2020 年 7 月 29 日

報道資料

ハリウッドスター通う NY の人気イタリアン「セラフィーナ」
「Go To イート」に向けて、パスタもピザも料理を取り分け
小皿のコース料理を開始、シェアなし、ニューノーマル時代の飲み会需要に対応
丸の内店とさいたま新都心店で提供
レストラン・ブライダル運営の（株）ノバレーゼ（東京都中央区、荻野洋基社長、資本金 100 百万円）
は、レディー・ガガやカニエ・ウェストらハリウッドスターが通うニューヨークの人気イタリアン「セラフィー
ナ」の、丸の内店（東京）とさいたま新都心店（埼玉）で、ピザやパスタなど料理全てを小皿に取り分けて
提供するディナーコース「ソーシャルディスタンスプラン」を、2020 年 8 月 1 日（土）から開始します。
両店では、ソーシャルディスタンスを意識したレイアウト（通常席数の半分）に加え、消毒や除菌、換
気、スタッフの衛生管理などを徹底します。
シェアが一般的なイタリアンを安心してお食事いた
だく「小皿スタイル」と店内のウイルス感染対策で、ニュ
ーノーマル下のパーティー・飲み会需要に備えます。
コースの内容は、前菜からパスタ、ピザ、メーン、ド
ルチェのフルコースにフリードリンクを付けます。料理
内容は両店で異なり、各店舗で人気のメニュー構成に
します。丸の内店は全 6 皿 10 種のコース料理で、価
格は税込 6500 円です。さいたま新都心店は全 6 皿
8 種を税込 4500 円で提供します。いずれもフリードリ
ンクは 120 分の時間制です。
店舗名

セラフィーナ ニューヨーク 丸の内店

コース名

セラフィーナ ニューヨーク さいたま新都心店

感染防止対策・ソーシャルディスタンスプラン
人気前菜 4 種盛り合わせ （サラダ、カプレーゼ、

人気前菜 3 種盛り合わせ （サラダ、カプレーゼ、

前菜
サラミとハム盛り合わせ、真鯛のカルパッチョ）
パスタ

サラミとハム盛り合わせ）

旬魚介のスパゲッティーニ・アーリオ・オーリオ

シェフのオススメパスタ

〇イタリア産直輸入モッツァレッラのピッツァ・マルゲリータ

〇ピッツァの定番！マルゲリータ ・・・［1］

〇ナポリ伝統「チッチョリ」、万願寺唐辛子、

〇ピッツァ職人の気まぐれピッツァ

ピザ
スモークドリコッタのピッツァ
〇厳選牛ロース肉のタリアータ

※1 人+500 円で［1］を黒トリュフのクリームピッツァに変更可

カナダ産豚肩肉のローストと、

メーン
グリーンペッパー香味ソース 夏の味覚とご一緒に

厚切りベーコンのパワフルディッシュ

〇パティシエ特製 パイナップルと
ドルチェ

パティシエ特製ドルチェ
パッションフルーツのパブロバ

フリー

スパークリングワイン／赤・白ワイン／瓶ビール／ウイスキ

スパークリングワイン／生ビール／赤・白ワイン／カクテル

ドリンク

ー／カクテル約 10 種／ソフトドリンク各種

35 種／ウイスキー／レモンサワー／ソフトドリンク各種 他

税込価格
備考

6500 円（フリードリンク 2 時間制）

4500 円（フリードリンク 2 時間制）

・ピザはご予約時のご要望に応じて各皿にカットして取り分けます
内容が変更となる場合があります

・仕入れ状況によりメニュー

・最大 6 人まで対応可能のコースです

店舗概要
施設名
住所
交通
電話番号
営業時間
定休日
席数
備考

Serafina NEW YORK 丸の内店
セラフィーナ ニューヨーク 丸の内店
東京都千代田区丸の内 1-1-1
パレスビル B1F
大手町駅から徒歩 2 分
050-5212-7575
11:00～15:00(L.O14:30)
17:00～22:00(L.O21:00)
日曜日

Serafina NEW YORK さいたま新都心店
セラフィーナ ニューヨーク さいたま新都心店
埼玉県さいたま市中央区新都心 10
けやきひろば 3 階
さいたま新都心駅から徒歩 2 分
050-5212-7576
11:00～15:00(L.O14:30)
17:00～22:00(L.O21:00)
年中無休
50 席（通常 100 席）
40 席（通常 80 席）
店舗運営は（株）ブロスダイニング（（株）ノバレーゼ 100％出資の子会社）

銀座の和食店でも「ソーシャルディスタンス懐石」を提供
ノバレーゼでは、運営する創作和食店でも「ソーシャルディスタンスプラン」などを提供しています。
歌舞伎座の向かい奥にある、本格派の和食と神戸牛のステーキ、見た目に可愛いロール寿司などが
楽しめるカジュアルスタイルの小料理屋「SHARI（シャリ）」（銀座 5 丁目）では、国産牛のステーキ約 50
グラムと季節のお刺身（3 種）、炊き合わせ、揚げ物、焼き物、小鉢の 6 皿を木箱に美しく納めて、提供
しています。それに、見た目に可愛い、一口サイズのロール寿司 4 貫を付けて、デザートとともに、ミニ
懐石のコース料理としてお食事いただきます。

定休日
席数
備考

店舗概要
SHARI THE TOKYO
SHARI
CRAFT
SUSHI BAR
SHARI THE TOKYO
SHARI 特製
脱・3 密スタイル！
SUSHI BAR
ソーシャルディスタンス
CRAFT 特製
ソーシャルディスタンス
ミニ懐石
レディースワンプレート
特別コース
4,620 円
4,900 円
1,200 円
フリードリンク+2,200 円
同+1,650 円
同+1,650 円
中央区銀座 5-13-15
中央区銀座 2-4-18
江東区有明 3-7-2
三井ガーデンホテル銀座五丁目 2F
アルボーレ銀座ビル 8F
050-5357-5354
050-5212-7574
050-5357-5353
12:00～15:00(14:30L.O)
11:30～15:00(14:30L.O)
11:30～15:00(14:30L.O)
18:00～22:00(21:00L.O)
17:30～22:00(21:00L.O)
17:00～22:00(21:00L.O)
月曜日
月曜日
土曜日、日曜日
51 席（通常 94 席）
36 席（通常 70 席）
36 席（通常 82 席）
店舗運営は（株）ブロスダイニング（（株）ノバレーゼ 100％出資の子会社）

社名
住所
電話
資本金
売上高

会社概要
株式会社ノバレーゼ［英文社名］NOVARESE, Inc.
〒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）
創立
2000 年 11 月 1 日
100 百万円 （2019 年 12 月末）
代表者
代表取締役社長 荻野洋基
2019 年 12 月期 174 億 537 万円（連結）

店舗名

コース名
税込価格
住所
電話番号
営業時間

本件に関するお問い合わせ先
（株）ノバレーゼ 広報担当：松井
TEL.03-5524-2299 FAX.03-5524-1133
E-mail: t-matsui@novarese.co.jp

