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LA発のティーブランド「ALFRED TEA ROOM」が日本上陸1周年！
2018年10月31日（水）〜11月30日（金）
1周年を記念した「ALFRED TEA ROOM 1st Anniversary Month」を開催！
オリジナル紅茶⽸の発売をはじめ、ブランドメッセージである「Pink but Punk」をテーマにした
限定ティードリンクメニュー、1⽇限りのスペシャルプレゼント、シークレットパーティーなどを実施いたします。

2018年10⽉31⽇（⽔）、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：楠本修⼆郎）が運営
するLA発のティーブランド「ALFRED TEA ROOM」が⽇本上陸1周年を迎えます。これを記念して、10⽉31⽇（⽔）〜
11⽉30⽇（⾦）の約1ヶ⽉間の期間限定で「ALFRED TEA ROOM 1st Anniversary Month」を開催いたします。アニ
バーサリー期間中は、ギフトにも⾃分へのご褒美にもぴったりな紅茶⽸の新発売をはじめ、ブランドメッセージである
「Pink but Punk」をテーマにした1周年記念限定ティードリンクメニューのご提供、オープン⽇である10⽉31⽇（⽔）
の1⽇に限り、⻘⼭本店・ルミネエスト新宿店両店舗で、ご来店いただいたお客様に先着・数量限定で1周年記念デザイ
ンのピンクバルーンとグラノーラバーのプレゼントなどを実施致します（※いずれかの商品をお買い上げいただいた⽅に限り
ます）。また、 「ALFRED TEA ROOM 1st Anniversary Month」最終⽇である11⽉30⽇（⾦）には、期間中に指定ハッ

シュタグを付けてインスタグラムへポストしていただいた⽅だけが参加できる⻘⼭本店での完全ご招待制のシークレッ
トティーパーティーも実施いたします。※シークレットティーパーティーへの参加⽅法は2P⽬をご確認くださいませ。
現代に⽣きる全ての⼥性に向けて、今までの常識にとらわれず、もっと⾃由に「お茶」を楽しむスタイルを提案する
ティーブランド「ALFRED TEA ROOM」では、今後もイノベーティブなティードリンクの発信をはじめ、様々なブラン
ドとのコラボレーションやイベントなども実施予定です。ぜひ、ご期待ください。
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「ALFRED TEA ROOM 1st Anniversary Month」実施概要
＊実 施 期 間

：

2018年10⽉31⽇（⽔）〜 11⽉30⽇（⾦）

＊ ハッシュタグ

：

#alfredjapan_turns1

#PINKbutPUNK

① 1周年記念限定ティードリンクメニュー「PINK but PUNK」の販売
LAでもポピュラーなアーモンドミルクを使⽤した「ALFRED TEA ROOM」のシグネチャーメニュー
「ピンクドッリンク」を、チャコールとほうじ茶でアレンジした1周年記念限定メニュー。可愛いだ
けじゃない、PINKだけどPUNKなティーメニューです。
【商 品 名】 PINK but PUNK（ピンク バット パンク）
【価
格】 ￥750（Regular size：税抜） / ￥950（LA size：税抜）
【販売店舗】 ALFRED TEA ROOM ⻘⼭本店 ・ ルミネエスト新宿店
▼ SPECIAL▼ アニバーサリー期間中は1周年オリジナルデザインスリーブもご用意いたします。
※ICEドリンク / レギュラーサイズのみの展開となります（※予定数がなくなり次第終了）。

② 10月31日（水）の1日限り！1周年記念デザインのピンクバルーンとグラノーラバーを
先着・数量限定でプレゼント
オープン⽇である10⽉31⽇（⽔） 1⽇限りで、⻘⼭本店、もしくは、ルミネエスト新宿店にご来店
いただきいずれかの商品をご購⼊いただいたお客様に、先着・数量限定で1周年記念デザインのロゴ
をあしらったピンクバルーンとグラノーラバーをプレゼントいたします。
【実施店舗】 ALFRED TEA ROOM ⻘⼭本店 ・ ルミネエスト新宿店
※通常のオープン時間より配布スタート。

※予定枚数がなくなり次第終了。

③ 新商品のオリジナルデザインの紅茶缶を発売。
アニバーサリー期間中はアールグレイカカオのミルクティー（ICE or HOT）も
1杯セットに！
⼈気フレイバー「アールグレイカカオ」のティーバッグが8個⼊った紅茶⽸を10⽉31⽇（⽔）より
発売いたします。アニバーサリー期間中に紅茶⽸をお買上げいただいた⽅にもれなく、「アールグレイ
カカオ」の茶葉を使⽤したミルクティー（ICE or HOT）を1杯プレゼントいたします。
【商 品 名】 アニバサリーTEA セット（アールグレイカカオ ティーバッグ8個⼊り＋ミルクティー1杯）
【価
格】 ￥1,580（税抜）
【実施店舗】 ALFRED TEA ROOM ⻘⼭本店 ・ ルミネエスト新宿店

④ アニバーサリー期間最終日の11月30日（金）にシークレットティーパーティーを開催
アニバーサリー期間最終⽇となる11⽉30⽇（⾦）夜に、⻘⼭本店にて完全招待制のシークレット
ティーパーティーを開催いたします。1周年記念ティードリンクメニュー「PINK but PUNK」をお
召し上がりいただける他、今後発売予定の新メニューやオリジナルグッズのプレゼントも予定して
います。1夜限りで開催されるLAスタイルの“スペシャル・ナイト・ティーパーティー”へのご参加
は、下記の要領でインスタグラムにポストしてくださった⽅の中から抽選でのご招待となります。
① 「ALFRED TEA ROOM」のインスタグラム公式アカウント @alfredjapan をフォロー。
② 10⽉30⽇（⾦）〜11⽉14⽇（⽔）の間に、1周年記念ティードリンクメニュー
「PINK but PUNK」の写真と下記3つを⼀緒に付けてご⾃⾝のインスタグラムに投稿。
・「ALFRED TEA ROOM」の⻘⼭本店もしくはルミネエスト新宿店の位置情報を付ける。
・ハッシュタグ「#alfredjapan_turns1」と「#PINKbutPUNK」を付ける。
※当選者へのご連絡は、ALFRED TEA ROOM JAPAN公式アカウントよりインスタグラムDMにてご連絡をいたします。

