2014 年 7 月 4 日
㈱ノバレーゼ（東証一部）

報道資料

400 平米 96 席のテラス席を開放
料理約 30 種と飲み物 54 種の食べ・飲み放題
さいたま新都心のセラフィーナで“大人のビアガーデン”初開催
けやき広場の木々と超高層ビルの夜景、星空に囲まれた好立地
ウエディングプロデュース・レストラン運営の㈱ノバレーゼ（東京都中央区、浅田剛治社長、東証一部、
資本金 6 億円）は、ニューヨークの人気カジュアルイタリアンの日本 2 号店「セラフィーナニューヨーク さ
いたま新都心店」で、96 席の広いテラス席を開放し、食べ・飲み放題のビアガーデンを、2014 年 7 月 5
日（土）～10 月 13 日（月祝）まで初開催します。
テラス席は 400 ㎡の開放的な空間で、けやき広場の
木々と高層ビルの街の夜景、頭上の満点の星に囲ま
れた好立地です。ゆったりとしたソファ席 12 席もご用意
し、“大人のビアガーデン”をお楽しみいただきます。
料理はテーブルにグリル台を設置し、ソーセージや
牛肉、豚バラ肉と海老や帆立など海鮮 3 種、茄子、南
瓜、とうもろこしなど野菜 6 種をお席に座ったままの注
文式でオーダーいただきます。その他、カツオのカル

“リッチで大人なテラスビアガーデン”（右は当社別施設）

パッチョやスモークサーモン、チキン、サラダ、パスタなど約 30 種の料理を、特設するビュッフェ台に並
べます。
ドリンクも充実しています。生ビールと赤・白ワイン、リキュール 6 種、カクテル 24 種ほか、日本酒や焼
酎、ウイスキーまで揃え計 51 種類を提供します。ソフトドリンク 3 種もご用意します。
ビアガーデンの営業時間は 17 時から 22 時で、2 時間制食べ・飲み放題で、大人 5000 円、小学生
は半額、小学生未満は無料です。
店内はピザがメーンのカジュアルイタリアンで、テラス席とは別に、通常営業します。テラス席では開
放感を、店内ではトム･クルーズやレオナルド・ディカプリオ、マドンナ、レディー・ガガほか世界を代表す
るスターらが通う NY 本店の味をお楽しみいただけます。
イベント概要
イベント名

セラフィーナ ビアテラスバーベキュー

施

セラフィーナニューヨーク さいたま新都心店

設

住

名
所

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 10 番地けやきひろば 3 階
京浜東北線さいたま新都心駅 徒歩 1 分

営 業 形 態

17：00～22：00 ※食べ・飲み放題 2 時間制 ※定休日はアリーナに準ずる

期

2014 年 7 月 5 日（土）～10 月 13 日（月祝） 17:00～22:00(L.O.20:00)

間

税 込 料 金

大人 5000 円(小学生は半額、小学生未満は無料)

連

TEL： 048-600-6060

絡

先

HP： http://www.serafina.asia/saitama/

料理・ドリンク内容
（肉類）ソーセージ、豚バラ肉、牛肉

（海鮮）海老、帆立、するめイカ

グ リ ル
（野菜）茄子、南瓜、とうもろこし、玉葱、キャベツ、エリンギ
＜前

菜＞枝豆、ミラノサラミ、チーズクラッカー、フレッシュトマト、カツオのカルパッチョ
スモークサーモンのケッカソース、

＜サ ラ ダ＞クルトン・粉チーズ・ベーコンクリスピーのサラダ、
ビュッフェ

パプリカ・姫大根・姫人参・キューリ・セロリなどのディップ
＜揚 げ 物＞ハーブ（タイム・ローズマリー）をまぶしたポテトフライ、アランチーニリゾット（ライスコロッケ）
＜パ ス タ＞冷たいカッペリーニ（ポモドーロ・バジリコ）、本日のパスタ
＜そ の 他＞スパイシーチキン

