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株式会社トランク

「トランクデリバリー」父の日キャンペーン開催！
～ワインと洋食、食品のデリバリー専門店～
沖縄県内で、レストラン運営（「ワイン食堂トランク（※1）」「Casa Trunq
（※2）」「檸檬とスパイス」（※3））、菓子製造販売（「PUZO CHEESECAKE
CELLER（※4）」「Sugar 沖縄焼菓子研究所（※5）」、e コマース事業を展開
する、株式会社トランク（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：野間 謙策）
は、2020 年 6 月 15 日（月）より、ワインと洋食、食品の配達サービス「Trunq
Delivery（トランク デリバリー）」にて、『父の日キャンペーン』を開催いた
します。
「Trunq Delivery（トランク デリ
バリー）」は、ワインと洋食、食品の
デリバリー専門店。株式会社トランク
のクオリティコンセプト『＆Life
Okinawa（※6）』の元、手に入る素
材は、出来る限り無農薬や有機栽培な
どのカラダに優しいものをチョイス
した、オンラインサービス
（https://trunq-deli.com/）です。
ワイン、洋食、スイーツの宅配を ス
マートフォン、パソコンからご注文いただけます。
弊社が運営するレストランの客席合計数は、100 席弱。食に対するニーズが
多様化、人々のライフスタイルも急変する中、
『今日のごはんをもっと楽しく！』
をテーマに、店内イートインのみならず、間口を一気に拡大し、那覇・浦添の
約 15 万世帯のご自宅向けに宅配サービスを行っています。
今週末、6 月 21 日（日）は、父の日。
お家でもレストランの味を楽しんでい
ただきたいという想いの元、6 月 15 日
（月）～6 月 21 日（日）まで、『父の
日キャンペーン』を開催いたします。
「ワイン食堂トランク」の人気商品を
盛り込んだレストランオードブル『プチ
贅沢オードブル』をはじめ、
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スルメイカのセモリナフリッ
ト、PUZO のプレミアムチーズ
ケーキ、ソムリエおススメのス
パークリングワイン、「お父さ
んいつもありがとう！」のメッ
セージカードがセットになっ
た、おトクな『父の日セット』
が、￥6,900（税込み）。単品
でお求めいただくより 5％以上、
おトクに！
さらに、嬉しい飲みきりサイズ、ハーフボ
トルのシャンパーン『コルドン・ブルー・ブ
リュット / ドゥ・ヴノージュ』が、￥3,700
→￥1,980（税込み）。「Sugar 沖縄焼菓子
研究所」の『パウンドケーキ（ショコラ＆泡
盛/きび糖キャラメル）』が、￥324→￥190
（税込み）など、期間中、父の日限定のおト
クなラインナップが満載です。
売り切れごめん、その日の一押しのワイ
ン・料理が、0 円になる「今日はこれ！コレ
クション」もお見逃しなく。
配達料金は、一律で 300 円。商品代金
3,000 円（税込み）以上で、那覇市内全
域、浦添市（内間/勢理客/宮城/仲西）に
デリバリー。商品代金：8,000 円（税込
み）以上の場合は、配送料は無料でお届
けいたします。
ちょっと素敵な時間をお届け。私たち
「Trunq Delivery（トランクデリバリー）」
が、提供するのは、美味しいものと、大
切な人との時間。お父さんに、日ごろの感謝を込めて。今年の父の日は、
「Trunq
Delivery（トランク デリバリー）」の『父の日セット』をどうぞ。私たちが、
いつもと違う食卓のコーディネートをお手伝いします。
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■父の日キャンペーン期間
2020 年 6 月 15 日（月）～6 月 21 日（日）まで
■「父の日セット」￥6,900（税込み）
・プチ贅沢オードブル（3～4 人前/直径 31cm）※
・スルメイカのセモリナフリット
・PUZO プレミアムチーズケーキ（12 ㎝ホール）
・スパークリングワイン（ソムリエおすすめ）
・「お父さんいつもありがとう！」のメッセージカード付
※『プチ贅沢オードブル』の内訳
・俺たちのイタリアンハンバーグ
・俺たちのバーニャカウダ
・サラミ、モルタデッラ
・厚切り豚バラ肉のハーブロースト
・ラザニア
・フリッタータ
・ゼッポリーニ
・オリーブフリット
・エビとズッキーニのグリーンゴッテス
・じゃがいもを練り込んだフォカッチャ
※内容は食材の仕入れ状況で変更します

