2007 年 10 月吉日
株式会社フォーシーズ

ピザ＆パスタ専門店「TO THE HERBS」発
クリスマス・新店オープン情報 !!
◆クリスマススペシャルディナーを提供 !!
・
・

全店にて、2007 年 12 月 22 日（土）〜2007 年 12 月 25 日(火)の 4 日間限定
〜喜びを 2 人で分け合うクリスマス〜 をテーマにクリスマスを盛り上げる

◆「TO THE HERBS アリオ西新井店」オープン !!
・
・

2007 年 11 月 9 日（金）、「Ario（アリオ）西新井」（東京・足立区）にオープン
食事メニューだけでなく、蕎麦粉のガレットやパフェなど豊富なデザートを用意

◆「TO THE HERBS たまプラーザ店」リニューアルオープン !!
・
・

2007 年 10 月 2 日（火）、「たまプラーザテラス ゲートプラザ」（神奈川・横浜市）にオープン
「TO THE HERBS」で初めて野菜ソムリエによる厳選野菜を使用

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）が展開するピザ＆パスタの
専門店「TO THE HERBS（トゥ・ザ・ハーブズ）」では、クリスマススペシャルディナーを 2007 年 12 月
22 日（土）から 2007 年 12 月 25 日（火）までの 4 日間、全店において提供いたします。（一部店舗を
除く）
さらに、2007 年 11 月 9 日（金）には「TO THE HERBS アリオ西新井店」をオープンいたします。
また、2007 年 10 月 2 日（火）には「TO THE HERBS たまプラーザ店」をリニューアルオープンいた
しました。「TO THE HERBS」として初めて野菜ソムリエを起用しており、ソムリエによる厳選野菜を使
用したメニューはお子様連れのお客様や女性のお客様を中心に大変なご好評をいただいていま
す。
＊
「ハーブに乾杯」という意味を持つ「TO THE HERBS」は、「ハーブ・チーズ・ワインをもっと身近に、
もっとおいしく」をコンセプトに、1994 年第 1 号店がオープンしました。その後も着実に新規出店を展
開し、今回の「TO THE HERBS アリオ西新井店」のオープンにより、全国で計 25 店舗となります。立
地特性や時代の変化など、常にお客様ニーズを取り入れたメニューや店舗の開発、 こだわりのお
いしさ を追求し提供する姿勢は多くのお客様に受け入れていただいていると考えています。
今後も「TO THE HERBS」ならではの こだわりのおいしさ とサービスで、多くのお客様にくつろぎ
の時間を提供してまいります。

1

TO THE HERBS クリスマススペシャルディナー
2007 年 12 月 22 日（土）〜12 月 25 日（火）4 日間限定 !!
「TO THE HERBS」全店（一部店舗を除く）において、クリスマススペシャルディナーを 2007 年 12
月 22 日（土）から 2007 年 12 月 25 日（火）までの 4 日間限定で提供いたします。（実施店舗は、P.9
店舗一覧をご参照ください。）
今年の「TO THE HERBS」のクリスマスは、カップルのお客様を主なターゲットとし、 〜喜びを 2 人
で分け合うクリスマス〜 をテーマに、いつもより近くにお互いを感じられるような雰囲気を演出するサ
ービスを提供いたします。
料理コースは、前菜・スープ・パスタ・メイン・デザート・コーヒーのメニュー構成で、各店舗により、４，
３００円（青山店、外苑店、原宿店、たまプラーザ店、伊勢丹相模原店、成城学園店、さいたま新都
心店、御殿山店、目黒店、なんばパークス店、藤沢店）、6,300 円（横浜ワールドポーターズ店、銀座
店、田町店、汐留店、名古屋ラシック店）、10,500 円（お台場店のみ）で提供いたします。
いずれのコースも、厳選した素材と香り豊かなハーブを使用し、「TO THE HERBS」ならではのクリ
スマスに相応しい内容となっています。また、全てのコースの始めに提供する「前菜の盛り合わせ」
は、通常 1 名様分をワンプレートずつで提供いたしますが、 いつもより近くに 、 喜びを分け合う を
テーマにしたこの 4 日間は 2 名様分をワンプレートに盛り付けて提供致します。
「TO THE HERBS」のクリスマスディナーは、リーズナブルでありながらも、素材の良さが丁寧に生
かされた おいしさ 、クリスマス気分を盛り上げる充実したコース内容に毎年多くのお客様からのご
好評をいただいています。
今年のクリスマスも、カジュアルでスタイリッシュな「TO THE HERBS」で、素敵なクリスマスを過ごし
いただきたいと考えています。
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「クリスマススペシャル」概要
◆実施店舗

