2007 年 2 月 13 日
株式会社フォーシーズ
株式会社 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS
こだわりのおいしさ、楽しさ、感動を苗場で !!

㈱フォーシーズのグループ会社、㈱FOUR SEEDS FOODS EXPRESS

初のフードコート総合プロデュース・運営を開始 !!
◆「ベガスプレミアムホットドッグ」、「丹波屋」、「TO THE HERBS.Kitchen」、「UMEIYA」、
「Pizzeria Al Mare」、「Rouge Bar &Lounge」の 6 業態で展開 !!

苗場日帰りスキーセンター「N-Plateau（エヌ・プラトー）」コンフォートセンター内
2006 年 12 月 23 日（土）よりオープン !!
株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 社長：淺野秀則）の子会社で、KUA ｀AINA や
ファストフード業態の運営・展開、新業態開発を手がける株式会社 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS
（フォーシーズ・フーズ・エクスプレス）（本社：東京都港区南青山 社長：富山誠）では、苗場スキー場
が運営する日帰りスキーセンター「N-Plateau（エヌ・プラトー）」（新潟・湯沢町）内に 2006 年 12 月 23
日（土）、フードコートをオープンしました。「ベガスプレミアムホットドッグ」、「丹波屋」、「TO THE
HERBS.Kitchen」、「UMEIYA」、「Pizzeria Al Mare」「Rouge Bar &Lounge」の 6 業態で展開しています。
このフードコートはコンフォートセンター「Dorf（ドルフ）」内に位置しており、総席数約 250 席の
「N-Plateau」唯一の飲食施設です。スキーを楽しみに訪れたお客様に気軽にお楽しみいただける、ワ
ンランク上のこだわりのおいしさを提供します。
㈱FOUR SEEDS FOODS EXPRESS がフードコート全体の総合プロデュース・運営を手がけるのは今
回が初めての取り組みです。宅配ピザ No.1 の PIZZA-LA や外食事業など 16 業態を展開する㈱フォ
ーシーズの食材調達、メニュー開発、店舗オペレーションなど蓄積したノウハウを生かして実現しまし
た。
フードコートは、「ベガスプレミアムホットドッグ」、「丹波屋」、「TO THE HERBS.Kitchen」、「UMEIYA」、
「Pizzeria Al Mare」「Ｒoｕgｅ Ｂａｒ&Lounge」の６業態から成り、ファミリーやカップルなど幅広い層のお
客様に

こだわりのおいしさ を提供します。

「ベガスプレミアムホットドッグ」は、100%ポークの極太ソーセージを使った本格ホットドッグを提供しま
す。また、20 時以降にはカクテルなどのアルコールや軽食、ラグジュアリーなソファのある空間をご用
意し、ゆっくりとくつろいでいただける「Ｒoｕgｅ Ｂａｒ&Lounge」になります。
「丹波屋」は、「もち豚」など越後の地物をふんだんに取り入れた丼・カレーライスを提供します。
「TO THE HERBS.Kitchen」は、㈱フォーシーズが展開する外食事業であるピザ＆パスタの専門店
「TO THE HERBS」のおいしさを取り入れ、フードコート用の業態にアレンジしたものです。
「Pizzeria Al Mare」では、フードコート業態である「TO THE HERBS.Kitchen」と「ＰＩＺＡ−ＬＡ ＥＸＰ
ＲＥＳＳ」で得たノウハウ活かした、焼きたてのローマスタイルピザを提供する新業態です。
「UMEIYA」は、手作りのとろチャーシュー、とんこつラーメンの麺は本場博多から直送したものを使
用するなど、こだわりのあるラーメンを提供します。
12 月 23 日（土）のオープン以来、多くのスキー客の方々から大変好評をいただいております。
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㈱FOUR SEEDS FOODS EXPRESS は、㈱フォーシーズのファストフード事業部を分社化し、2005 年
10 月に設立致しました。㈱フォーシーズの様々なイートイン形式の外食事業をより気軽にお楽しみい
ただけるファストフード業態での展開、店舗運営の他、新規業態の開発を推進しています。
㈱フォーシーズでは、「こだわりのおいしさ、楽しさ、感動をすべての人に！！」を経営理念に、徹底
したメニュー開発、食材調達、店舗オペレーションなど様々なノウハウを蓄積してきました。それらのノ
ウハウを㈱FOUR SEEDS FOODS EXPRESS で活用し、フードコートなどでの展開においてシナジーを
創出しています。今回の「N-Plateau」内フードコートの「ベガスプレミアムホットドッグ」などは、お客様ニ
ーズに対応して新たに開発した業態です。このように、さまざまなフードコート用の業態開発をフレキシ
ブルに展開できる点がフォーシーズグループの一員であることの強みとなっています。
近年、フードコートはリーズナブルさに加え、 おいしさ へのニーズも高まっています。これまで㈱
FOUR SEEDS FOODS EXPRESS は、ピザ＆パスタの専門店「TO THE HERBS」から生まれた「TO
THE HERBS.Kitchen」をアリオ八尾内のフードコートに、こだわりの餃子や創作料理を提供する居酒
屋「宇明家」から生まれた麺専門店「UMEIYA」を東京タワーやバリュープラザ上尾愛宕店内のフードコ
ートに、出店しています。いずれも、気軽さと おいしさ でお客様からの人気を博しています。
今後も㈱FOUR SEEDS FOODS EXPRESS は、業態開発力、プロデュース力、運営力を生かして、
時代の要請に的確に対応するフードコートの全体プロデュース・運営を積極的に推進していきます。
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お薦めメニュー

