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2021 年 3 月 24 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

リラックスタイムを彩るスイーツやコーヒーも登場︕
とりクロ阪急⼤阪梅⽥駅店 4 月のピックアップ
株式会社ライフデザイン阪急阪神(本
い

お

い

社:⼤阪市北区／代表取締役: 五百井
たけし

健至)と株式会社エキ・リテール・サー
ビス阪急阪神(本社:⼤阪市北区／代表取
あお き

しん じ

締役社⻑:⻘木 眞治）が運営する
と

り

ク

ロ

「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
月その月だけの限定アイテムや新登場
をご紹介しています。
4 月はリラックスタイムにぴったりなパンやスイーツ、お菓子とさらにコーヒーも登
場︕パンとエスプレッソと南森町交差点のふわとろ食感の「フレンチトースト」をはじ
め、SOLES GAUFRETTE のフランス北部の伝統菓子ゴーフレット、芦屋ＱＵＤＡＭＯ
×唐草庵のマリトッツォいちご、⻄宮市と神⼾市に店舗を構えるスペシャルティコーヒ
ー専門の自家焙煎店 TAOCA COFFEE のとりクロ限定ブレンドコーヒーなどをご用意し
ました。
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、お菓子を事前に WEB 注
⽂︕阪急⼤阪梅⽥駅のとりクロで、ここでしか味わえないコーヒーとのマリアージュを
ぜひお楽しみください。


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

芦屋ＱＵＤＡＭＯ×唐草庵
【4 月限定】

WEB 予約

店頭販売

マリトッツォいちご（2 個入
り）
WEB 予約 ￥972（税込）
店頭販売

SOLES GAUFRETTE
【4 月限定】

WEB 予約

￥980（税込）

店頭販売

バターゴーフレット（4 枚入
り）
WEB 予約 ￥972（税込）
店頭販売

￥980（税込）

WEB 予約
①3/30〜
②3/31〜
受取／
店頭販売
①4/5
②4/6

WEB 予約
①4/6〜
②4/21〜
受取／
店頭販売
①4/12〜
4/14
②4/27〜
4/29

WEB 予約

店頭販売

バターゴーフレット スイー
トストロベリー（4 枚入り）
￥1,500（税込）

WEB 予約
①4/6〜
②4/21〜
受取／
店頭販売
①4/12〜
4/14
②4/27〜
4/29

WEB 予約

店頭販売

バターゴーフレットアソート
（バターゴーフレット・スイート
ストロベリー／8 枚入り）

￥2,500（税込）

WEB 予約
①4/6〜
②4/21〜
受取／
店頭販売
①4/12〜
4/14
②4/27〜
4/29

コメント
フルーツデザート専門店「芦屋
QUDAMO」が南蛮窯出カステラ
の「唐草庵」とコラボしまし
た。
「唐草庵」の”高級食パン 厳選
極”の生地でつくったパンに、純
生クリームをたっぷり挟みいち
ごをトッピングしました。
※要冷蔵

フランスの伝統菓子ゴーフルか
らインスピレーションを得て、
「どこまでもバターな一枚」を
コンセプトに、伝統的なゴーフ
ルを日本人好みに合わせた軽や
かな味わいへと進化させた、バ
ターゴーフレット専門店です。
＜バターゴーフレット＞
風味豊かな発酵バターを使った
生地は、もっちりとしながらも
⻭切れのよい食感。中には 3 種
類の砂糖をブレンドしたシャリ
シャリのバタークリームと香り
にアクセントを生み出す濃厚な
バニラジャムをサンド。
＜バターゴーフレット
スイートストロベリー＞
“苺の王様”と呼ばれる福岡県産
のあまおう苺を使用した甘酸っ
ぱいジャムとコクのあるバター
クリームを発酵バター使用のも
っちりとした生地でサンド。甘
みと酸味が調和したあまおう苺
の風味が特徴の春を感じる華や
かな味わいの期間限定商品。
＜バターゴーフレットアソート
（バターゴーフレット・スイー
トストロベリー）8 枚入＞
定番のバターゴーフレットと期
間限定のバターゴーフレットス
イートストロベリーのどちらも
味わえる詰合せ。

参考資料 2
取扱店舗名

商品（イメージ）

予約＆受取
期間

TAOCA COFFEE
【4 月新登場】

店頭販売

WEB 予約

苦楽園 BLEND（粉／100ｇ）
WEB 予約 ￥842（税込）
店頭販売

￥850（税込）

WEB 予約
3/26〜
受取／
店頭販売
4/1〜

店頭販売

WEB 予約

【とりクロ限定】
TORiCLO BLEND
（粉／100ｇ）
WEB 予約 ￥842（税込）
店頭販売

￥850（税込）

WEB 予約

店頭販売

Drip Bag 5 個入り BOX
（苦楽園ブレンド）
￥810（税込）

WEB 予約
3/26〜
受取／
店頭販売
4/1〜

WEB 予約
3/26〜
受取／
店頭販売
4/1〜

コメント
兵庫県⻄宮市と神⼾市に店舗を
構える、スペシャルティコーヒ
ー専門の自家焙煎店です。気温
や湿度などを⾒極め毎朝焙煎。
こだわり抜いた上質なコーヒー
が日常をゆたかにしてくれま
す。
＜苦楽園 BLEND＞
TAOCA COFFEE の深煎りのブレ
ンド（粉）です。
自然豊かな苦楽園の街をイメー
ジしてブレンドしました。
新緑、澄んだ空気、差し込む
光、小鳥のさえずり…
グアテマラの透明感とコク、ブ
ラジルの甘さと滑らかな触感を
お楽しみ下さい。深いコク、ボ
ディ感とフルーツやチョコのよ
うな甘さが広がります。
＜TORiCLO BLEND＞
TAOCA COFFEE がとりクロのた
めだけに作った、ここだけの限
定ブレンドコーヒー（粉）。
TAOCA COFFEE が⼤事にしてい
るコーヒーの「甘さ」を表現し
た中深煎りのコーヒーに仕上が
りました。ブラジル、コロンビ
ア、ケニアの 3 種のブレンド。
全てがブルボン種というとても
甘い品種で構成されています。
華やかな香りにほどよいコク。
⻑く続く甘さをお楽しみくださ
い。
＜Drip Bag 5 個入り BOX
（苦楽園ブレンド）＞
TAOCA COFFEE を代表する「苦
楽園ブレンド」をドリップバッ
グにしました。
コクと甘さが感じられ、後味に
は上質なコーヒーが持つ爽やか
な余韻がおとずれます。
自分用にも手土産にも使いやす
い 5 個入り(箱)でご用意いたしま
した。

参考資料 3
取扱店舗名

商品（イメージ）

予約＆受取
期間

パンとエスプレッソと

WEB 予約

店頭販売

南森町交差点

フレンチトースト

【4 月新登場】

￥690（税込）

WEB 予約
3/31〜
受取／
店頭販売
4/6〜

コメント
海外のカフェスタイルの焼き直
しではなく、日本ならではの
「パンとコーヒー」の在り方を
追求するベーカリーカフェで
す。日本人の舌にしっくりと馴
染むパンとコーヒーを真心こめ
て提供しています。
フレンチトースト
看板商品「ムー」を使い、たっ
ぷりの生クリームを使ったアパ
レイユにじっくり浸し時間をか
けて焼き上げるので表面はカリ
ッと、中はふんわりと仕上がっ
たフレンチトーストです。
※メープルシロップ付き

※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

