阿倍野に新業態店舗
工房を見せライブ感演出

また不二家初の試みと

ほかにもストロベリー ナッツ＆パイン、宇治抹

売上げを目標に掲げた。 マ ン ゴ ー、 柚 子、 コ コ

バレンシアオレンジ、
２種合わせて５００個の ツ、

登場させた。開店初日は ピンクグレープフルー

０円税込）の２商品を新 ブラッドオレンジ、苺、

ティックシュー」
（２０ ク」が新登場。カシス、

ムを充填させた「大阪ス して「ヨーグルトシェイ

シューの中に同クリー

込）
、長細いスティック ラスケースに並べた。

のほっぺ」
（１２０円税 せのプチフールなどをガ

リームに変えた「なにわ や抹茶ケーキの詰め合わ

の中のクリームを同ク ほか、苺ショートケーキ

「 ぺこちゃんのほっぺ 」トなどのホールタルトの

ららぽーとエキスポシ ム ＦＡＣＴＯＲＹ」で
ンした「カントリーマア きチーズタルト（カント

（２５０円税込）に加え、

ル」
、
「窯だしパイシュー

「カントリーマアムロー

島が生んだ人気ブランド

作った「にんじん」
、広

脂肪の飲むヨーグルトで

んじんのピューレと無

プレミアムピューレとし

イーツパーク を充填している様子など

クリーム（カントリーマ

大長レモンを使った「瀬

て、加熱蒸気調理したに

に出店した。 が通路のガラス越しから

アムクリーム）
」も陳列。

戸内大長レモン」
（２８

リーマアム入り）
」
、
「窯

焼 き 立 て、も見え、通りすがりの人

カントリーマアムクリー

だしカントリーマアム」
、

作り立てをコ もライブ感を味わえるよ

ムは、カントリーマアム

店内には工房があり、

ンセプトにし うにした。工房の外観は

ンナップ。プレミアムの

０円税込）の２品をライ

あべのキュー

た不二家の新 レンガ調でカントリーら

砕いて生クリームと混ぜ

、
スイーツパークは、日 ドパパの作り立て工房」

て飲食エリアの大規模リ カ堂側に立地していた角 キ店「ケーキハウス ア の中に入れて、同時に楽

応するため、開業後初め 高めるため、イトーヨー Ｙ」
、
地元で愛されるケー かい小豆をたい焼きの皮

元商圏の顧客ニーズに対 イーツパークの視認性を ＪＩＹＡ ＦＡＣＴＯＲ クリームやアイスと、温

推移している。今回は足 るエリアに変わった。ス 本初の新業態店舗「ＦＵ 天王寺エリア初出店で生

コードを更新し、好調に に、開放的で賑わいのあ

同店限定商品として、 ヨーグルトシェイク を変える。

２商品は季節ごとに商品

をフードプロセッサーで

スイーツパ ー ク 改 装 開 店

、天
ニューアルを実施した。 店舗の雑貨店をなくし、ルモンド」
、天然素材で しめる「鯛パフェ」

今 回、 関 西 初、 大 阪 東側に新たなエントラン 作ったシフォンケーキが 王寺エリア初出店の豆・
17

15

ル第２弾として、飲食エ
リアの改装を実施してお
下１階のスイーツパーク

り、３月 日（金）に地

代に対応できる店舗構成 せることで、臨場感やシ カンカントリークッキー 汁工房 果琳」の店舗で

にした。キューズキッチ ズル感を演出する。店舗 専門店「ステラおばさん 構成。そのうち３店舗は

ンとフードコートがファ の棚の高さを統一し、見 のクッキー」
、特製のパ 同店限定商品などを揃

ミリーやママ友同士でも 通しを良くした。さらに イシュー生地で、サクサ え、差別化を図った。
席に増

ツパークは「美味しさが べられるレイアウトにし
上から、ステラおばさんのクッキー、鯛パフェ 見える 」をコンセプト た。

３面 天恵製菓 新工場竣工
４面 カルビー、阪急にコロッケ店
８面 無形遺産「京の菓子文化」

安心して食事を楽しめる イートインコーナーの座 ク食感が特徴の「ビアー
席から

48

加させ、 人でもファミ

場所となり、席数も 増 席は
やし８００席にした。

36

また地下１階のスイー リーでも気軽に座って食

1

がリニューアルオープン
した。
新規出店、移転・改装
する 店舗は２月より７

50

目の大規模リニューア

ト㈱が運営）は開業６年 よ る フ ァ ッ シ ョ ン・ ト 客数とも開業からのレ 日の利用まで、幅広い世 した。各店舗の厨房を見 種類前後を届けるアメリ 作ったジュースバー「果

急不動産ＳＣマネジメン ナントのリニューアルに アル以降、売上高・来場 店。日常使いから特別な に開放的なエリアに刷新 レシピのなかから毎日

ム」
、フルーツ専門店が

（東急不動産㈱および東 は、物販エリアのキーテ 拡充した結果、リニュー 業態店舗など 店舗が出 でも入ってきやすいよう アン」
、１００種類近い 子 の 専 門 店「 ナ ッ ツ ダ

「あべのキューズモール」第一弾の大規模改装で リー向けのコンテンツを 初、天王寺エリア初、新 スを作ることでどこから 揃うショップ「キャリー ナッツ類を使用したお菓

ショッピングセンター プンする。昨年実施した レンド性の強化、ファミ

たもの。

業態店舗。プ しい手作り感を演出。フ

チーズタルト える。

マアム入りの の前でシェイクしてもら

チカントリー ローズンヨーグルトは目
限定商品の２品

10

ズモールのス シュー生地にクリーム

市阿倍野区の 提案していく。

17
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あべのキュー ズ モ ー ル

工房が見える店舗

、大阪 など、新しいスイーツを ティ（吹田市）にオープ 取 り 扱 わ れ て い る「 焼 タルト、モンブランタル 茶、黒ごまの アイテム
る新業態店舗「ＦＵＪＩ が３月 日（金）

㈱不二家の日本初とな ＹＡ ＦＡＣＴＯＲＹ」やフローズンヨーグルト

不二家
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