本イベントに関する素材は【 http://urx3.nu/N4cM 】よりダウンロードいただけます。※ご使⽤の際は担当者までご⼀報くださいませ。
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「ALFRED TEA ROOM」について
「ALFRED TEA ROOM」は、ファウンダー兼CEOでありクリエイティブディレクターでもあるJoshua Zad⽒により、
LA・メルローズプレイスのチャーミングな並⽊道り沿いに2016年5⽉に誕⽣した、ローカル、ブロガー、セレブリティー
御⽤達のティー専⾨店。昨今のヘルシーブームと共に「お茶」への関⼼が⾼まっているLAにおいて、ミレニアルピンクを
基調とするフォトジェニックなデザインと共に、ビヴァレッジディレクターであるJordan G. Hardin⽒による抹茶ラテ、ミ
ルクティーのフルセレクション、そして、紅茶・⽇本茶・抹茶・台湾茶など世界中からのティーセレクションといったレ
シピや厳選材料へのこだわりが⾼く評価されています。2018年9⽉、待望のLAでの2店舗⽬がBrentwood（ブレントウッ
ド）にオープンいたしました。
LA・メルローズプレイスの店舗に続く⽇本初の店舗として2017年10⽉31⽇に東京・⻘⼭本店とルミネエスト新宿店がオー
プンいたしました。全てのメニューには⽇本屈指のティーマイスターである伊藤孝志⽒が世界中から厳選した茶葉を使⽤
し、「本質の美味しさ」をカジュアルにお楽しみいただけるメニューをラインアップしています。全ての⼥性に向けて、
格式にとらわれずに、もっと⾃由に、もっとアクティブに、もっとクリエイティブに「お茶」を楽しむ多様なスタイルを
提案しています。また、⻘⼭本店の2Fは、様々なスタイルやシーンに合わせて「お茶」をお楽しみいただけるティーサロ
ンとなっております。⽇常の中でゆっくりと「お茶」をお楽しみいただけることに加え、バースデー、ベイビーシャワー
などのパーティーやティーイベントの開催、また、展⽰会場としてもご利⽤いただけます。

●ALFRED TEA ROOM ⻘⼭本店
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ALFRED TEA ROOM 店舗概要

＜青山本店＞

■ 店名
■ オープン⽇
■ 住所
■ アクセス
■ 電話番号
■ 客席数
■ 営業時間

： ALFRED TEA ROOM ⻘⼭本店
： 2017年10⽉31⽇（⽕）
： 〒150-0001 東京都渋⾕区神宮前5-51-8 ラ・ポルト⻘⼭ 1F / 2F
： 東京メトロ「表参道駅」徒歩7分
： 03-6427-3031
： 35席（1F 10席/ 2F 25席 / テラス 10席）
： 9:00〜21:00

＜ルミネエスト新宿店＞

本イベントに関する素材は

■ 店名
■ オープン⽇
■ 住所
■ アクセス
■ 電話番号
■ 客席数
■ 営業時間

： ALFRED TEA ROOM ルミネエスト新宿店
： 2017年10⽉31⽇（⽕）
： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト1Ｆ
： JR「新宿駅」直結
： 03-6380-6721
： 42 席
： 10:00〜22:00

■ URL
■ SNS

：
：

下記よりダウンロードいただけます。

ダウンロード

http://urx3.nu/N4cM
※ご使⽤の際は担当者までご⼀報くださいませ

www.alfredtea.jp
@alfredjapan

●運営・店舗開発・デザイン・メニュー開発・⽇本展開パートナー ： カフェ・カンパニー株式会社

カフェ・カンパニー株式会社 会社概要

■ 会社名
■ 代表者

： カフェ・カンパニー株式会社
： 代表取締役社⻑ 楠本修⼆郎

■ 所在地
■ 電話番号
■ 設⽴
■ URL
■ 事業内容

：
：
：
：
：

東京都渋⾕区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F
03-5778-0477
2001年6⽉
www.cafecompany.co.jp
飲⾷店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業

＜カフェ・カンパニー株式会社について＞
⽇本国内外において、「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする62ブランド・105店舗（2018年6⽉末現
在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も⼿掛ける。
＜展開ブランド（⼀部抜粋）＞
WIRE CAFE（⽇本・⾹港・台湾）、WIRED HOTEL ASAKUSA、ALFRED TEA ROOM（⻘⼭本店・ルミネエスト新宿店）、
フタバフルーツパーラー（銀座本店・新宿マルイ本館店・アトレ川崎店・周南市⽴徳⼭駅前図書館店・名古屋JRゲートタワー店）、
銀座⼤⾷堂（GINZA SIX 6F）、ROSEMARYʼS TOKYO（NEWoMan 6F）、伊右衛⾨サロン京都、京都モダンテラス、
LAND（渋谷「100BANCH」） …etc

＜ 本件に関する取材・お問い合わせ ＞
カフェ・カンパニー株式会社

PR担当：加藤 菜緒

nkato@cafecompany.co.jp Tel 03-5778-0477（080-4348-3999） / Fax 03-5778-0478

