://www.pomunoki.com/company/

ろオムライスはオーダーごとにひとつひとつ手作りで、独自の厳しいオ
ムライス検定合格者だけがたまごを巻くことを許されるなど品質と技術
にこだわっている。 http://www.pomunoki.com/


