報道関係各位
2021 年４月 2７日
株式会社ダスキン

初夏にぴったりなさわやかな辛さのパイと、ひんやりスイーツが登場！
“エビ“や“マンゴー“を表現したフェイスマークが特徴！
人気のパイ 2 種とひんやりなめらかなフローズン 3 種
４月２９日（木・祝）、５月１日（土）から数量・期間限定で販売
株式会社ダスキン(本社:大阪府吹田市、社長:山村 輝治)が運営するパイとコーヒーを主力 とする、
オーストラリア発祥のパイ専門店「パイフェイス」は、“Happy Sunny Pie face”をテーマに、4 月 29 日
（木・祝）からドリンク 3 種、５月 1 日（土）からパイ２種を数量・期間限定で販売します。
新商品のドリンクは、「フローズン マンゴー」、「フローズン 桃とカシス」、「フローズンスムージー マンゴースピナッ
チヨーグルト」の 3 種です。パイは、「ケイジャンマヨシュリンプ」と「アップルマンゴークリームチーズ」の 2 種類です。
「ケイジャンマヨシュリンプ」は、エビとブロッコリーをケイジャンスパイスの効いたマヨソースで仕上げ、エビの食感と
ケイジャンスパイスの酸味のあるさわやかな辛さを味わえる一品です。
「アップルマンゴークリームチーズ」は、食感も楽しめるように、ごろっと大きめにカットしたアップルマンゴーとコクのあ
るクリームチーズを組み合わせたパイです。酸味と甘みのバランスのよいさわやかなスイーツパイとなっています。
ゴールデンウイークなど、おうちで過ごす時間が増えるこの時期に、テイクアウトやデリバリーでパイフェイスのパイ
をお試しください。（デリバリーは浅草 ROX・３G ショップのみ）
【新商品（パイ）】

「ケイジャンマヨシュリンプ」

「アップルマンゴークリームチーズ」

【期間限定セット】
テイクアウトにおすすめな、新商品のパイ 2 種とお好きなセイボリーパイ 1 種が選べるセットをご用意しました。
パイ 3 個ボックスでのご提供です。
「Happy Sunny Pie face set」
本体価格 1,000 円（税抜） テイクアウト 1,080 円（税込） イートイン 1,100 円（税込）
・「ケイジャンマヨシュリンプ」または「ベーコンとグリル野菜のジェノベーゼ（4 月販売）」 ×1 個
・「アップルマンゴークリームチーズ」または「抹茶フロマージュ（4 月販売）」

×1 個

・お好きなセイボリーパイ

×１個

※セットは時間帯により品切れの場合があります
※期間限定商品の在庫がなくなり次第、販売を終了いたします
※商品詳細、セイボリーパイのあたため方は次ページ以降をご確認ください

【本件に関するメディアからのお問い合わせ先】
株式会社ダスキン 広報部 担当：露木・長崎
商 品 TEL：06-6821-5006
概 要
FAX：06-6821-5357
E-mail：Koho2@mail.duskin.co.jp
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●セイボリー(総菜)パイ
パイのサイズは、直径約 10 ㎝です。
食事やおやつなど、さまざまなシーンでお召し上がりください。
販売開始日：2021 年 5 月 1 日（土）
「ケイジャンマヨシュリンプ」 ※日本オリジナルメニュー
本体価格

390 円（税抜）

テイクアウト 421 円（税込）
イートイン

429 円（税込）
ブロッコリーとエビをケイジャンスパイスの効いた
コクのあるマヨソースで仕上げました。
酸味のあるさわやかな辛さが特徴です。
パイの顔は“エビ”を表現しています。

●スイーツパイ
パイのサイズは、セイボリー（総菜）パイより少し小さい直径約９㎝です。
軽食やカフェタイムのデザートとしてもお楽しみいただけます。
販売開始日：2021 年 5 月 1 日（土）
「アップルマンゴークリームチーズ」 ※日本オリジナルメニュー
本体価格

320 円（税抜）

テイクアウト 345 円（税込）
イートイン

352 円（税込）
ごろっと大きめにカットしたアップルマンゴーとコクの
あるクリームチーズのおいしい組み合わせ。酸味と
甘みのバランスが良いさわやかな味わいです。
パイの顔は“マンゴー”を表現しています。
冷蔵庫で冷やすのがおすすめです。

