
   

報道関係各位                                                             2019年 5月 23日 

ネスレ日本株式会社 

ミニット・アジア・パシフィック株式会社 

ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：高岡 浩三、以下「ネスレ」）と靴修理店を運営す

るミニット・アジア・パシフィック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役 社長 ：迫 俊亮、以下「ミスターミニット」）は、

ポリフェノール豊富なコーヒーとスイーツのセットメニューや、ミスターミニットのスペシャリストによる靴磨きのサービスなどを

提供する「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」を、6 月 5 日（水）から 6 月 14 日（金）までの期間限定で 

「ネスカフェ 原宿」内にオープンします。 

 

 

■ポリフェノールで、働く女性の美容ケアと身だしなみのメンテナンスをサポート 

ガラスの靴が象徴的なアイテムとして登場する著名な童話をモチーフにした「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」  

は、コーヒーでポリフェノールを摂取する習慣を提案するネスレと、モノを長く大切にしたいお客様をサポートする 

ミスターミニットが、美容の大敵である活性酸素と戦うポリフェノールを豊富に含むメニューや靴磨きなどのサービスを提供し、

働く女性の美容ケアや身だしなみのメンテナンスをサポートするカフェです。 

 「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」では、果物を中心にポリフェノールが含まれる食材を使ったスイーツと 

ポリフェノールが豊富に含まれるコーヒーのセットをお楽しみいただけるだけでなく、ミスターミニットのスペシャリストによる 

靴磨きのサービスを 15:00～18:00の時間限定で提供します。 

シンデレラ城をモチーフにした靴磨きスペースでは、靴磨き中にリラックスしていただくためのカウチ、コンディショニング 

ツール(※参考情報)を使用することができ、シンデレラの靴を履いているかのような写真を撮影することができるフォトスポット

も設けています。 

 ネスレは、活性酸素と戦う性質を働かせ、ヒトの美容や健康維持に大切な役割を果たすだけでなく、丈夫で長持ちする革

づくりのためにも重要な役割を果たす(※参考情報)ポリフェノールの魅力を提案すると共に、ミスターミニットは働く女性の足元

をサポートしてまいります。 

 

■「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」概要 

◆場所  ネスカフェ 原宿 (所在地：東京都渋谷区 神宮前 1-22-8) 

◆期間  2019年 6月 5日(水)～6月 14日(金) 11時から 21時 

※フードメニューラストオーダー20時 00分、ドリンクメニューラストオーダー20時 30 分  

◆サービス内容 ・靴磨きのサービスを含む、特別メニューをお楽しみいただけます。 

・靴磨き中にはドクターエアのコンディショニングツールをご利用いただけます。 

  ・店内に設けたドレッサーで、ご自身でも靴のお手入れをしていただけます。 

・シンデレラ城をモチーフにしたスペースや、シンデレラの靴を履いているかのような写真を 

撮影することができるフォトスポットをご利用いただけます。 

 

ポリフェノール豊富なコーヒーとスイーツ、靴磨きで 
“ナカ”と“ソト”から働く女性のキレイをサポート 

「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」  
6月 5日(水)より期間限定でオープン 

「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」 (イメージ) 

 

シンデレラ スイーツ (イメージ) 

 



   

◆特別メニュー 【靴磨き付き限定セット・15:00～18:00の時間限定で提供】 

  (1)「シンデレラ スイーツ」限定セット 価格 1500円（税込） 1日限定 6セットの提供 

「スイーツ」「カフェラテメニュー」「ミスターミニットの靴磨きのスペシャリストによるプレミアム靴磨きサービス」

のセット。イチゴたっぷりのババロアを入れフランボワーズを飾ったゼリーの靴、コーヒーゼリー、かぼちゃ 

ケーキのスイーツをお楽しみいただけます。 
   

  (2)「シンデレラ スイーツ・ミニ」限定セット 価格 1200円（税込） 1日限定 20セットの提供 

「スイーツ」「カフェラテメニュー」「ミスターミニットの靴磨きのスペシャリストによるクイック靴磨きサービス」 

のセット。イチゴ・ブルーベリー・ラズベリー・クランベリーのゼリーに小さな「ガラスの靴」をあしらった、バニラと 

ベリーの 2層ゼリーで、甘酸っぱく涼しさを演出するスイーツです。 
   

  【靴磨き無し・全営業時間中で提供】 

(3)「シンデレラ スイーツ・ミニ」 価格 800円（税込） 

「スイーツ」「カフェラテメニュー」のみのセット。 
   

※ (1)～(3)の各メニューではミスターミニット公式キャラクター「フレッド」のオリジナルラテアートシートを浮かべた 

カフェラテメニューを提供します。 

  ※ (1)と(2)で提供する靴磨きサービスは使用する靴クリームや所要時間が異なります。 

※ (2)と(3)で提供するスイーツは同じメニューとなります。  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」 プレゼントキャンペーン！ 

