2018年4月6日
株式会社ベストブライダル

報道関係者各位

名古屋の結婚式場3店舗を期間限定で一般開放！趣きの異なる
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店舗を期間限定で一般開放！趣きの異なる 種のビアガーデンを開催
種のビアガーデンを開催

■『ボタニカル＆スイートビアガーデン』
ボタニカル＆スイートビアガーデン』 丸の内アプローズスクエア名古屋
■『シーフード＆ナイトプールビアガーデン』
シーフード＆ナイトプールビアガーデン』 名古屋港セントグレース大聖堂
■『肉バルビアガーデン』
肉バルビアガーデン』 星ヶ丘アートグレイスクラブ
2018年
年6月
月1日（金）～
日（金）～9月
日（金）の特定日 ※会場により開催日が異なります
日（金）～ 月28日（金）の特定日
ゲストハウスウエディングを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塚田正之）では、
愛知県名古屋市で展開する3つのゲストハウスウエディング会場「丸の内アプローズスクエア名古屋」「名古屋港セントグ
レース大聖堂」「星ヶ丘アートグレイスクラブ」を2018年6月1日（金）～9月28日（金）まで※）期間限定で一般開放し、それぞ
れ内容の異なる3種のビアガーデンを開催します。※）会場により開催日が異なります。

■『ボタニカル＆スイートビアガーデン』
ボタニカル＆スイートビアガーデン』 会場：丸の内アプローズスクエア名古屋
「女性が嬉しい」をテーマに、野菜をふんだんに取り入れた“30種類以上の彩り野菜サラダ”は、見た目も華やかに、楽しくカス
タマイズする自分だけのオリジナル料理。また、“ビアガーデンの空間でデザートも堪能したい！という女性の願いを叶えたデ
ザートブッフェコーナーもご用意。見た目も可愛いカスタマイズできるマカロンなどのスイーツを10種類ご提供。また、お腹を満
たすビールに合うローストビーフを取り入れた肉料理や魚料理などもラインナップ。ドリンクも楽しんで頂ける“特製カクテル
ブッフェ”でお飲物も豊富に揃います。全てがフォトジェニックな“ピンク×ジュエル”をイメージした宝石を散りばめたかのような
極上空間で、 「女性が嬉しい」を詰め込めこんだ『ボタニカル＆スイートビアガーデン』をお楽しみいただけます。

■『シーフード＆ナイトプールビアガーデン』
シーフード＆ナイトプールビアガーデン』会場：名古屋港セントグレース大聖堂
まるで海外リゾートのようなプール付の邸宅で、贅沢なシーフード料理をプールサイドでも楽しめるワンランク上のビアガーデ
ン。新鮮な魚介食材を中心に、「シーフードパエリア」やグリルで目の前で焼く「天使の海老のブロシェット」など、舌鼓を打つよ
うなメニューをご用意。ドリンクメニューもプールサイドをイメージした数種のカクテルをご提供。また、オプションメニューでは、
話題沸騰中の「ロブスターロール」や、皆さんでシェアいただける豪華な「鯛の塩釜焼き」もご注文可能。きらめくスポットや異
国情緒漂う夜のプールサイドで特別な料理を味わえる『シーフード＆ナイトプールビアガーデン』をお楽しみいただけます。

■『肉バルビアガーデン』
肉バルビアガーデン』会場：星ヶ丘アートグレイスクラブ
肉好き女子、美味しいお肉を沢山食べたい方には堪らない『肉バルビアガーデン』を期間限定開催。「山盛りの骨付きスペアリ
ブ」や、「牛肉のピラフ」などの肉料理はもちろん、牛ロース肉をお客様の目の前で焼き上げるライブパフォーマンスで焼きたて
を存分にお楽しみいただけます。また、約50種類のフリーフローでは、“お肉×ジン”をテーマに20種類以上のカクテルをご準
備。更にオプションメニューでは、ここでしか味わえない「大人のご褒美バーガー」をご用意。150ｇ牛肉パテに、フォアグラ、
トリュフ、特大ベーコンを挟んだ、特製バーガーに注目。肉！肉！肉！三昧な『肉バルビアガーデン』をお楽しみいただけます。

