
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 ADASTRIA eat Creations（本社：東京都港区、代表取締役：木村治）は、アメリカ・カリフォルニア発、全

米で大人気のスムージー・ジュース専門店「Jamba(ジャンバ)」の 2 号店を、2020 年 8 月 6 日（木）に東急田園都市線 

南町田グランベリーパーク駅に直結するアウトレット複合商業施設「グランベリーパーク」内の「ギャザリングマーケット」にオープンし

ます。 

 

「Jamba」は、1990 年にカリフォルニアで創業したアメリカでナンバーワン※1 のスムージー・ジュース専門店です。オープン後、

初の週末は 2,600 人を超える方々が来店し、”Jamba のある生活”を楽しんでいただきました。その後アメリカ全土に進出し、

中でもハワイではローカルの人々に加え、観光客も毎日通うほどの人気を誇っています。その人気は全米にとどまらず、2010 年

に初の海外店舗となる韓国 1 号店を出店、現在ではフィリピン、台湾、タイ、インドネシアにも展開し、全世界の 875 店舗で

多くの人々に親しまれています。  

※1：アメリカにおけるスムージー・ジュース専門店内での店舗数が No.1（2020 年 2 月時点） 

 

今回オープンする「Jamba 南町田グランベリーパーク」は、敷地内に広がる緑豊かな開放的な公園で豊かな自然に触れな

がらスムージーを楽しむことができます。本店舗で提供するスムージーは、スーパーフード“スピルリナ・ブルー”を使用した鮮やかな

ブルーが特徴の日本限定オリジナルスムージー「ソライロ・コージー」を含む 11 種類。本国で人気のスムージー、キッズスムージ

ー、フレッシュジュースのドリンクメニューに加え、新鮮な果物を使用したボウル 3 品、トッピングアレンジがお楽しみいただけるブー

スト（栄養補給パウダー）5 種をご用意する予定です。日本限定スムージー「ソライロ・コージー」は、パッションフルーツベース

のジュースとパイナップルシャーベットを使用し、南国気分を楽しめるトロピカルな味わいに仕上げました。さらに、隠し味に加えた

“塩こうじ”の甘じょっぱさが、清涼感をプラスし日本の暑い夏にぴったりな見た目も鮮やかな一杯です。南国フルーツと日本食材

“塩こうじ”の組み合わせをお楽しみください。「ソライロ・コージー」は、「Jamba 南町田グランベリーパーク」と「Jamba 

MIYASHITA PARK」の 2 店舗で楽しめます。「Jamba MIYASHITA PARK」では、アメリカで人気の高い上位 6 種類を厳

選してお届けする予定です。 

 

日本初上陸のスムージー・ジュース専門店「Jamba」にご期待ください。 

 

 

2020 年 7 月 7 日（火） 

株式会社 ADASTRIA eat Creations 

報道関係各位 

＜プレスリリース＞ 

カリフォルニア発・全米で大人気！ 

スムージー・ジュース専門店「Jamba」 

2020 年 8 月 6 日(木)南町田グランベリーパークにオープン！ 
 

～11 種類のスムージーとボウルメニューも楽しめるお店が登場～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                

 

 

 

 

 

 

 

●スムージーメニュー（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本店舗で提供するメニューは、代表的で人気の高いスムージー11 種類、キッズスムージー1 種類、フレッシュジュース 4 種

のドリンクメニューに加え、新鮮な果物を使用したボウル 3 品、トッピングアレンジがお楽しみいただけるブースト 5 種を厳選

してお届けする予定です。“Jamba のある生活“を取り入れ、心躍るサマーシーズンをお楽しみださい。 

「  「ソライロ・コージー」(Sorairo Cozy)  

■価格:S \550/M \620/L \670（税抜） 
「居心地の良い」という意味をも持つ“COZY”と、隠し味の”塩こうじ”

をかけて名付けられた「ソライロ・コージー」。 

鮮やかな目を引くブルーは、“スーパーフードの王様”と言われる食品用天

然着色料「スピルリナ・ブルー」で色付けされたもの。パッションフルーツベ

ースのジュースと酸味豊かなパイナップルシャーベット、芳醇なフローズンバ

ナナを使用し、スッキリとした甘みを感じる夏の爽快スムージー。アクセント

として加えた“塩こうじ“の塩味がフルーツの甘味を引き立たせます。口いっ

ぱいに広がるトロピカルな風味と後味に残る“塩こうじ”の甘じょっぱさが 

癖になる一杯です。「ソライロ・コージー」は、1,000m²の広さを誇る芝生

ひろばが併設される「Jamba MIYASHITA PARK」でもお楽しみいただ

けます。 

 
「Jamba 南町田グランベリーパーク」展開メニュー 

「オレンジドリームマシン」 

(orange dream machine®) 

■価格:S \500/M \550/L \600（税抜）

豆乳のマイルドさとオレンジの酸味が絶

妙にマッチしたスムージー。フル―ティー

な香り高いオレンジと豆乳のまろやかな

味わいが口の中に広がる優しい一杯で

す。 

「アップルグリーンズ」 
(apple 'n greens™) 

