
報道関係各位                                       ２０１９年９月９日 

株式会社セントラルフーズ 

 

株式会社セントラルフーズ（以下、セントラルフーズ）は、2019 年 11 月１日（金）、「渋谷スクランブルスクエア」の B2

階「TOKYU Foodshow EDGE」内に、今までにない新感覚のメンチカツ専門店「渋谷カツ Ｑメンチ」をオープンいたします。 

 

「渋谷カツ Ｑメンチ」は「精肉あづま」を生んだセントラルフーズ（1957年〜）が手がけ 

る新感覚のメンチカツ専門店。創業から６０余年、精肉・加工に携わってきた、「肉のスペ 

シャリスト」だからこそつくれる、「肉」「玉ねぎ」「パン粉」「肉汁の旨さ」の黄金比率に 

徹底してこだわった、ジューシーで旨味たっぷり、冷めても美味しいメンチカツをご提供 

いたします。そのラインナップはブランド豚・高座豚を使った「王道メンチ」（写真上中央）、 

フィンガーフードとして楽しめる「Ｑメンチ」（写真上左）、フォアグラやチーズ、ブイヤベースを取り入れたプレミアム

な「グルメメンチ」（写真上右）など、今までのメンチカツのイメージを変えるものばかり。新たな渋谷の街が生まれるの

を機に初業態店として誕生します。 

 

「渋谷カツ Ｑメンチ」はこれまでのメンチカツ＝おかずという概念から、新しいジャンルとして、前菜や、パーティーフ

ード、ギフトに使える体験を提案。職人が徹底的に「旨い数字」にこだわった、今までにない、極旨肉汁の「メンチ体験」

が待っています。ぜひ、渋谷が生まれ変わるこの機会に、御メディアでご紹介いただけると幸いです。 

 

オープニング限定商品として、１日２０本の限定の「３Ｑスティック（サンキ

ュースティック）」（税込 450円）を販売いたします。王道、Ｑ、グルメ（フォ

アグラ＆トリュフ）の３つの味が一度に楽しめる、オープン時だけの企画商品

です。 

 

 

 「３Ｑスティック（サンキュースティック）」（税込 450円） 

［店舗情報］ 

「渋谷カツ Ｑメンチ」 

東京都渋谷区渋谷２丁目２４番１２号 渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン B2階「 TOKYU Foodshow EDGE」内   

営業時間／10:00〜21:00 休／不定休（施設に準ずる） 

※取材・撮影は随時行っております。商品・店舗のお写真もご用意しておりますので、ご入用の際はお申し付けください。 

 

取材・掲載に関するお問い合わせ先 

株式会社セントラルフーズ コーポレート推進部 広報 電話：０３−５７４５−６８０４ 

フーディーズが選びたくなる 今までになかった こだわりの“メンチカツ” 

「渋谷カツ Q メンチ」が 

「渋谷スクランブルスクエア B2階  TOKYU Foodshow EDGE」内に 11月 1日（金）OPEN！ 

 

 

 



創業半世紀 確かな目利きの“肉のスペシャリスト”が提案する 

 

 

～肉、玉ねぎ、パン粉の黄金比率にこだわった旨味たっぷりの

『王道カツ』をベースに、 

見た目も新しい『遊び心』と『上質感』をプラスした、新たなスタイ

ル提案をする新感覚のメンチカツ専門店～ 

 

【別 紙】 

 

■ 会社概要 

会  社  名 ： 株式会社セントラルフーズ 

設     立 ： １９９４年５月（創立１９５７年１１月） 

代  表  者 ： 代表取締役社長 土田 視朗 

所  在  地 ： （本社）東京都品川区西五反田２－１５－７ 

事 業  内 容  ： 食肉の加工・販売、および惣菜の製造・販売 

 

 

○ 「渋谷カツ Ｑメンチ」 

 ・店舗業態： 

「渋谷カツ Ｑメンチ」は、「精肉あづま」を生んだ当社が手がける新感覚のメンチカツ専門店。創業から６０余年、

精肉・加工にこだわった、「肉のスペシャリスト」だからこそつくることができるジューシーで旨味たっぷり、冷め

ても美味しいメンチカツを提供する新業態です。 

 