＜デ ザ ー ト＞かき氷、フルーツサングリア

＜アルコール＞生ビール、白・赤ワイン、リキュール（カシス・カンパリ・ジン・ピーチ・ラム・マリブ）
リキュール×オレンジジュース・グレープフルーツジュース・トニックウォーター・ソーダ割り
ドリンク

日本酒・焼酎・ウイスキー×水割り・ロック・お湯割り・ソーダ割り・玉露茶割り
※リキュールおよび日本酒・焼酎・ウイスキーはロックでも提供します

＜ソフトドリンク＞オレンジジュース・グレープフルーツジュース・リンゴジュース

セラフィーナについて
「セラフィーナ」は、ニューヨークに本店のあるピザがメー
ンのカジュアルイタリアンの人気店です。本国ではトム･ク
ルーズやレオナルド・ディカプリオ、マドンナ、レディー・ガ
ガほか世界を代表するスターらが通う人気店です。
「セラフィーナニューヨーク さいたま新都心店」は当社と
して、東京、韓国（ソウル特別市）に次ぐアジア 3 号店目で、
2014 年 4 月に開業しました。東京店の 1.5 倍の規模とな
る 219 席を用意する、アジア最大店舗です。
新都心店ではセラフィーナの代名詞である、直径 32cm
厚さ 6.4ｍｍの薄くて大型のピザ 18 種類（1100 円～）を特
注のピザ窯で焼き上げるほか、パスタ 21 種（1200 円～）、
野菜・肉・魚料理 11 種（650 円）、前菜 20 種（600 円～）
などイタリア北部の料理をベースにしたニューヨーク店のレ
シピそのままを提供します。
ピザは卵やガーリック、アンチョビ、生ハムなどトッピング
素材 12 種（100 円～）もあり、お客様オリジナルのピザが
作れます。価格も手ごろで、ランチはパスタのコース（サラ
ダ・本日のパスタ・コーヒーor 紅茶）が税別 800 円で、パス
タをピザにしても同 1000 円です。

会社概要
【社
名】
【住
所】
【電
話】
【資 本 金 】
【従業員数】
【売 上 高 】
【事業内容】
【連結子会社】

株式会社ノバレーゼ［英文社名］NOVARESE, Inc.［証券コード］東証一部（2128）
〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号 銀座 YOMIKO ビル 4F
03-5524-1122（代）
【設
立】 2000 年 11 月 1 日
608,825 千円 （2013 年 12 月末）
【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治
661 人（連結）、555 人（単体） ※いずれもパート・アルバイト除く（2013 年 12 月末）
2013 年 12 月期 138 億 9,400 万円（連結）
ブライダル事業（婚礼プロデュース部門、婚礼衣裳部門、レストラン部門）、レストラン特化型事業
株式会社タイムレス（コンサルティング事業）、株式会社 MARRY MARBLE（婚礼演出映像・写真）
株式会社花乃店千樹園（婚礼装花）、上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司（レストラン運営）
NOVARESE KOREA INC.（レストラン運営）

事業内容
■ ブライダル事業
（婚礼衣裳部門)
シンプルでモダンなデザインの高級ウエディングドレスのレンタル、販売
華やかでキュートなデザインのウエディングドレスのレンタル、販売

NOVARESE
ecruspose

業 務 提 携

（婚礼プロデュース部門)
都市の中心地や閑静な住宅街など利便性の良い地域を対象に、洗練された都会的イメー
ジと、高級感を演出するシンプルでスタイリッシュな内外装や空間建築を特徴とする施設
都市郊外で自然の景観に恵まれた地域を対象に、くつろぎと開放感のある高級リゾート感
のあるウエディングを演出する、自然を活かした郊外型建築を特徴とする施設
歴史的・文化的価値があり利便性の良い高付加価値建造物や、旧来型のホテル・専門式場
を当社の開発・運営手法を投入し、蘇らせた施設（下記【再】）
平均婚礼費用を上記 3 タイプより 4 割程度抑えた中価格帯施設。既存の式場･ホテル･ゲス
トハウスを改装する再生物件に特化
レストランや料亭との提携施設で挙式・披露宴やパーティの受託運営（下記【提】）

