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LA発のティーブランド「ALFRED TEA ROOM」が
2019年6月6日（木）東京・原宿 “キャットストリート” にオープン！
オープンを記念して、全店舗にてスペシャルメニューをご提供いたします！
また、原宿店と梅田 蔦屋書店では、オープンから1週間限定で
商品をお買い上げのお客様に抽選でオリジナルグッズなどのプレゼントもご用意いたします。

2019年6⽉6⽇（⽊）、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）は、LA発のティーブランド
「ALFRED TEA ROOM（アルフレッド・ティー・ルーム）」を東京・原宿にオープンいたします。⽇本4店舗⽬となる当店舗は、国内外の
ファッションブランドのショップ等が⽴ち並ぶ「キャットストリート」沿いにある路⾯店舗の2Fに位置します。
「ALFRED TEA ROOM」は、2016年にLA・メルローズプレイスで誕⽣して以来、ローカル、ブロガー、セレブリティ達が⾜繁く通うティー
ブランドです。⽇本でも、LAでも⼈気のボバ（タピオカ）⼊りのミルクティーをはじめ、紅茶・⽇本茶・抹茶・台湾茶など世界中からセレク
トした厳選茶葉を使⽤した「本質の美味しさ」をカジュアルにお楽しみいただけるティーメニューの数々をご⽤意しています。また、「A
modern approach to tea」というコンセプトのもと、ティーメニューの他、オリジナルデザインのグッズの販売をはじめ、ジャンルを横断し
た多様なコラボレーションやイベントも⾏なっています。オリジナリティ溢れるティーメニューはもちろん、デザインやカルチャーを通じて、
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、今までの常識にとらわれずに「お茶」を楽しむスタイルを提案しつづけてい
るティーブランドとして、モダンでグローバルなティーカルチャーを育んでいくことを⽬指しています。
※現在、LAではメルローズプレイス / ブレントウッドの2店舗、⽇本では、東京に⻘⼭本店 / ルミネエスト新宿店の2店舗、⼤阪に梅⽥ 蔦屋書店の1店舗を展開し
ており、本店舗は世界6号店⽬・⽇本4号店⽬となります。

＊原宿店オープン記念＊
日本国内の全店舗にて期間限定のスペシャルメニュー「チョコレート ミント ミルクティー」のご提供と、原宿店と梅田 蔦屋
書店（大阪）のみ1週間限定で、お買上げのお客様に抽選でオリジナルグッズなどをプレゼントいたします！
※詳細は次ページをご覧ください。
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＊原宿店 オープン記念！

期間限定の2つの“スペシャル”をご用意します！
① オープン記念 スペシャルメニュー 販売
「ALFRED TEA ROOM 原宿店」のオープンを記念して、日本国内
の全店舗にて期間限定のスペシャルメニュー「チョコレート ミント
ミルクティー」を発売いたします。ビターなカカオの香りとミント
を贅沢に使用したミルクティーの味わいはもちろん、カラーのグラ
デーションも初夏にぴったりな、スペシャルティーメニューです。
＜実施期間＞
2019年6⽉6⽇（⽊）〜7⽉15⽇（⽉・祝）
＜価格＞
￥680（レギュラーサイズ / アイスクリームトッピング無し）
￥780（LAサイズ /アイスクリームトッピング無し）
＋￥100（チョコミントアイスクリームトッピング）
※写真はレギュラーサイズ / アイスクリームトッピング
＜販売店舗＞
原宿店 / ⻘⼭本店 / ルミネエスト新宿店 / 梅⽥ 蔦屋書店
※価格は全て税抜表記。実施期間・価格・メニュー内容等は変更することもございます。

② オープン記念Tシャツを販売！また、オープンから1週間限定でオリジナルグッズをプレゼント
「原宿店」オープンを記念して、 「原宿店」と「梅田 蔦屋書店」の2店舗では、数量限定でオリジナルTシャツを販売いたしま
す。また、6月6日（木）〜6月12日（水）の1週間限定で、商品をお買い上げいただいたお客様（※）に先着・数量限定
で、「原宿店」オープン記念デザインTシャツの他、人気のオリジナルグッズなどをプレゼントいたします。
※プレゼントが当たる対象商品は、「原宿店」は全商品、「梅⽥ 蔦屋書店」はスペシャルメニュー（チョコレート ミント ミルクティー）となります。