「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」の開催を記念して、ネスレ日本とミスターミニットによるプレゼント 

キャンペーンを行います。 
 
① 「#シンデレラカフェ」SNS投稿キャンペーン 

開催期間中、「ネスカフェ 原宿」内のフォトスポットで撮影した写真を「#ネスカフェ」「#ミスターミニット」「#シンデレラカフェ」

のタグをつけて SNSにご投稿いただいた方に、「ミスターミニット オリジナル・ツヤ出しスポンジ ミニ」（非売品）をもれなくプ

レゼントします。また「ネスカフェ 原宿」にお越しになれない方も、「ネスカフェ」の投稿に投票することで、抽選で 50名様に 

「ネスカフェ ゴールドブレンド オーガニック 80g」「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス 80g」各 1個とミスターミニット

でご利用いただける 20％割引チケットのセットをプレゼントするキャンペーンを実施します。 
 
② ミスターミニット各店(※1)で「ネスカフェ×ミスターミニット」限定ラテアートシートをプレゼント！ 

開催期間中、ミスターミニット公式キャラクター「フレッド」が、「ネスカフェ 原宿」限定の王子様に変身したオリジナルラテア

ートシートを、ミスターミニットご利用のお客様（※2）にプレゼントいたします。 

(※1) Shoe & Bag Repair Salon by MISTER MINIT 新宿高島屋 6F店・銀座三越店を除く (※2) 女性のヒール＋ソールのセット修理ご利用の方

限定。なくなり次第終了いたします。 

以上 

報道関係者様の 
お問い合わせ先 

「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」広報事務局 担当：小出 
(株式会社カーツメディアコミュニケーション内) 
TEL： 03-6261-7413 / FAX： 03-6701-7543 / MAIL: info@kmcpr.co.jp 

その他ネスレ日本に 
関するお問い合わせ先 

ネスレ日本株式会社 メディアリレーションズ室 担当： 村田、細川 
TEL： 078-230-7050 / FAX： 078-230-7108 / MAIL： Media.Relations@jp.nestle.com 

その他ミスターミニットに 
関するお問い合わせ先 

ミニット・アジア・パシフィック株式会社 PR課 担当： 長嶺 
フリーダイヤル 0120-80-3210 / MAIL： www.minit.co.jp/support/  

掲載される場合の 
読者からのお問い合わせ先 

ネスレ お客様相談室  
フリーダイヤル0120-00-5916 （受付時間：年中無休） 
ミスターミニット お客様相談室 
フリーダイヤル0120-80-3210 （受付時間：平日10:00～17:00） 

店内のフォトブース(イメージ) シンデレラ スイーツ・ミニ (イメージ) 
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mailto:Media.Relations@jp.nestle.com


   