レストラン事業

（レストラン部門)
休日の披露宴や平日のレストラン営業における飲食事業を運営（下記【R】）

モノリスタイプ
アマンダンタイプ
再 生 施 設
中価格帯施設

■ レストラン特化型事業
挙式・披露宴を行わないレストラン特化型の店舗を運営（下記【R のみ】）
韓国
中国

ソウル Serafina NEW YORK Hapjeong Seoul【Rのみ】

【R】 ：通常のレストラン営業

北海道

上海 SHARI MODERN JAPANESE CUISINE【Rのみ】

【R夏季】 ：夏季限定営業

青森 フレアージュ スウィート
青森

新潟 ecruspose新潟店
石川 NOVARESE金沢

新潟モノリス【R宴・夏季】

アマンダンヴィラ 金沢【R宴】
辻家庭園～前田家家老旧横山家迎賓館～【再】【R】
京都 NOVARESE京都
北山モノリス【R】
兵庫 NOVARESE神戸

つる家【提】

芦屋モノリス【再】【R宴・夏季】
姫路モノリス【再】【R宴・夏季】
ジェームス邸【再】【R】

石川

大阪 NOVARESE大阪
心斎橋モノリス【R宴・夏季】

広島モノリス【R宴・夏季】
三瀧荘【再】【R】

山口

山形

宮城

福島

富山

群馬 栃木

山梨

埼玉

長野 東京

福井

岐阜

鳥取

兵庫 京都

滋賀

愛知 静岡 神奈川

広島

岡山

大阪

三重

愛媛

香川

奈良

岩手

新潟

島根

旧桜宮公会堂【再】【R】
広島 NOVARESE広島

秋田

モノリス

12

アマンダン

6

その他
ゲストハウス

4
(1)

【R宴】 ：各種宴会時のみ営業
ゲストハウス

高崎モノリス【R宴】
ザ ロイヤル ダイナスティ伊勢崎【再】【R宴】
栃木 ecruspose宇都宮店
宇都宮モノリス【R宴】

中価格帯施設

4

埼玉 ecruspose大宮店
大宮モノリス【R宴・夏季】
ザ ロイヤル ダイナスティ 大宮【再】【R宴】

茨城

千葉

26
[27]

群馬 ecruspose高崎店

婚礼提携

1

Serafina NEW YORK さいたま新都心店【Rのみ】
東京 NOVARESE銀座
SHARI THE TOKYO SUSHI BAR【Rのみ】
Serafina NEW YORK 丸の内店【Rのみ】
RESTAURANT IRIÉ LE JOYEUX【Rのみ】

NOVARESE

9

ecruspose

6

ドレスショップ

Jean-Georges Tokyo【Rのみ】

15

福岡
和歌山

福岡 NOVARESE福岡
天神モノリス【R宴・夏季】
フレアージュ桜坂【R】

長崎

佐賀

熊本

鹿児島

沖縄

大分

宮崎

高知

徳島

長野 ecruspose長野店

千葉 名称未定（2014年冬開業）

レストラン特化型（国内）

5

レストラン特化型（海外）

2

アマンダンスカイ【R宴・夏季】神奈川 NOVARESE横浜
愛知 NOVARESE名古屋

アマンダンヒルズ【R宴・夏季】

葵モノリス【R宴・夏季】

アマンダンブルー鎌倉【R宴・夏季】

アマンダンテラス【R宴・夏季】

横浜モノリス【R】

静岡 ecruspose浜松店
アマンダンライズ【R宴・夏季】

本件に関するお問い合わせ先
㈱ノバレーゼ 広報担当：野原 TEL: 03-5524-1199 FAX: 03-5524-1133
E-mail: nohara@novarese.co.jp

（）は今後の開業件数
[]は新規を含む合計

