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『おひつごはん四六時中』で夏の新感覚ドリンク体験！
“つるん”と食感「水わらびもちドリンク」登場のお知らせ

株式会社イオンイーハート

株式会社イオンイーハート（本社所在地:千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長:奥野善德）は、
全国のレストラン『おひつごはん四六時中』にて、タピオカブームに代わる新感覚の「水わらびもち」ドリンク
を6月23日(水)から期間限定で販売いたしますのでお知らせします。

【問い合わせ先】
株式会社イオンイーハート 経営企画部 秘書広報グループ 中塚（なかつか） 電話：043-212-6419

今年の夏は、お客さまに「新しい体験とおいしさを味わっていただく」ことをテーマに、「水わらびもち」を使用した
新感覚の和風ドリンクを全国のレストラン『おひつごはん四六時中』にて期間限定で販売いたします。
今回新登場の「水わらびもちドリンク」は、ぷるんとした透き通った球体フォルムで食感は“つるっ”と、のどごし爽やかな
暑い夏にぴったりの水わらびもちに、宇治茶衹園 利のほうじ茶や抹茶をぜいたくに使用し「和」テイストに仕上げた
ドリンクです。ストローでわらびもちを崩しながら召し上がっていただくと、タピオカとは真逆のほどよい甘さと、つるっと
した食感で、一度飲んだら忘れられない新感覚ドリンクです。 店内でのご利用はもちろん、全商品テイクアウトが
可能で、お買い物の際にお立ち寄りいただき、お手軽にご利用いただけます。
イオンイーハートは、「あ！おいしい瞬間」を大切するという理念のもと、お客さまとともに感染対策に取り組みながら、
これからも季節を合わせて、楽しんでいただける体験とおいしさを味わっていただける商品を提供してまいります。

