
LA発のティーブランド「ALFRED TEA ROOM」から
夏にぴったりのメニューが登場！

2020年7⽉14⽇(⽕)より、
爽やかなミントとカカオが⾹る「チョコレート ミント ミルクティー」と

ピンク⾊が印象的な「アルフレッド ミルクティー ソフト」を販売。

プレスリリース
報道関係者各位

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（アルフレッド・ティー・ルーム）」は、 2020年7⽉14⽇（⽕）より、夏にぴったりの2つのメニュー「チョコレート ミント ミルク
ティー」と「アルフレッド ミルクティー ソフト」を販売いたします。 「チョコレート ミント ミルクティー」は⽇本国内全店舗にて8⽉末ま
での期間限定販売となり、「アルフレッド ミルクティー ソフト」は「名古屋セントラルタワーズ店」での先⾏販売となります。
※ 「名古屋セントラルタワーズ店」 での先⾏販売後、「ルミネエスト新宿店」でも販売を予定しています。

▼昨年ご好評いただいた「チョコレート ミント ミルクティー」が、味わい・ビジュアル共にパワーアップ
ペパーミントとカカオがほんのり⾹るミルクティーに、⾷感も楽しいミントジュレをはじめ、チョコミントアイス、フレッシュミントをトッ
ピング。⽢さと爽やかさのバランスやカラーリングも夏にぴったりのスペシャルティーメニューです。また、ミルクティーに使⽤している⽜
乳は、アーモンドミルクや⾖乳に変更いただくことも可能です。

▼「ALFRED TEA ROOM」のテーマカラーであるピンク⾊に仕上げた「アルフレッド ミルクティー ソフト」が新登場
この夏の新作「アルフレッド ミルクティー ソフト」は、「ALFRED TEA ROOM」のテーマカラーでもあるピンク⾊！アールグレイの茶葉を
使⽤したロイヤルミルクティーに「⾷べる輸⾎」と⾔われるほど栄養価が⾼い野菜「ビーツ」のパウダーでほんのりピンク⾊に仕上げました。
ココア味のワッフルコーンとも相性がいい、新登場のロイヤルミルクティーのソフトクリームです。本商品は「名古屋セントラルタワーズ
店」で先⾏販売し、後⽇「ルミネエスト新宿店」でも販売を予定しています。
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▼夏の新作 商品概要 ※下記価格は全て「税抜」表記となります。

【販売期間】2020年7⽉14⽇（⽕）〜 ※ 「チョコレート ミント ミルクティー」は8⽉31⽇（⽉）までの期間限定販売

【メニュー名 / 価格】チョコレート ミント ミルクティー / レギュラーサイズ ￥750 LAサイズ ￥850 チョコミントアイスダブル ＋￥100
【販売店舗】ALFRED TEA ROOM ルミネエスト新宿店、梅⽥ 蔦屋書店、名古屋セントラルタワーズ店

【メニュー名 / 価格】アルフレッド ミルクティー ソフト / ￥450
【販売店舗】ALFRED TEA ROOM 名古屋セントラルタワーズ店 ※先⾏販売 ※「ルミネエスト新宿店」でも販売予定



「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。

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
ニューに加え、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、様々な⽅の⽇常をエンパ
ワーメントし、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。

「ALFRED TEA ROOM」について

プレスリリース
報道関係者各位
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※ 「ALFRED TEA ROOM ⻘⼭本店」は2020年5⽉末⽇を持ちまして閉店いたしました。
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カフェ・カンパニー 店舗運営ポリシー ＜店舗をご利⽤いただくお客様へのお願い＞

“お互いがお互いを守るということ”

お客様へのお願い
当店のコロナ感染予防対策にご協力ください

発熱や呼吸器症状などの体調の優れない方の
入店をお断りさせていただいております。

入り口でのお客様の手指消毒をお願いします。

店内移動中などのマスク着用と咳エチケットの
ご協力をお願いします。

大声での会話の自粛をお願いします。

長時間でのご利用をお控えください。

ソーシャルディスタンスを保つ為、席の利用方法
レジ待ちのルールなどご協力をお願いします。

SAFETY  and SECURE POLICY

お客様とスタッフの
安全・安心を守ります。

お客様ならびに当社の全スタッフ、その家族を守るため
安全・安心を最優先に取り組みます。

ご理解、ご協力ください。

Social Distance の
ご協力を

店内のこまめな
消毒を実施

SOCIAL DISTANCEIN STORE DISINFECTION

スタッフの検温を
実施

手洗い・うがい・手指の
消毒・殺菌を徹底

入退店内移動・勤務中の
マスク着用を推奨

TAKE TEMPERATUREHAND SANITIZERMASK

We will  protect the health and safety of customer and staff

“お互いがお互いを守るということ”

当社全店舗では、営業に際し、お客様・スタッフ、その家族を守る為、下記の衛⽣ガイドラインを設けて取り組んでいます。
皆様のご理解・ご協⼒をお願いいたします。
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＜ 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

カフェ・カンパニー株式会社 会社概要

※本件に関する素材は右記よりダウンロードいただけます。

https://bit.ly/2ZlrHJE
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■ 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

ALFRED TEA ROOM ルミネエスト新宿店

ALFRED TEA ROOM 梅⽥ 蔦屋書店

■ 住所 ： 〒450-6012 
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 
JRセントラルタワーズ12F

■ アクセス ： JR名古屋駅 直結
■ 電話番号 ： 052-571-5551
■ 客席数 ： 31席
■ 営業時間 ： 11:00〜23:00

ALFRED TEA ROOM名古屋セントラルタワーズ店

「ALFRED TEA ROOM」⽇本 公式

■ URL ： www.alfredtea.jp
■ SNS ： @alfredjapan

■ 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

■ 会社名 ： カフェ・カンパニー株式会社
■ 代表者 ： 代表取締役社⻑ 楠本修⼆郎
■ 所在地 ： 東京都渋⾕区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F
■ 電話番号 ： 03-5778-0477 
■ 設⽴ ： 2001年6⽉
■ URL ： www.cafecompany.co.jp
■ 事業内容 ： 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97店舗（2019年11⽉15⽇現在）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。また、2019年11⽉1⽇より株式会社subLimeと経営統合
し、「GYRO HOLDINGS株式会社」を発⾜。 GYRO HOLDINGS株式会社 コーポレートサイト ： https://www.gyro.holdings

＜展開ブランド（⼀部抜粋）＞
WIRE CAFE、ALFRED TEA ROOM、フタバフルーツパーラー、Trueberry、銀座⼤⾷堂（GINZA SIX 6F）、ROSEMARYʼS TOKYO
（NEWoMan 6F）、MOJA in the HOUSE（渋⾕）、PUBLIC HOUSE、⾷堂居酒屋どいちゃん、発酵居酒屋5（表参道） …etc

※上記各店舗の営業時間は通常営業時です。新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の為、時間が変更となる場合がございます。
詳しくは、各商業施設の公式WEBサイト等をご確認ください。
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