・ブランドコンセプト： 

 

 

 

 

 

・ＭＤ方針： 

「渋谷カツ Ｑメンチ」は、単なるおかず惣菜ではなく、「肉本来の旨味」「メンチカツのある時間の提案」といっ

た付加価値を提供します。「揚物＝日常のおかず」というイメージではなく、新しいジャンルとして、前菜やパーテ

ィーフード、ギフトに使える「体験」を提案。肉のスペシャリストたちが徹底的に「旨い」にこだわった今までにな

い、極旨肉汁の「メンチ体験」を提供します。 

 

 

  ・店舗概要 

   開    業 ： ２０１９年 １１月１日（金） 

   店舗名称 ： 「渋谷カツ Ｑメンチ」 

   場    所 ： 東京都渋谷区渋谷２丁目２４番１２号 渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン B2階 

          「TOKYU Foodshow EDGE」内 

   展開商品 ： 惣菜（揚物） 

   売場面積 ： 約２坪 

   営業時間 ： １０時〜２１時 

  

新感覚のメンチカツ専門店 



◼ 成熟した日本の揚げ物業界に新たな風を吹かせたい！ 

 

〜Style と Storyのある新感覚メンチカツ 〜 

半世紀にわたって確かな目利きで信頼される肉のスペシャリストが提案するメンチカツ専門店。肉、玉ねぎ、パン粉の黄

金比率にこだわる旨味たっぷりな王道シリーズに加え、見た目も食べ方も新しい「遊び心」と「上質感」をプラスしたメ

ンチカツも提供。肉の旨さの黄金比率にこだわり抜いた王道カツ、食べ方のスタイルを提案するＱメンチ、そしてメンチ

業界へ新しい提案をすべく、贅沢食材を使ってシェフが開発監修した上質なグルメメンチ。今までにない“メンチ体験”

が待っています。 

 

◼ 「渋谷カツ Ｑメンチ」シリーズの美味しさ 

 

【王道カツ】 ： これぞ「カツ」！という肉のスペシャリストがこだわり抜いた真っ直ぐに美味いカツ。 

自社ブランドが誇る高座豚を使用し、その繊細で柔らかな食感と旨味を引き出すための、肉の厚み、重さ、挽き目、衣の

黄金比率にこだわり抜いた、旨味たっぷりのカツ。「金のメンチ」は高座豚１００％でそのひき肉の旨味を存分に堪能し

ていただけます。王道シリーズは美味さの「数字」にこだわり、商品ネーミングにもその数字が採用されています。サク

サク、ジュワッ、のカツの本当＝王道の美味しさを楽しんでいただけます。 

 

【Ｑメンチ】 ： メンチカツに「遊び心」＝もっと食べる楽しさを。 

「Ｑpop」「Ｑstick」メンチはメンチカツをポップでハンディーに楽しんでもらえるフォルムに仕上げました。食べ歩き

やスナッキング、おつまみにぴったり！ざっくり盛り合わせてパーティーにも大活躍。３種のディップソース（別売）を

つけて美味しさのバリエーションも楽しめます。「サクとろ」シリーズは、みんな大好きカレーとチーズの２種を展開。

「食べるスタイル」を提案する「楽しい」メンチです。 

 

【グルメメンチ】 ： メンチ業界へ新しい風！！メンチの概念を超えた、前菜になるメンチ。 

フランス料理シェフが開発監修。３種類のメニューはフォアグラ、チーズ、ブイヤベースなど、それぞれにプレミアムな

素材と味の組み合わせ。フォトジェニックなキューブ型（約３㎝角）ワインにも合う、前菜にもなる、贅沢をぎゅっと、

とじ込めた今までになかった一品です。メンチの概念を変える味わいと形はテーブルスタイリングをぐっと印象的にして

くれます。手土産用にスペシャルギフトボックスもご用意しています。 

 

 