■開催店舗 全国の『おひつごはん四六時中』『おひつごはん海の穂まれ』（レストラン78店舗）
■実施期間 6月23日（水）～8月31日（火）

■つるんと新体験「水わらびもち」ドリンクメニュー紹介

※全商品お持ち帰りいただけます。
※実施店舗については当社公式ホームページにてご確認いただけます。

・わらびもち ほうじ茶 税込 480円

・わらびもち ほうじ茶オレ 税込 480円

・わらびもち 黒蜜オレ 税込 480円

・わらびもち 抹茶 税込 580円

・わらびもち 抹茶オレ 税込 580円



「おひつごはん四六時中」で夏の新感覚ドリンク体験！「水わらびもちドリンク」販売店舗
■レストラン店舗

秋田県 ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田店 おひつごはん四六時中 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田1階
福島県 ｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜店 おひつごはん四六時中 福島県いわき市小名浜字辰巳町79ｲｵﾝﾓｰﾙ小名浜店4階
茨城県 ｲｵﾝﾓｰﾙ下妻店 おひつごはん四六時中 茨城県下妻市堀篭972-1ｲｵﾝﾓｰﾙ下妻1階
茨城県 ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原店 おひつごはん四六時中 茨城県水戸市内原2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原1階
栃木県 宇都宮ﾍﾞﾙﾓｰﾙ店 おひつごはん四六時中 栃木県宇都宮市陽東6-2-1宇都宮ﾍﾞﾙﾓｰﾙ2階
栃木県 ｲｵﾝﾓｰﾙ佐野新都市店 おひつごはん四六時中 栃木県佐野市高萩町1324-1ｲｵﾝﾓｰﾙ佐野新都市1階
群馬県 高崎ｵｰﾊﾟ店 おひつごはん四六時中 群馬県高崎市八島町46-1高崎ｵｰﾊﾟ 7階
群馬県 ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎店 おひつごはん四六時中 群馬県高崎市棟高町1400 ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎1階
群馬県 けやきｳｫｰｸ前橋店 SHIROKU 群馬県前橋市文京町2-1-1けやきｳｫｰｸ前橋1階
群馬県 ｽﾏｰｸ伊勢崎店 おひつごはん四六時中 群馬県伊勢崎市西小保方町368 ｽﾏｰｸ伊勢崎1階
埼玉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川店 おひつごはん四六時中 埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川1階
埼玉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田店 おひつごはん四六時中 埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田1階
埼玉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園店 おひつごはん四六時中 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園 1階
埼玉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ与野店 おひつごはん四六時中 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝﾓｰﾙ与野3階
埼玉県 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ越谷店 おひつごはん四六時中 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3-1-1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori 1階(B街区1301-1区画)
埼玉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生店 おひつごはん四六時中 埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生1階
千葉県 おおたかの森店 おひつごはん四六時中 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森SC(本館) 3階
千葉県 東京ﾍﾞｲららぽｰと店 おひつごはん四六時中 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽｰと東京ﾍﾞｲ北3番街ﾊｰﾊﾞｰｸﾞﾘﾙ1階
千葉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼店 おひつごはん四六時中 千葉県習志野市津田沼1-23-1ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼3階
千葉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑が丘店 おひつごはん四六時中 千葉県八千代市緑が丘2-1-3ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑が丘2階
千葉県 柏髙島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ店 おひつごはん四六時中 千葉県柏市末広町1-1柏髙島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ新館専門店10階
千葉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ成田店 おひつごはん四六時中 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田1階
千葉県 ﾕﾆﾓちはら台店 おひつごはん四六時中 千葉県市原市ちはら台西3-4ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ ﾕﾆﾓちはら台1階
東京都 ｵﾘﾅｽ錦糸町店 おひつごはん四六時中 東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ4階
東京都 ｲｵﾝ板橋店 おひつごはん四六時中 東京都板橋区徳丸2-6-1ｲｵﾝ板橋SC5階
東京都 田無ｱｽﾀ店 おひつごはん四六時中 東京都西東京市田無町2-1-1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞASTA(ｱｽﾀ) 3階
東京都 ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店 おひつごはん四六時中 東京都西多摩郡日の出町平井三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出1階
東京都 ｲｵﾝﾓｰﾙ東久留米店 おひつごはん四六時中 東京都東久留米市南沢5-17-62ｲｵﾝﾓｰﾙ東久留米1階

