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2021 年 1 月 27 日

株式会社ライフデザイン阪急阪神
株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神

人気のパン＆スイーツでおうち時間を楽しく︕
とりクロ阪急⼤阪梅田駅店 2 月の限定アイテム
株式会社ライフデザイン阪急阪神(本
い

お

い

たけし

社:⼤阪市北区/代表取締役: 五百井 健至)
と株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪
あお き

神(本社:⼤阪市北区/代表取締役社⻑:⻘木
しん じ

と

り

ク

ロ

眞治）が運営する「TORiCLO」(事前予約
をすると人気店の商品が駅で受け取れる
店舗)では、毎月新登場やその月だけの限
定、数量限定アイテムなどを販売してい
ます。
2 月はバレンタインにもピッタリのおすすめのスイーツが登場︕NY のブラウニー専
門店「ファット ウィッチ ベーカリー」や選りすぐりの海外のクーベルチュールチョコ
レートを取り揃える「CHOCODAKE」の一押しラインアップ詰め合せのほか、おりじな
る⼤福の「養⽼軒」から人気 NO.1 ふるーつ⼤福を限定販売します。
もちろん︕毎月人気の高い「カヌレ堂 CANELÉ du JAPON」や「FRUIT GARDEN 山
口果物」の限定アイテムもお楽しみいただけます。
おうち時間を美味しく楽しく彩る人気店のパンやスイーツを事前に WEB 注⽂︕阪急
⼤阪梅田駅のとりクロでパッと受け取ってお買い物時間を短縮してください。


と

り

ク

ロ

TORiCLOとは
事前注⽂決済アプリ「PICKS」を利⽤して人気店の商品を注
⽂し阪急⼤阪梅田駅で受け取れる店舗・サービス。現在は、
食パンをはじめ、フルーツサンドやカヌレなど約 50 種の人
気商品を取りそろえています。
※6 日前〜受取当日朝 8 時まで注⽂可能、送料などかかりません（商品代⾦のみ）

【ニュースリリース配付先】
⼤阪商工記者会、⻘灯クラブ、関⻄レジャー記者クラブ

本件に関するお問い合わせ先

近畿電鉄記者クラブ
にった

こたに

株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神 営業広報担当 新田・小谷
TEL︓06-6373-5344 ／ E-mail︓nitta-ayako69@ers.hankyu-hanshin.co.jp
※記載情報は発表日現在のものです。予告なしに変更することがありますが、ご了承ください

参考資料１
取扱店舗名

商品（イメージ）

予約＆受取
期間

ファット ウィッチ ベーカリー
【2 月新登場／数量限定】

店頭販売

WEB 予約

ファット ウィッチ バブカ
WEB 予約 ￥1,296（税込）
店頭販売

￥1,300（税込）

店頭販売

WEB 予約

ブラウニー6 個セット
（BASICS）

WEB 予約 ￥1,944（税込）
店頭販売

CHOCODAKE
【2 月新登場／数量限定】

￥1,950（税込）

店頭販売

WEB 予約

クーベルチュールチョコレート
5 種詰め合わせ
WEB 予約 ￥1,285（税込）
店頭販売

￥1,290（税込）

WEB 予約
1/26〜
受取／
店頭販売
2/1〜

WEB 予約
1/26〜
受取／
店頭販売
2/1〜

WEB 予約
1/26〜
受取／
店頭販売
2/1〜

コメント
1998 年にニューヨークでオープ
ンしたブラウニー専門店。崩れ
たひとかけらでも満足できる NY
ブラウニーはお土産の定番に︕
日本では 2016 年に京都下鴨エリ
ア、2018 年には⼤阪⼼斎橋に店
舗をオープン。
＜ファット ウィッチ バブカ＞
チョコレート好きにはたまらな
いバブカがファットウィッチか
ら登場︕チョコレート⽣地はフ
ァットウィッチのブラウニー⽣
地を使⽤し、自家製の特製⽣地
と合わせたサクッとした食感。
外はサクサク、中はしっとりと
した特製のバブカです。
＜ブラウニー6 個セット
（BASICS）＞
くずれたひとかけらでも満足で
きるほど濃厚なブラウニー
NY ⽣まれの太っちょ魔⼥が、秘
密のレシピで作ったブラウニー
は、何気ない時間を楽しく、ち
ょっと疲れたときには元気を。
そんな魔法をかけてくれるよう
です。
内容︓オリジナル、スノー、レ
ッド、ブロンド、ダブルチョコ
レート、ウォルナッツ
※要冷蔵
「CHOCODAKE＝チョコレート
を楽しむ為の場所。」をコンセ
プトに海外⽼舗メーカーのクー
ベルチュールチョコレートを 20
種類以上を取り揃えています。
海外高級ショコラメゾンのクー
ベルチュールチョコレート、少
量ずつの詰め合わせ。ホワイ
ト、ミルク、ダークチョコレー
トに加え「第四のチョコレー
ト」のブロンドチョコレートも
入った一押しのラインナップで
す。
※涼しいところもしくは冷蔵に
て保管

参考資料 2
取扱店舗名

商品（イメージ）

予約＆受取
期間

おりじなる⼤福

WEB 予約

店頭販売

御菓子処 養⽼軒

ふるーつ⼤福（４個入り）

【4 日間限定】

￥1,210 円（税込）

WEB 予約
①2/9〜
②2/10〜
③2/18〜
④2/19〜
受取
①2/15
②2/16
③2/24
④2/25

カヌレ堂 CANELÉ du JAPON
【3 日間限定】

WEB 予約

店頭販売

カヌレ８種類アソートボックス
￥1,200（税込）

WEB 予約
①1/27〜
②2/3〜
③2/10〜
受取
①2/2
②2/9
③2/16

FRUIT GARDEN 山口果物
【とりクロ／3 日間限定】

WEB 予約

店頭販売

丸ごとあまおういちごサンド
￥960（税込）

WEB 予約
①1/29〜
②2/5〜
③2/12〜
受取
①2/4

コメント
ふるーつ⼤福をはじめ各種おり
じなる⼤福を販売。お菓子に使
⽤する素材はすべてに手間と時
間をかけ、素材の持つおいしさ
を最⼤限に引き出すことにこだ
わっています。
養⽼軒で人気 No.1 のおりじな
る⼤福は、マシュマロみたいに
ふわふわで真っ白なお餅の中
に、苺・バナナ・栗・つぶあ
ん・ホイップクリームが入っ
た、洋菓子のような⼤福です。
100％のこだわりから誕⽣した
養⽼軒自慢の⼤福です。
※要冷蔵
フランス・ボルドー地方のお菓
子「カヌレ ド ボルドー」に日本
の味と移ろいゆく季節を重ね合
わせた「日本のカヌレ」の専門
店です。カヌレ８種類のアソー
トボックスです。
ラインナップ︓しろ(プレーン)、
抹茶あんこ、ほうじ茶、⿊糖く
るみ、あんず、珈琲、ショコラ
五ノ実(2 月限定)、ホワイトチョ
コとラムレーズン(2 月限定)
百年以上続く⽼舗果物店から果
物が主役の甘さ控えめのフルー
ツサンドをお届けします。
2 月の限定フルーツサンドはあま
おういちごを丸ごと使⽤しまし
た。
※要冷蔵

②2/11
③2/18

※WEB 予約は店頭受取の 6 日前の 0 時より受付開始します
※数量限定につき予定数量に達し次第、予約受付・販売を終了します

以上