■価格:S \550/M \620/L \670（税抜）

ビタミンが豊富なフルーツと野菜を一緒

に摂取できる万能スムージー。野菜不

足が気になる現代人に必要なビタミンや

ミネラルが摂取できる、体が喜ぶ一推し

メニューです。 

「アロハパイナップル」 

(aloha pineapple®) 

■価格:S \500/M \550/L \600（税抜）

パイナップルをベースに、ギリシャヨーグル

トとストロベリーの酸味がプラスされた程

良い後味が続くスムージー。甘さと酸味

のバランスが絶妙な暑い夏に飲みたい

おススメのドリンクです。 

 

●日本限定オリジナルスムージー「ソライロ・コージー」 

 



 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
「Jamba 南町田グランベリーパーク」展開メニュー 

「ピュアリーオレンジ」 

(purely orange™) 

■価格:S \550/M \620/L \670（税抜）

注文を受けてから目の前でスクイーズ

する新鮮なストレートオレンジジュー

ス。厳選されたオレンジのみを使用し、

まるでオレンジをそのまま食べているか

のような果実感をお楽しめます。 

 

 

「チャンキーストロベリー」 

(chunky strawberry™) 

■価格: \900（税抜） 

イチゴ、豆乳やギリシャヨーグルト入りの

スムージーの上に、イチゴやバナナがトッ

ピングされた、華やかなボウル。ホールフ

ルーツ、オーガニック・グラノーラを乗せた

ヘルシーで栄養素の高いボウルはプロ

テインとビタミン C がたっぷりです。 

「ストロベリーズゴーンバナナズ」 

(strawberries gone bananas™) 

■価格: \350（税抜） 

アップルジュースをベースにした、イチゴ

とバナナ入りのキッズスムージー。人工

甘味料や合成着色料不使用で、こだ

わりのフルーツを使用しているため、小

さなお子様にも安心して飲んでいただ

けます。 

 

●店舗イメージ 

▼内観 ▼外観 

●ボウル・フレッシュジュースメニュー（一部抜粋）、キッズスムージー 



●店舗概要 

【Jamba 南町田グランベリーパーク】 

・住 所：東京都町田市鶴間 3 丁目 南町田グランベリーパーク 

・営業時間：10:00～20:00 

        10:00～21:00（金～日・祝） 

・電話番号：042-850-7774 
 

【Jamba MIYASHITA PARK】※2020 年 8 月 4 日（火）オープン予定 

・住 所：東京都渋谷区神宮前 6 丁目 20 番 10 号 MIYASHITA PARK South 2F 

・営業時間：11:00～21:00 

・電話番号：03-6427-3133 

■Jamba 公式 HP：https://www.jamba.jp/  

■Instagram：@jambajapan (https://www.instagram.com/jambajapan/) 

■Twitter：＠jambajapan_ (https://twitter.com/jambajapan_) 
  

●コンセプト 

「Jamba」は、スムージーの先駆者として 1990 年に創業しました。30 年に渡り、健康で美味しい食材のみを使い、季

節に合わせたドリンクや、世界中で愛されるドリンクを創り上げています。「Jamba」のスムージーは、合成着色料、合成

香料、人工甘味料、果糖ブドウ糖液糖不使用で、自然なものにこだわって使用しています。日本では、「Jamba」のス

ムージーやジュース、ライトミールを通して、”Jamba のある生活”をテーマに、人々のライフスタイルに寄り添えるブランドと

して展開していきます。 
  

●“Jamba のある生活”とは？ 

「Jamba のある生活」とは、フローズンフルーツのスムージー、搾りたてのジュースや、スタッフの弾ける笑顔が織りなす事で

生まれる、ポジティブで、元気で、カラフルなライフスタイルの事です。 

Jamba は、元気が欲しい時、気分を切り替えたい時、家族と過ごす時、手軽にフルーツをとりたい時など、様々な生活

にフィットするブランドを目指していきます。 
  

●Jamba について 

「Jamba」とは、1990 年にカリフォルニアで誕生し、世界中に 870 店舗以上を展開しているスムージー・ジュース専門店

です。カリフォルニアやハワイなど全米に店舗を持ち、アメリカではナンバーワン※1 のスムージー・ジュース専門店として人気

を博しています。その勢いはアメリカ国内にとどまらず、2010 年に初めての海外店舗として、韓国 1 号店をオープン。その

後フィリピン、台湾、タイ、インドネシアにも展開し、多くの人々に親しまれています。 

※1：アメリカにおけるスムージー・ジュース専門店内での店舗数が No.1（2020 年 2 月時点） 
 
 

●会社概要 

・社 名：株式会社 ADASTRIA eat Creations 

・所 在 地：〒107-0062 東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号 新青山ビル西館 19 階 

・資 本 金：1,000 万円 

・代 表 者：代表取締役 木村治 

・設 立 日：2017 年 10 月 31 日 

・事業内容：フードサービス事業の経営および開発  

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】 

Jamba PR 事務局（サニーサイドアップ．内） 

担当：佐藤叶佳（080-4904-3107）、鈴江、髙澤 

TEL：03-6894-3251 FAX：03-5413-3050 Email：jamba_pr@ssu.co.jp 

https://www.jamba.jp/
https://www.instagram.com/jambajapan/?hl=ja