■ボタニカル＆スイートビアガーデン
ボタニカル＆スイートビアガーデン メニュー内容
＜お料理＞ブッフェ提供
●おつまみ＆サラダ
・30種類以上の彩り野菜のお好みサラダ 色々ドレッシング
（お客様自身でカスタマイズ）
・自家製ピクルス ・ガーリック枝豆
・ナスとトマトの和風マリネ
・海草とレンコンのメランジェ ・赤いミネストローネ

●肉＆魚

30種類以上の具材を使い、自
分だけのオリジナルサラダに

・スモークサーモンとポテトの香草パン粉焼き
・夏野菜とゴロゴロベーコンのグラタン
・ポテサラと野菜たっぷりスパニッシュオムレツ
・ネギ塩ソースの柔らか鶏モモ肉の唐揚げ
・しっとり焼き上げたローストビーフ お好みのソースで

●ご飯＆パスタ＆パン
・大葉ジェノベーゼと有機豆乳のクリーミーパスタ
・野菜たっぷりボリュームサンド
（お客様自身で具材をトッピング）
・色々野菜のラザニア
・ココナッツ風味のタイ風グリーンカレー

ボリュームサンドは、野菜
たっぷりで女性に嬉しい一品

●デザート
・ ロールケーキタワー ・桃のムース/ピンクスパークリング風ジュレ
・青いグレープフルーツのジュレ ・かき氷（ごろごろフルーツのソース3種）
・とろーりクリームのティラミス ・ミックスフルーツのマチェドニア
・トライフル
・5色のカスタマイズマカロン(お好きなクリームをかけて)
デザートも充実！
・苺のシフォンケーキ(お好きなクリームをかけて)

＜お飲物＞フリードリンク
・生ビール
・スパークリングワイン
・ワイン（赤/白）
・ウィスキー
・【カクテルブッフェ】
アルコール（カシス、ジン、ラム、ウォッカ、マリブ、カンパリ）
ノンアルコール（グリーンアップル、ミント、スイカ等）
ガニッシュ（ミント、ローズマリー、ライム、レモン、パイナップル等）
※日によって内容に変更の可能性があります。

・ソフトドリンク（ウーロン茶、オレンジ、クランベリー、アップル、ジンジャーエール）

■『ボタニカル＆スイートビアガーデン』
ボタニカル＆スイートビアガーデン』開催概要
開催場所：
住所：
アクセス：
開催期間：
開催時間：
料金：

丸の内アプローズスクエア名古屋
愛知県名古屋市中区丸の内2-9-36
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」2番出口徒歩2分
2018年6月1日（金）～9月28日（金）の特定日
18:00～21:00（うち2時間制）
大人 5,500円 / シニア 5,000円（65歳以上要証明）
小学生 2,500円 / 未就学児（3～6歳）750円
2歳以下無料 ※税･サービス料込
グループ特典： 大人10名以上のご利用でお一人様5,000円
※税・サービス料込 ※3日前までに要予約
貸切プラン：
30名様以上のご利用で開催日以外での貸切りも可能
（お電話にてお問い合わせ下さい）※1名5,500円～
料理：
料理15種類、デザート10種類（ブッフェ提供）
飲み物：
アルコール5種類＋カクテルブッフェ、ソフトドリンク6種類
お問合せ：
052-385-3394（12:00～20:00）
※月・火休館日
ＨＰ：
https://reservation.yahoo.co.jp/restaurant/detail/s000170372/
▲テラスイメージ