参考資料  

■コーヒーポリフェノールについて 

日本をはじめ世界では、コーヒーと健康に関する様々な研究報告が発信されており、日本人はコーヒーから最も多くのポリ

フェノールを摂取していることが知られています。 

ポリフェノールとは、植物が、自身が活性酸素と戦うためにつくり出す物質で、約 8,000種類以上もあるといわれています。 

日本人のポリフェノール摂取は、コーヒーからが 47％を占めることが分かりました（2014 年ネスレ調べ）。一般的に理想的と言

われているポリフェノールの 1 日摂取量の目安は 1,000～1,500mg 以上といわれていますが、調査によると、日本人の平均

的なポリフェノール摂取量は、これより少ないという状況です。ポリフェノールは、活性酸素と戦う力が強いといわれています。

活性酸素は美容の大敵と考えられており、ポリフェノールと紫外線の関係が注目されています。 

■1日 3杯以上のコーヒー習慣がおすすめ 

ネスレは、コーヒーをはじめ、ポリフェノールを含む様々な食品から日常的にポリフェノールを摂取することを推進しています。 

ポリフェノールはカラダに貯められない物質であるため、毎日こまめに摂ることに意味があります。 

「頑張る時の 1杯」「活動中の 1杯」「リラックスタイムの 1杯」など生活にメリハリをつけるために、また、「朝の 1杯」「おやつ

タイムの 1杯」「夕食後の 1杯（カフェインレスコーヒーを推奨）」など日常の生活タイムに合わせて、1日 3杯以上のコーヒー

を飲むことで、ポリフェノールをこまめに摂取する健康習慣を手軽に楽しく続けることができます。 

 

■ポリフェノールの一種 タンニンについて 

古くから、人間は動物の「皮」を防寒用、居住用テント、そして靴や鞄などの生活用品として利用してきました。動物の「皮」は

そのままでは腐敗し、乾燥して固くなってしまいますので、たんぱく質（コラーゲン）を安定化し、耐熱性や柔軟性をもつ素材

として、皮を鞣（なめ）した「革」を作る技術が生み出されました。鞣しには様々な方法がありますが、古来より植物から抽出し

た植物タンニンを用いた鞣し方法が利用されてきました。このタンニンは、ポリフェノールの一種で、赤ワインの渋みの元とし

ても有名な成分ですが、この物質がタンパク質（コラーゲン）と結合する性質を使って柔らかくする技術である鞣し（なめし）の

漬け込み液として利用されてきました。 

 

■「コンディショニングツール」 

「ネスカフェ×ミスターミニット シンデレラカフェ」では、3 分間に最大約 12,000 回振動するストレッチサポートツール 

「ドクターエア 3Dコンディショニングボール」、大小 4つの突起と心地良い振動でピンポイントにアプローチするマルチストレ

ッチツール「ドクターエア ボディクッション」で、お身体のケアもしていただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドクターエア 3D コンディショニングボール ドクターエア ボディクッション 



   

■ネスレ日本株式会社 会社概要 

（1）名称     ネスレ日本株式会社 

（2）主な事業内容    食品、飲料、ペットフード等の製造・販売 

（3）設立年月日    昭和 8年 6月 

（4）本店所在地    神戸市中央区御幸通 7丁目 1番 15号 

（5）代表者     代表取締役社長兼 CEO 高岡 浩三 

 

ネスレ日本株式会社は、スイスに本社を置く、世界最大の総合食品飲料企業です。世界で栄養・健康・ウェルネスのリーデ

ィング企業であり続けることを目指しています。ネスレの日本法人「ネスレ日本」は 1913年に創業し、「ネスカフェ」、 

「キットカット」、ペットケア製品の「プロプラン」などを製造・販売しています。 

詳細はホームページをご覧ください。https://www.nestle.co.jp/  

 

■ミニット・アジア・パシフィック株式会社 概要 

（1）名称   ミニット・アジア・パシフィック株式会社  

（2）主な事業内容  靴修理・合カギ作製をはじめとする総合リペアサービスのチェーン店「ミスターミニット」を 

アジア・オセアニア地区で展開 

（3）設立年月日  2011年 11月 22日 ※1972 年 8月 11日、ミスター・ミニット・ジャパン・リミテッド創業 

（4）本社所在地  東京都台東区柳橋 2丁目 19番 6号 柳橋ファーストビル 2F 

（5）代表者  代表取締役社長 迫俊亮  

 

「ミスターミニット」は、1957年にベルギー・ブリュッセルで創業（「タロンミニット」として発足し、1965年に改称)、今日では世界

最大級の靴修理・バッグ修理・合鍵複製・時計電池交換等のサービスチェーンとして信頼の歴史を築いて参りました。日本

市場へは 1972年に進出、現在では 318店（2019年 5月時点）を展開しています。お客様が身の回りのモノを長く大切に便

利に使い続けるための「サービスのコンビニ」を目指し、長年提供してきた靴修理と合鍵作製に加え、靴磨き、時計修理、ハ

ンコ作製、クリーニング（白洋舎と提携）サービスなど導入サービスを広げています。 

詳細はホームページをご覧ください。https://www.minit.co.jp/ 

https://www.nestle.co.jp/