神奈川県 ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ溝口店 おひつごはん四六時中 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ溝口10階
神奈川県 戸塚ﾓﾃﾞｨ店 おひつごはん四六時中 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10戸塚ﾓﾃﾞｨ7階
神奈川県 ｲｵﾝﾓｰﾙ座間店 海の穂まれ 神奈川県座間市広野台2丁目10-4ｲｵﾝﾓｰﾙ座間店2階
神奈川県 ｽﾃｰｼｮﾝｽｸｳｪｱ相模大野店 おひつごはん四六時中 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1小田急相模大野ｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱA館8階
新潟県 ｱﾋﾟﾀ長岡店 おひつごはん四六時中 新潟県長岡市千秋2-278ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋1階
新潟県 ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南店 おひつごはん四六時中 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南1階
富山県 富山駅店 おひつごはん四六時中 富山県富山市明倫町1-90とやﾏﾙｼｪのれん横丁内
富山県 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡店 おひつごはん四六時中 富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡1階
富山県 ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ店 おひつごはん四六時中 富山県砺波市中神1-174ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ1階
富山県 富山ﾌｧﾎﾞｰﾚ店 おひつごはん四六時中 富山県富山市婦中町下轡田165-1富山ﾌｧﾎﾞｰﾚ1階
石川県 金沢ﾌｫｰﾗｽ店 SHIROKU 石川県金沢市堀川新町3-1金沢ﾌｫｰﾗｽ6階
石川県 ｲｵﾝﾓｰﾙかほく店 おひつごはん四六時中 石川県かほく市内日角 ﾀ 25ｲｵﾝﾓｰﾙかほく1階
岐阜県 ﾓﾚﾗ岐阜店 おひつごはん四六時中 岐阜県本巣市三橋1100ﾓﾚﾗ岐阜1階
岐阜県 ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜店 おひつごはん四六時中 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜店2階
岐阜県 ﾏｰｻ21岐阜店 おひつごはん四六時中 岐阜県岐阜市正木中1-2-1ﾏｰｻ21SC 3階
岐阜県 ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店 おひつごはん四六時中 岐阜県各務原市那加萱場町3-8ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原1階
静岡県 ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川店 おひつごはん四六時中 静岡県駿東郡清水町伏見52-1ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川ｵｱｼｽ2階
静岡県 ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂店 おひつごはん四六時中 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂1階
静岡県 ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店 おひつごはん四六時中 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野1階
愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田店 おひつごはん四六時中 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田4階
愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋店 おひつごはん四六時中 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋3階
愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ大高店 おひつごはん四六時中 愛知県名古屋市緑区南大高2-450ｲｵﾝﾓｰﾙ大高1階
愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店 おひつごはん四六時中 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前 1階
愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦店 おひつごはん四六時中 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦1階
愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店 おひつごはん四六時中 愛知県常滑市りんくう町2-20-3ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑1階
愛知県 ｴｱﾎﾟｰﾄｳｫｰｸ名古屋店 おひつごはん四六時中 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先1-8ｴｱﾎﾟｰﾄｳｫｰｸ名古屋4階
愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手店 おひつごはん四六時中 愛知県長久手市長久手中央 土地区画整理事業地内5･10･11街区ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手4階
三重県 ｲｵﾝﾓｰﾙ東員店 おひつごはん四六時中 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1ｲｵﾝﾓｰﾙ東員1階
滋賀県 ｴｲｽｸｴｱ草津店 おひつごはん四六時中 滋賀県草津市西渋川1-23-1ｴｲｽｸｴｱｾﾝﾀｰﾌｰﾄﾞヴｨﾚｯｼﾞ1階
京都府 京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ店 おひつごはん四六時中 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼﾋﾞﾙ6階
京都府 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店 海の穂まれ 京都府京都市南区久世高田町376-1ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川2階
京都府 ｲｵﾝﾓｰﾙ久御山店 おひつごはん四六時中 京都府久世郡久御山町森南大内156-1ｲｵﾝﾓｰﾙ久御山店1階
京都府 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条店 おひつごはん四六時中 京都府京都市右京区西院追分町25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条3階
京都府 ｲｵﾝﾓｰﾙ高の原店 おひつごはん四六時中 京都府木津川市相楽台1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高の原2階
大阪府 LINKS UMEDA店 おひつごはん四六時中 大阪府大阪市北区大深町1-1ﾖﾄﾞﾊﾞｼ梅田ﾀﾜｰ既存棟8階
大阪府 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見店 おひつごはん四六時中 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4階
大阪府 天王寺ﾐｵ店 おひつごはん四六時中 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48天王寺ﾐｵﾌﾟﾗｻﾞ館4階
大阪府 ｲｵﾝﾓｰﾙ茨木店 おひつごはん四六時中 大阪府茨木市松ヶ本町8-30ｲｵﾝﾓｰﾙ茨木4階
大阪府 ｲｵﾝﾓｰﾙ大日店 おひつごはん四六時中 大阪府守口市大日東町1-18西棟ｲｵﾝﾓｰﾙ大日4階
大阪府 ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷店 おひつごはん海の穂まれ 大阪府四條畷市砂四丁目3-2ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷2階
大阪府 ｲｵﾝﾓｰﾙ泉南店 おひつごはん四六時中 大阪府泉南市りんくう南浜3-12ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南1階
大阪府 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町店 おひつごはん海の穂まれ 大阪府堺市堺区鉄砲町1ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町1階
兵庫県 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路大津店 おひつごはん四六時中 兵庫県姫路市大津区大津町2-5ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路大津1階
兵庫県 ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条店 おひつごはん四六時中 兵庫県加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条1階
岡山県 ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷店 おひつごはん四六時中 岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷1階
広島県 さんすて福山店 おひつごはん四六時中 広島県福山市三之丸町30-1さんすて福山1階
徳島県 ｲｵﾝﾓｰﾙ徳島店 おひつごはん海の穂まれ 徳島県徳島市南末広町4-1ｲｵﾝﾓｰﾙ徳島4階
香川県 ｲｵﾝﾓｰﾙ綾川店 おひつごはん四六時中 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1ｲｵﾝﾓｰﾙ綾川1階
香川県 ｲｵﾝﾓｰﾙ高松店 おひつごはん四六時中 香川県高松市香西本町1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高松1階
愛媛県 ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店 おひつごはん四六時中 愛媛県今治市にぎわい広場1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市1階

県名 店名 住所
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