■シーフード＆ナイトプールビアガーデン
シーフード＆ナイトプールビアガーデン メニュー内容
＜お料理＞ブッフェ提供
●冷製料理
・本日の鮮魚と香味野菜のエスカベッシュ
・魚介のセビーチェ
・カラフルミックスサラダ 3種のドレッシングとコンディメント
・サラダチキンとローストポテトのコブサラダ
シーフードをふんだんに
・プリプリシュリンプ・サンドイッチ
使用したメニュー内容
・ガーリック枝豆
・小さなオードブル（オマールフラン・サーモンタルタル・とうもろこしス
ープ）

●温製料理
・ポップコーンシュリンプと皮付きポテトフライ
・旬魚のフリット セントグレーススタイル
・シェフ特製 若鶏の唐揚げ ・鱸のブイヤベース仕立て
・シーフードパエリア ・サーモンのクリームパスタ
・セントグレース特製ビーフカレー

●グリル料理
・天使の海老のブロシェット
・豚肩ロースとソーセージ
・グリル野菜

●オプションメニュー
・ロブスターロール ¥1,980
・鯛の塩釜焼き ¥4500（要予約）

●デザート
・チョコミントのマカロン
・ハワイアンブルーのシフォンケーキ
・カキ氷

▲オプションメニューも豊富にご用意

＜お飲物＞フリードリンク
●アルコール

●ノンアルコール

・生ビール（キリン1番搾り）
・ノンアルコールビール
・樽詰めサワー(日替わり)
・アクアブルーノンアルコールカクテル2種
・スミノフレモネード(日替わり)
・ソフトドリンク各種
・赤・白ワイン（バリグール）
（オレンジジュース/アップルジュース
・焼酎（麦・芋）
グレープジュース/コーラ/ジンジャエール/烏龍茶）
・カクテル
※セントグレースオリジナル「カラフルカクテル5種」

■『シーフード＆ナイトプールビアガーデン』
シーフード＆ナイトプールビアガーデン』開催概要
開催場所：
住所：
アクセス：
開催期間：

名古屋港セントグレース大聖堂
愛知県名古屋市港区野跡3-7-9
あおなみ線「野跡駅」より徒歩1分
2018年7月7日（土）～8月26日（日）の特定日
・7月（7・8・13・14・15 ※日）
※）15日のみ、「シーフード＆ナイトプールガーデンin カーサ・ドルチェ邸」開催
・8月（10・11・12・25 ※ ・26日）
※）25日は、19:00～開催

開催時間：
料金：

18:00～21:00（うち2時間制）
大人 5,500円 / シニア 5,000円（65歳以上要証明）
小学生 2,500円 / 未就学児（3～6歳）750円
2歳以下無料 ※税･サービス料込
グループ特典： 大人10名様以上のご利用でお一人様5,000円

▲メイン会場 ナイトプール テラスイメージ

※税・サービス料込 ※3日前までに要予約

貸切プラン：

20名様以上のご利用で開催日以外での貸切りも可能
（お電話にてお問い合わせ下さい）※1名5,500円～ご案内

料理：
飲み物：
お問合せ：
ＨＰ：

前菜7種類、温製料理10種類、デザート3種類（ブッフェ提供）
アルコール10種類、ノンアルコール3種類、ソフトドリンク6種類
052-685-0038（12:00～20:00） ※月・火休館日
https://reservation.yahoo.co.jp/restaurant/detail/s000170352/

▲カーサ･ドルチェ邸

■肉バルビアガーデン
肉バルビアガーデン メニュー内容
＜お料理＞ブッフェ提供
●冷製料理

●デザート

・自家製サーモンのカルパッチョ
3種のヴィネグレットと5種のコンディメント
・ポテトサラダと半熟卵 ベーコンのクリスティヤン
・本日の冷製スープ
・イタリア産サラミのカラフルシーザーサラダ
・パテ・ド・カンパーニュとコールドビーフ
・枝豆のアンチョビガーリック和え
・トマトとバジルの冷製パスタ