【パイのあたため方（セイボリーパイ）】
1.電子レンジ（500W）で 20～30 秒チン！

2.オーブントースターで 2～3 分ピピピ！

あたため過ぎるとパイの生地の

サクサク感がアップします。

サクサク感がなくなってしまいます。

焦げないようによく見ておきましょう。

※あたためる際はパイのスリーブをはずしてください。
※トースターの性能によっては、上記時間加熱すると表面が焦げてしまう場合があります。
焼き過ぎてしまうとパイが真っ黒になり、“フェイス”が見えなくなってしまうのでご注意ください。
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●ドリンク
ひんやりなめらかなフローズンが 3 種類登場！
フローズンはフルーツと氷のさわやかさが楽しめるドリンクです。
フローズンスムージーはフルーツと氷、ヨーグルトのさわやかさが楽しめるドリンクです。
その日の気分に合わせてお選びください。
販売店舗：舞浜 イクスピアリショップ/浅草 ROX・３G ショップ
販売開始日：4 月 29 日（木・祝）
「フローズン マンゴー」
本体価格

400 円（税抜）

テイクアウト 432 円（税込）
イートイン

440 円（税込）

マンゴーピューレを使ったフローズンドリンクに、アップルマンゴーの果肉
を加えた濃厚フローズンです。
パイとのペアリングは「ケイジャンマヨシュリンプパイ」がおすすめです。
ケイジャンマヨシュリンプのスパイシーな味付けと、さわやかなマンゴー
の甘さがぴったりです。

「フローズン 桃とカシス」
本体価格

400 円（税抜）

テイクアウト 432 円（税込）
イートイン

440 円（税込）

ももの甘みとカシスの酸味がほど良く、夏にピッタリのさっぱりとした
フローズンです。
パイとのペアリングは「カスタードパイ」がおすすめです。
濃厚なカスタードパイと甘酸っぱい桃とカシスは相性抜群です。
ぜひ食後のスイーツとしてお楽しみください。

「フローズンスムージー マンゴースピナッチヨーグルト」
本体価格

420 円（税抜）

テイクアウト 453 円（税込）
イートイン

462 円（税込）

アップルマンゴーとほうれん草、ヨーグルトをミックスし、
グリーンスムージー風に仕上げました。マンゴーの味わいが広がる、
さわやかなスムージーです。
パイとのペアリングは「チキンマッシュルームパイ」がおすすめです。
濃厚なクリームベースのパイに、マンゴーとほうれん草ですっきりとした
味わいでお召し上がりいただけます。
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この他にも、セイボリー（総菜）パイやスイーツパイそれぞれに合うようにローストしたコーヒー豆を使用
した、オリジナルローストコーヒーと、ココアパウダーでフェイスマークを描いたカフェラテも販売中です。
フェイスマークは 3 種類あり、どの表情に出会えるかはお楽しみ。舞浜 イクスピアリショップ、浅草 ROX・
３G ショップにお越しの際はぜひお試しください。

【店舗一覧】（2021 年 3 月末現在）
■舞浜 イクスピアリショップ

〒279-0031 千葉県浦安市舞浜 1-4 イクスピアリ 1 階

■JR 京都駅ビルショップ

〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 901
JR 京都駅ビル 2 階

■ららぽーと富士見ショップ

〒354-8560 埼玉県富士見市山室 1-1313
三井ショッピングパーク ららぽーと富士見内１階

■浅草 ROX・３G ショップ

〒111-0032 東京都台東区浅草 1-26-5 浅草 ROX・３G １階

※店舗により取扱商品が異なります
※ららぽーと富士見ショップは 2021 年 5 月 26 日（水）までの期間限定店舗です
※浅草 ROX・３G ショップではデリバリーサービス（Uber Eats・出前館）からのご注文が可能です
パイと相性の良いスープ 3 種「ソーセージのポトフ」、「ミネストローネ」、「ニューイングランドクラムチャウダー」もご用意しています

＜パイフェイス 店舗情報＞ https://www.duskin.co.jp/service/pieface/
＜パイフェイス 公式インスタグラム＞ アカウント piefacejp
＜パイフェイス 公式フェイスブック＞ https://facebook.com/piefacejp/
新商品情報や季節・イベントに合わせた投稿を随時更新中！
＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞
株式会社ダスキン フードグループ お客さまセンター

TEL：0120-112-020

※受付時間 9：00～17：00（日曜は除く）
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