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2020 年 12 月 24 日

報道関係各位

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

人気のパンが詰まった福袋が登場︕
とりクロ阪急⼤阪梅田駅店 1 月の限定アイテム

い

お

い

たけし

株式会社ライフデザイン阪急阪神(本社:⼤阪市北区/代表取締役: 五百井 健至)と株式
あお き

しん じ

会社エキ・リテール・サービス阪急阪神(本社:⼤阪市北区/代表取締役社⻑:⻘木 眞治）が
と

り

ク

ロ

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
月その月だけの限定アイテムを販売しています。
1 月はパンの福袋が登場︕食パンが人気の俺の Bakery はパンと紅茶をオリジナルの
トートバッグに詰めた 2,500 円相当の「HAPPY NEW YEAR BAG」、クリームパン専
門店キンイロは⼲⽀の丑をかたどったパンやとりクロ限定︕鮮やかな紅色のクリームパ
ンが入った「HAPPY NEW YEAR セット」など、新春だけのお楽しみをお届けします。
そのほか、FRUIT GARDEN 山口果物のとりクロ１月限定「3 種の国産いちごサン
ド」、1 月限定フレーバー2 種が入ったカヌレ堂 CANELÉ du JAPON の「カヌレ８種類
アソートボックス」、OYATUYA.ISU のとりクロ限定「ひとくちチーズケーキ 5 本セッ
ト」などを取り揃えました。WEB 予約限定アイテムもありますので、お⾒逃しなく︕


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

俺の Bakery 心斎橋店
【とりクロ限定】

WEB 予約

店頭販売

HAPPY NEW YEAR BAG
￥1,500（税込）

WEB 予約
12/29〜
受取／
店頭販売
1/4〜10

コメント
素材と味にこだわったパン 3 種
とスリランカ発の⽼舗ブランド
ジョージスチュアートティーの
フレーバーティーバック５袋を
オリジナルトートバッグに詰め
ました。
⿊⾖のクロワッサン
俺のオリジナル、フランス産発
酵バターをたっぷり使⽤したク
ロワッサン⽣地に丹波⿊⾖を巻
き込みました。福袋のみでの限
定販売︕
トリュフのフォカッチャ
⻑時間発酵させた⽣地にトリュ
フをふんだんに混ぜ込んだ贅沢
フォカッチャ。ローストビーフ
や⽣ハムなどと相性抜群です。

カヌレ堂 CANELÉ du JAPON
【1 月限定】

WEB 予約

カヌレ８種類アソートボックス
￥1,200（税込）

WEB 予約
①1/6〜
②1/13〜
③1/20〜
受取
①1/12
②1/19
③1/26

FRUIT GARDEN 山口果物
【とりクロ 1 月限定】

WEB 予約

3 種の国産いちごサンド
￥900（税込）

WEB 予約
①1/8〜
②1/15〜
③1/22〜
受取
①1/14
②1/21
③1/28

栗とカシス（1 斤）
ケーキのような⽣地に栗のペー
ストと⽢露煮、カシスのピュー
レを巻き込んだデザート食パン
です。おみやげやティータイム
に最適︕
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。
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、みかん(1 月限定)、白ごま
(1 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。
1 月の限定フルーツサンドは 3
種類の国産いちご（あまおう、
ゆめのか、⼥峰）を使⽤した限
定のフルーツサンドです。
※要冷蔵

参考資料 2
取扱店舗名

商品（イメージ）

予約＆受取
期間

クリームパン専門店キンイロ
【とりクロ限定】

店頭販売

WEB 予約

HAPPY NEW YEAR セット
WEB 予約 ￥1,296（税込）
店頭販売

￥1,300（税込）

WEB 予約
①1/6〜
②1/7〜
③1/12〜
④1/13〜
受取／
店頭販売
①1/12
②1/13
③1/18
④1/19

コメント
⽼舗蜂蜜専門店が営むクリーム
パン専門店。贅沢なクリームパ
ン 3 種類（各 1 個）のセット。
anto・mitsu あんと蜜
京都の⽼舗・⽢党茶屋「梅園」
とコラボしたあんことはちみつ
クリームがあわさった絶妙なコ
ラボクリームパン。梅園こだわ
りのこしあんとハンガリー産ア
カシア蜂蜜を使⽤したカスター
ドホイップを⿊糖のパン⽣地に
とじ込めました。さらにクルミ
を加え食感のアクセントに。
ushi・san 丑さん
HAPPY 乳 Year︕ 2021 年の⼲
⽀・丑の顔のパンにハンガリー
産アカシア蜂蜜と濃厚ミルクで
つくったミルキーなカスタード
クリームを詰め込みました。
aka・iro 紅色
新年の幕開けにふさわしい鮮や
かな紅色のパン⽣地に、カナダ
産ラズベリー蜂蜜で炊き上げた
苺のコンフィチュールと蜂蜜カ
スタードホイップを混ぜ合わせ
たクリームをたっぷりと詰め込
みました。
※要冷蔵

OYATUYA.ISU
【とりクロ限定】

WEB 予約

店頭販売

ひとくちチーズケーキ 5 本セッ
ト
￥850（税込）

WEB 予約
①12/31〜
②1/14〜
③1/21〜
受取／
店頭販売
①1/6
②1/20
③1/27

１つ１つ⼿作業で⼤切に焼き上
げた焼き菓子。ナッツやフルー
ツなどいろんなトッピングを乗
せたスティック状のひとくちチ
ーズケーキを 5 本セットにしま
した。
かぼちゃとクリームチーズ、ベ
リー、くるみとリンゴと紅茶、
キャラメルナッツチョコ、⿊⾖
とクリームチーズ
※要冷蔵

※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