など

■「Trunq Delivery（トランク デリバリー）」概要
・ご注文受付時間
12:00～22:00
・デリバリー 配達時間
14:00～21:30
・テイクアウト受取時間
14:00～21:30
※定休日なし
※受付は、ウェブサイト（https://trunq-deli.com/）
もしくは、お電話（098-867-9753）にて
※ウェブサイト（https://trunq-deli.com/）では、24 時間ご注文可能
※「Trunq Delivery（トランク デリバリー）」店頭にて、テイクアウトで
の受け取りも可能です。
Trunq Delivery（トランク デリバリー）
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち 4-17-10 秋桜ビル 2F
TEL: 098-867-9753
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※１）「ワイン食堂トランク」
カジュアルワインバー＆イタリアンレストラン。コンセプトは「がぶ飲みイタリアン」。
那覇市久茂地に「ワイン食堂トランク イタリアゴハン 久茂地店」を展開中。
※2）「Casa Trunq」
“Casa”とは、家。「母が作ってくれた、あたたかい料理」をコンセプトとした、洋食堂。
豊富なグラスワインラインナップ。その日のおススメ食材を使った、日替わりの晩ごはん。
「ただいま」と声を掛けていただけるココロ落ち着く空間を目指す Trunq レストラングル
ープの旗艦店レストラン。
※3）「檸檬とスパイス」
2019 年 4 月、イオンモール沖縄ライカムに、1 号店をオープン。自然栽培、無農薬減農薬
にこだわった国産レモン使用！自家製レモネードのテイクアウト専門店。
※4）「PUZO CHEESECAKE CELLER」
沖縄県内初のチーズケーキ専門店。2012 年 7 月「PUZO」那覇泊店の初出店を皮切りに、
那覇地区を中心に店舗を展開。2015 年 4 月「PUZO」イオンモール沖縄ライカム店を開業、
中部地区へ初出店。現在、小禄ラボ店、那覇空港店、イオンモール沖縄ライカム店、沖縄
知花店、豊見城店の 5 店舗を運営。
※5）「Sugar 沖縄焼菓子研究所」
2019 年 4 月、那覇空港、並びに、イオンモール沖縄ライカムに、1 号店をオープン。『島
の宝と職人の手間、飾らない贅沢を贈る』をコンセプトにした、沖縄素材にこだわった商
品を展開する焼菓子専門店。
※6）「& Life Okinawa」
お客様は、美味しいものを食べたい。でも、もう少しだけナチュラルに。
もう少しだけオーガニックに。そう、「ほんの少しだけ、ひとつずつ」。
我々は、美味いものを届けたい。でも、お客様のカラダと向き合いながら、
‟食”と関わる大切さも考え続けていきたい。時間とカラダとココロを満たす料理をお届けし、
幸せを感じてもらいたい。そう、「出来ることから、ひとつずつ」。「＆life Okinawa」は
株式会社トランクが展開する店舗や商品のクオリティコンセプト。
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■会社概要
企業名
代表者
所在地
設立
事業内容
従業員数
企業 URL

株式会社トランク

株式会社トランク
代表取締役 野間 謙策
〒901-0153 沖縄県那覇市宇栄原 1-15-1
2013 年 5 月
レストランの経営/運営、菓子製造業、e コマース事業運営他
95 名（※2020 年 01 月現在）
https://www.trunq.jp/

■本件に関するお問い合わせ
企業名
株式会社トランク CSR・広報・ブランド推進室
担当者
小渡 雄記（こわたり ゆうき）
TEL/FAX
098-859-0050
Email
inquiry05@trunq.jp

以上
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