＜プレゼント⽅法＞
期間中に対象商品をお買い上げいただくと、オープン記念Tシャツ、トートバック、iPhoneケース、コースター、全店で使⽤可能な
1ドリンクフリーチケット等の7種類のプレゼントの中からランダムに当たるガチャガチャを回していただくことができます。
※オリジナルグッズのプレゼントはランダム・先着となり、
なくなり次第終了させていただきます。
＜実施期間＞
2019年6⽉6⽇（⽊）〜6⽉12⽇（⽔）
＜実施店舗＞
原宿店 /梅⽥ 蔦屋書店
「原宿店」オープン記念Tシャツ

※ 価格は全て税抜表記。実施期間・価格・内容等は変更することもございます。

￥3,200

※数量限定
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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ブ
ランドです。時代の流れの変化と共に、そのヘルシーさと「ZEN」カルチャーへも通じる「お茶」への関⼼が⾼まっているLAに
おいて、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⽉には、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。
⽇本では、2017年10⽉31⽇に、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東京・⻘⼭本店とルミネエスト新宿店
が2店舗同時にオープンし、2019年3⽉に⼤阪「LUCUA 1100」9F「梅⽥ 蔦屋書店」がオープンいたしました。この度オープンす
る原宿店は⽇本4号店⽬となります。また、東京にある⻘⼭本店の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プログラムやイベントも開催。また、展⽰会場としてもご好評いただいております。

レギュラーメニュー （※一部抜粋）
紅茶・日本茶・抹茶・台湾茶など、世界中からセレクトした厳選茶葉の風味を引き立たせつつ、今までにない自由な発想で開発した
ティーメニューをラインアップ。「ALFRED TEA ROOM 原宿店」ではMサイズと“LA”サイズをご用意しています（※ティースプリッツァー
各種はLAサイズのみの展開）。また、自分オリジナルにカスタマイズができるトッピングなどもご用意しています。
＜ティーメニュー＞
・ファインティー 各種 ￥330〜
（ダージリン、アッサム、セイロン、ルイボスティー、カモミールティー等）

＜カスタマイズ＞
ボバ（タピオカ）トッピング +￥70
アーモンドミルク変更 ＋￥100

・アルブレッド ミルクティー（HOT / ICE） ￥400
・アルフレッド ピンクドリンク（HOT/ICE） ￥750
・抹茶ラテ ￥520
・ほうじ茶ミルクティー ￥450
・ストロベリーミルクティー ￥450
・ローズミルクティー ￥470
・ティースプリッツァー（抹茶、シトラス、ベリー） ￥680〜￥750
・ほうじ茶ドリーム（ティー パフェ ドリンク） ￥750
…等

＜スイーツ＞
カップケーキ（ストロベリー / 紅茶 / チョコレート）各￥380
クロワッサン（抹茶 / ストロベリー） 各￥480
※ 価格は全て税抜、ドリンク価格はレギュラーサイズでの表記となっております。
※ 価格やメニュー内容等は変更することもございます。
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ALFRED TEA ROOM 原宿店

店舗概要

■ 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 原宿店
2019年6⽉6⽇（⽊）
〒150-0001東京都渋⾕区神宮前4-26-28 JUNK YARD 2F
東京メトロ「明治神宮前駅」1番出⼝より徒歩4分
03-5843-0364
58席
10:30〜20:00

■ URL
■ SNS

： www.alfredtea.jp
： @alfredjapan

● ⽇本国内店舗
【東京】⻘⼭本店 / ルミネエスト新宿店 / 原宿店（6⽉6⽇OPEN）
【⼤阪】梅⽥ 蔦屋書店
● 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

本件に関する素材は
下記よりダウンロードいただけます。

https://bit.ly/2woehwU
※貴媒体にて是⾮ご掲載頂けますと幸いです。

＊2019年8月上旬、名古屋駅直結の「JRセントラルタワーズ」にもオープン！詳細は随時お知らせいたします。
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55ブランド・96店舗（2019年1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・台湾）、WIRED HOTEL ASAKUSA、ALFRED TEA ROOM、フタバフルーツパーラー、銀座⼤⾷堂（GINZA SIX
6F）、AVOSETA（六本⽊・テレビ朝⽇ 1F）、ROSEMARYʼS TOKYO（NEWoMan 6F）、発酵居酒屋5（表参道）、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

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