【 ベガスプレミアムホットドッグ 】
・べガスドッグ

￥４００

・べガスチーズドッグ

￥５００

・高原キャベツのマリネサラダ

￥３００

・ホームメイドレモネード

￥３００

ベガスドッグ

【 丹波屋 】
・越後もち豚ソースかつ丼

￥９００

・漁場直送さけいくら丼

￥１０００

・和牛手作りメンチカツ丼

￥８５０

・丹波屋特製カレーライス

￥８００

越後もち豚ソースかつ丼

【 TO THE HERBS.Kitchen 】
・厚切りベーコンのナポリタン

￥９００

・たらこの和風スパ

￥９００

・シーザーサラダ

￥６００

・たっぷり野菜のミネストローネ

￥４００

厚切りベーコンのナポリタン

【 UMEIYA 】
・九州屋台ラーメン

￥７００

・岩海苔醤油ラーメン

￥８００

・特選四川坦々麺

￥１０００

・とろチャーシュー丼

￥６００

九州屋台ラーメン

【 Pizzeria Al Mare 】
・マルゲリータ

￥９００

・新鮮魚介のペスカトーレ

￥９００

・特製フレンチフライ

￥４００

・具だくさんのクラムチャウダー ￥４００

マルゲリータ
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【 Ｒoｕｊｅ Ｂａｒ & Lounge

】

・世界のビール他 全２１種のアルコールメニュー
・ラスピニ社製 ナポリサラミ

￥５００

・グラナパダーノ チーズ

￥５００

・スタッフドオリーブ

￥５００〜

￥４００

フードコート概要
◇ 所在地

〒949-6212 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 202
苗場プリンスホテル日帰りスキーセンター「エヌ・プラトー」ドルフ フードコート内

◇ TEL

025-780−9100

◇ 営業時間

7：00〜20：00
※「ベガスプレミアムホットドッグ」は 20：00〜24：00 の間、バー＆ラウンジとして営
業します。

◇ 営業期間

2007 年 4 月中旬まで：「TO THE HERBS.Kitchen」、「UMEIYA」「Pizzeria Al Mare」
2007 年 5 月 6 日まで：「丹波屋」、「ベガスプレミアムホットドッグ」※予定

◇ オープン日

2006 年 12 月 23 日（土）

◇ 面積

２３２坪

◇ 席

数

◇ 目標月商

約 250 席
３５００万円
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株式会社 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS 会社概要
社 名

株式会社 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS
（フォーシーズ・フーズ・エクスプレス）

所在地

〒107-0062
東京都港区南青山五丁目 12 番 4 号

電話番号

03-3409-0800（代表）

代表者

代表取締役 富山誠

創 立

平成 17 年 10 月 3 日

資本金

1,000 万円（平成 18 年 12 月現在）

従業員

77 名（平成１8 年 12 月１日現在）

店舗数

34 店舗（平成 18 年 12 月 1 日現在）

営業内容
1. 中華料理店の経営
2. 西洋料理店の経営
3. 食料品及び酒類の卸し、小売業、輸出入業
4. 食料品の小売業を加盟店とする連鎖組織の運営
5. 加盟店に対する市場調査、経営計画、店舗設計、財務管理、労務管理の指導・援助
並びに教育
6. 加盟店の品ぞろえの指導とこれに伴う必要商品のルートの斡旋並びに販売上必要な
資材の供給
7. 下記物品のレンタル並びに販売
①コンピュータ及び同関連機器並びにソフトウェア
②冷暖房機器、照明機器、クリーニング機器
③厨房機器、店舗用什器
8. 宅配便業
9. 全各号に附帯する一切の業務
関連親会社

株式会社フォーシーズ
（ピザーラ／TO THE HERBS／寅福／銀座有季銚／銀座天あさ／柿家鮨／
ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション／ナチュラルレストラン・ママ）
マスコミの方のお問い合わせ先
株式会社フォーシーズ マーケティング本部 宣伝企画部
〒107-0062

東京都港区南青山 5-12-4 全菓連ビル７Ｆ

TEL 03-3409-6057(直通) FAX 03-5466-7239
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