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LA発のティーブランド「ALFRED TEA ROOM」が西日本初上陸！
2019年3月1日（金）
大阪・梅田「LUCUA 1100」9F「梅田 蔦屋書店」フロア内にオープン！
西日本初出店を記念して、オープン3日間に商品をお買い上げのお客様に先着プレゼントもご用意いたします。

2019年3⽉1⽇（⾦）、⼤阪・梅⽥のファッションビル「LUCUA 1100」（⼤阪市北区梅⽥）9Fの「梅⽥ 蔦屋書店」フロア内に、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）が⼿掛ける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）」の⻄⽇本初出店となる店舗がオープンいたします。
「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おり、その味のみならず、デザインやカルチャー、スタイルを通じて、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注⽬のティーブランドのひとつです。
今後は、「お茶」を中⼼とした様々なイベントやティープログラムの開催も予定しています。⼤阪の皆さまとご⼀緒に、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。是⾮、ご期待ください。
※現在、LAのメルローズプレイスとブレンドウッドの2店舗、⽇本の東京に⻘⼭と新宿の2店舗の4店舗を構えており、本店舗は世界5号店・⽇本3号店となります。

●関西初出店を記念し、オープンから3日間限定でお買上げのお客様にスペシャルプレゼント！その他、3月31日（日）までのキャンペーンも！
今回の⻄⽇本初上陸を記念して、3⽉1⽇（⾦）〜3⽉3⽇（⽇）の3⽇間にお買い上げいただいたお客様に先着で、オリジナルバルーン（⾮売品）
をプレゼントいたします。また、同期間中に“Something Pink”を⾝につけてご来店いただいたお客様には、合わせて、⼈気のオリジナルトート
バックもプレゼントいたします（※先着順）。その他、3⽉1⽇（⾦）〜3⽉31⽇（⽇）の期間限定で、梅⽥店のみで限定販売するティーメニュー
「ストロベリーマニアティー（￥730）」のご提供や、梅⽥ 蔦屋書店でお買上げいだいた当⽇のレシートをレジにてご提⽰いただくとお会計から
10%OFFのキャンペーン（1名様 1⽇1回限り有効）も実施致します。
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※価格は全て税抜、ドリンクはMサイズでの表記となっております。また、価格やメニュー内容、実施期間は変更することもございます。

■ ドリンクメニュー

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
梅田 蔦屋書店」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）。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。
・ファインティー 各種 ￥330〜 ：お茶本来の味わいをストレートにお楽しみいただけるメニュー
（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…など）
・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 ※ボバ（タピオカ）⼊り
・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） 各￥750 ： さっぱりと楽しめる爽やかなティーソーダメニュー
・ほうじ茶ドリーム（ティー パフェ ドリンク） ￥750
・ストロベリードリーム（ティー パフェ ドリンク） ￥750
…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

■ フード＆デザートメニュー
「ALFRED TEA ROOM 梅田 蔦屋書店」のオープンを記念して、1日を通じてティーメニューとご一緒にお楽しみいただける日本限定のフード

＆デザートが3月1日（金）より新発売！デザートは、動物性食材を一切使用せず、ビーツでほんのりピンクに仕上げたオリジナル豆乳クリーム
を使った2種類のヴィーガン・デザートをご用意しています。甘さ控えめでさっぱりとお召し上がりいただけるヴィーガン・デザートは、美容や健康を気
にされる方にもオススメです。 （ご提供店舗：青山本店 / 梅田 蔦屋書店）

味わいのあるカンパーニュに紅芯⼤根など彩鮮やかなフレッシュ野菜もたっぷりトッピングした
3種類のオープンサンド。ファインティーはもちろん、ティースプリッツァーとも相性抜群です。
フムストースト ￥480
アボカドトースト ￥500
サーモン＆クリームチーズトースト

￥530

⾖乳クリームの下に、アー
ルグレイカカオティーを浸
み込ませたヴィーガンスポ
ンジ。お茶をしっかり味わ
えるデザートです。

ふわふわの⾖乳パンで苺と⾖乳
クリームをサンドしたフルーツ
サンド。
苺のフルーツサンド
￥480

苺のソイティラミス
￥480

■ 「ALFRED TEA ROOM 梅田 蔦屋書店」オープン記念 限定メニュー & スペシャルプレゼント！
【期間】2019年3月1日（金）〜3月3日（日）

【期間】2019年3月1日（金）〜3月31日（日）

オープンから3日間にお買上げいただいたお客様に先着で

「ALFRED TEA ROOM 梅田 蔦屋書店」限定販売の

オリジナルグッズをプレゼント！

ティーメニュー！梅田 蔦屋書店と連動したキャンペーンも！
先着で、ロゴ⼊りバルーン（⾮売
品）をプレゼント！

ストロベリーマニアティー ￥780

＆

先着で、ロゴ入りバルーン（非売品）を
プレゼント！

“Something Pink”＝どこかにピン
クを⾝につけてご来店いただいた
お客様には、先着でLAでも販売を
しているオリジナルトートバック
をプレゼント！
※1⽇ごとに数に限りがございますので
予定数に達し次第、終了いたします。

＆

“Something Pink”＝どこかにピンクを
身につけてご来店いただいたお客様に
は、先着でLAでも販売をしているオリ
ジナルトートバックをプレゼント！
※1日ごとに数に限りがございますので
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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。
2017年10⽉31⽇には、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
オープンし、この度、⼤阪「LUCUA 1100」9F「梅⽥ 蔦屋書店」に⽇本3店舗⽬がオープンいたします。
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。

●ALFRED TEA ROOM イメージ
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ALFRED TEA ROOM 店舗概要
* 2019年3月1日 NEW OPEN ＜梅田 蔦屋書店＞
■ 店名
： ALFRED TEA ROOM 梅⽥ 蔦屋書店
■ オープン⽇
： 2019年3⽉1⽇（⾦）
■ 住所
： 〒530-8558 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥3-1-3 LUCUA 1100 9F「梅⽥ 蔦屋書店」内
■ アクセス
： JR「⼤阪駅」直結
■ 電話番号
： 06-4799-1417
■ 客席数
： 118席
■ 営業時間
： 7:00〜23:00 ※2019年3⽉1⽇（⾦）は10:00オープン
＜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＞
■ 店名
： ALFRED TEA ROOM ルミネエスト新宿店
■ オープン⽇
： 2017年10⽉31⽇（⽕）
■ 住所
： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト1Ｆ
■ アクセス
： JR「新宿駅」直結
■ 電話番号
： 03-6380-6721
■ 客席数
： 42 席
■ 営業時間
： 10:00〜22:00

■ URL
■ SNS

：
：

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。

ダウンロード

http://ur0.link/Qc5A
※貴媒体にて是⾮ご掲載頂けますと幸いです。

www.alfredtea.jp
@alfredjapan

● 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・⾹港・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7（セブン）、
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