・ナティージャ（シナモン風味のプリン）
・フルーツマチェドニア
・オレンジゼリー
・かき氷（５種のシロップ）

●温製料理

●オプション
大人のご褒美贅沢三昧バーガー
(150ｇ牛肉パテとフォアグラと
特大ベーコンとトリュフのハンバーガー) ▲フォアグラ、トリュフ等を使用した贅沢な一品
1個 1,500円

・ポテトフライ
・若鶏のスパイス揚げ
・ブルーミングオニオン
・トマトとモッツァレラチーズのオーブン焼き
・ごろごろ野菜のスパニッシュオムレツ
・ミラノ風照り焼きピザ
・砂肝とマッシュルームのアヒージョ
・夏野菜とトマトのブーレット
・山盛り骨付きスペアリブ
・牛ロース肉のステーキ特製ソースで
(目の前で焼くとびきりステーキ)
・鶏ムネ肉のポッシェとジャスミンの炊き込みご飯

▲シェフが目の前で
お肉を焼き上げます

＜お飲物＞フリードリンク
●アルコール
・生ビール
・黒ビール
・ハーフ&ハーフ
・シャンディーガフ
・ハイボール
・ジンジャーハイボール
・コークハイボール
・フレーバーハイボール3種

・カクテル
モスコミュール
スクリュードライバー
ビッグアップル
ブルドック
ジントニック
オレンジブロッサム
ジンバック
ジンリッキー

カシスオレンジ
カシスソーダ
ファジーネーブル
ピーチモーニ
チャイナブルー
ライチアップル
スプモーニ
カンパリオレンジ

・焼酎（芋・麦）
・スミノフレモネード

・ワイン（赤/白）
・サングリア（赤/白）
・ワインカクテル
キティ
カリモーチョ
カーディナル
キール
スプリッツァー
ビアスプリッツァー
オペレーター

▲焼きたてのお肉は絶品

●ノンアルコール
・ノンアルコールカクテル５種
（日替わりスタッフおすすめ）
・ソフトドリンク各種
(烏龍茶/オレンジ/アップル/コーラ/
ジンジャエール)

■『肉バルビアガーデン』
肉バルビアガーデン』開催概要
開催場所：
住所：
アクセス：
開催期間：

星が丘アートグレイスクラブ
愛知県名古屋市名東区名東本町180
地下鉄東山線「星ヶ丘駅」 4番出口 徒歩5分
2018年7月20日（金）～8月24日（金）の特定日
・7月（20･21･22・27・28 ※ ・29日） ※）28日は、19:30～開催
・8月（3・4・10・11・12・17・18 ※ ・24日）
※）18日のみ、「肉バルビアガーデンinパリ邸」を開催

開催時間：
料金：

18:00～21:00（うち2時間制）
大人 5,500円 / シニア 5,000円（65歳以上要証明）
小学生 2,100円 / 未就学児（3～6歳）750円
2歳以下無料 ※税･サービス料込
グループ特典： 大人10名様以上のご利用でお一人様5,000円

▲メイン会場 テラスイメージ

※税・サービス料込 ※3日前までに要予約

貸切プラン：

20名様以上のご利用で開催日以外での貸切りも可能
（お電話にてお問い合わせ下さい）※1名5,500円～

料理：
前菜7種類、温製料理11種類、デザート4種類（ブッフェ提供）
飲み物：
アルコール35種類、ノンアルコール5種類、ソフトドリンク6種類
お問合せ：
052-789-0886（12:00～20:00） ※月・火休館日
ＨＰ：
https://reservation.yahoo.co.jp/restaurant/detail/s000170371/

▲パリ邸

本件に関するお問合せ先
株式会社ツカダ・グローバル ホールディング 広報担当：石川・岩田・岩崎
〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10 恵比寿ビル8F
TEL:03－5464－0108/Fax:03－6690－2664 URL：http://www.tsukada-global.holdings/