◼ 店舗デザイン 

新しいのにどこか懐かしい。 

美味しさを生み出すキッチンの素材要素を取り入れなが

ら、モダンな印象に仕上げています。腰壁のモルタルを基

軸に、揚げ物の銅鍋の印象をポイントで使用。メンチが盛

られる器は銅器作家による完全オリジナル。王道の美味し

さを新しいスタイルで提案する「渋谷カツ Ｑメンチ」な

らではの、遊び心と上質感、そして「本物」にこだわり抜

く姿勢をデザインにも取り入れています。 

 

 

 

＜店舗イメージパース＞ 

 



 

 

 

　高座豚ならではのひき肉の旨味と味わいを堪能する黄金比率。

　豚肉挽き目８mm ：玉ねぎ１０mm角のベストコンビネーション　　　　　　　　　

259円
（うち消費税 19円）

　高座豚の繊細な肉の旨味と甘み。

　その美味しさを最大限に引き出す、

　こだわりの肉厚 18mm　　　　　　

778円
（うち消費税 58円）

　生肉を０℃〜氷結点までの温度帯で氷温熟成。 　　　　　　

　しっとり感と滑らかさが贅沢な旨味凝縮 15mm厚の

　熟成ロース　　　　　　　　　　　　

842円
（うち消費税 62円）

　高座豚のヒレ肉の柔らかさと旨味を存分に味わえる　　

　最適なボリューム５０gの一口ヒレカツ　

　　　　　　　　　　　　 216円
（うち消費税 16円）

　和牛と高座豚の合挽き肉はコクが決め

手。 豚ひき肉 5mm:牛ひき肉３mm ： 玉ね

ぎ５mmの絶妙な味わい　　　

302円
（うち消費税 22円）

王道カツ

商品一覧

金のメンチ 810

極ロースカツ 18 氷熟ロースカツ 15 一口ヒレカツ 50

銀のメンチ 535

259円（税込） 302円（税込） 

778円（税込） 842円（税込） 216円（税込） 

※表示価格はテイクアウトの価格です。 

館内飲食の場合、税率が異なりますので、別価格となります。 



 

 

 

極ウマメンチはドライトマトとハーブのアクセント。

チーズがとろけるサクとろ。 メンチ　　　

　　　　　　346円 （うち消費税 26円）

スナック感覚のポップなメンチは

軽い食感にしっかりと旨味を凝縮。

おやつやおつまみ、 パーティーに

ぴったり　　　　　　 　　　　　　 97円

（うち消費税 7円 )

Q pop メンチに痺れる辛さをプラス。

花椒が香る辛ウマのやみつきポップ

メンチ　　　　　　　

151円
（うち消費税 11円）

食べ歩きにぴったりの Q メンチ。 かぶりつく楽しさと溢れ出

す肉と肉汁の旨味を楽しんで

　　　　

　　　281円
（うち消費税 21円）

スパイスが決め手のオリジナルカレーをたっぷり詰めて、

ひき肉の旨味とベストマッチのサクとろ。 メンチ　　　　　

346円 （うち消費税 26円）

Q メンチ

グルメメンチ

サクとろ Qチーズメンチ

Qpop メンチ Qpop メンチ　スパイシー Qstick メンチ

サクとろ Q カレーメンチ

フォアグラ＆トリュフメンチ

贅沢に角切りしたフォアグラを包んだ、 トリュフ香

る、 上質感あふれるグルメメンチ。

216円 （うち消費税 16円）

グリュイエール＆エメンタールチーズメンチ

プレミアムなチーズを白ワインと合わせてチーズ

フォンデュをイメージした、 杏の酸味のアクセント

が楽しいグルメメンチ

216円 （うち消費税 16円）

クリュスタッセ＆ブイヤベースメンチ

　エビやカニの旨味を凝縮したソースと魚介を贅

沢につかった、 ブイヤベースのような

グルメメンチ　

216円 （うち消費税 16円）

　　　

216円（税込） 

216円（税込） 

216円（税込） 

97 円（税込） 151円（税込） 281円（税込） 

346円（税込） 346円（税込）  

※表示価格はテイクアウトの価格です。 

館内飲食の場合、税率が異なりますので、別価格となります。 