「TO THE HERBS」 全店
※一部店舗を除く。実施店舗は P.9 店舗一覧をご参照ください。

◆実施時期

2007 年 12 月 22 日（土）〜12 月 25 日（火）

◆申込方法

11 月より各店舗、電話・店頭にて予約受付開始。
※予約受付開始日は店舗により異なります。

◆コースメニュー内容

〜 4,300 円コース 〜
前菜
前菜 5 品盛り合わせ
スープ
チーズクリームスープ
パスタ
ロブスターのトマトクリームスパゲッティ
or
サーモンといくらのクリームソース
or
若鶏のクレソンクリームタリアテッレ
メイン
ローステッドチキン
or
かさごのソテー
デザート
苺ドームとランゴ・オ・ショコラの盛り合わせ
コーヒー or 紅茶

〜 6,300 円コース 〜
前菜
前菜５品盛合せ
スープ
チーズクリームスープ
パスタ
ロブスターのトマトクリームスパゲッティ
or
サーモンといくらのクリームソース
or
若鶏のクレソンクリームタリアテッレ
メイン
かさごのソテー
or
欧州産牛フィレ肉のソテー ペリグーソース
デザート
デザート 3 点盛り合わせ（苺ドーム・ショコラ・ムース）
コーヒー or 紅茶
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〜 10,500 円コース 〜
食前酒
スパークリングワイン（ハーフボトル） ※2 名様で１本
前菜
前菜７品盛合せ
スープ
チーズクリームスープ
パスタ
ロブスターのトマトクリームスパゲッティ
or
サーモンといくらのクリームソース
or
若鶏のクレソンクリームタリアテッレ
メイン
かさごのソテー
or
欧州産牛フィレ肉のソテー ペリグーソース
デザート
デザート 3 点盛り合わせ（苺ドーム・ショコラ・ムース）
コーヒー or 紅茶

※価格は全て税込みです。
※食材の都合により一部メニューが変更になる場合がございます。
※期間中は通常メニューも提供致しますが、12 月 24 日（月）、25 日(火)はクリスマスディナーコースのみ
を提供する店舗も一部ございます。（詳しくは各店舗へお問い合わせください。）
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「TO THE HERBS アリオ西新井店」
2007 年１１月 9 日（金）にオープン !!
東武伊勢崎線西新井駅前（東京・足立区）に新しくオープンする郊外大型商業施設「Ario（アリ
オ）西新井」の 3F レストラン街において、「TO THE HERBS アリオ西新井店」を 2007 年 11 月 9 日
（金）にオープンいたします。
お子様からご年配の方まで幅広い層のお客様が訪れることを想定し、多くのお客様にお食事とし
てもカフェとしてもご利用いただきやすい雰囲気とメニューをご用意いたします。
店内は、シックで落ち着いたダークブラウンを基調とし、入口をテラス風の開放感のあるレイアウト
にした、カジュアルでスタイリッシュな空間です。また、オープンキッチンは入口側にガレットやジェラ
ートを調理するスペースを配置しており、ガレットを焼き上げる香りやジェラートを盛り付ける様子など
が食欲を誘うとともに、臨場感を演出します。
メニューは、「TO THE HERBS」定番の「ベーコンとパルミジャーノチーズのカルボナーラ」（1,100
円）や「小海老のフレッシュトマトクリームパスタ」（1,060 円）などに加え、他店限定で提供を開始し人
気を博した「ローマ風クリスピーピザ」（950 円〜）、蕎麦粉を使ったガレット・ライ麦のクレープ各 5 種
（550 円〜）、パフェ 5 種（480 円〜）などを提供いたします。
ショッピングの合間に、小さなお子様連れの楽しいランチタイム、気軽にくつろいでいただけるティ
ータイム、夜は仕切ることも可能な個室風のエリアにて落ち着いたディナータイムを楽しんでいただく
など、お客様のシーンに応じてご利用いただきたいと考えています。
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＜ TO THE HERBS 西新井店・メニュー例＞
・ローマ風スーパークリスピーピザ ￥950〜1,630
栄養素豊富な｢全粒粉生地｣または｢プレーン生地｣からお選びいただくことができ、軽い食感と香ばしさをお楽しみい
ただけます。

・フランス『ルノートル社』最高級チョコレートのミルフィーユパフェ ￥730
パリの老舗有名菓子店「ルノートル社」の最高級チョコとサクサクのパイを使った大人のパフェです。

・クレープ＆ガレット（ライ麦のクレープｏｒそば粉のガレットから選択）
塩バターキャラメル ￥550
.キャラメルの甘さを塩が引き立てています。オレンジ風味のキャラメリゼを添えて。

「TO THE HERBS アリオ西新井店」概要
◆ 所在地

〒123-0843
東京都足立区西新井栄町 1-20-1 アリオ西新井 3F

◆ TEL

03-5888-2500

◆ 営業時間

11：00〜23：00（L.O.22：00）

◆ 定休日

施設休に準ずる
2007 年 11 月 9 日（金）
64 席
約 49.6 坪
1100 万円

◆ オープン日
◆ 席数
◆ 店舗面積
◆ 目標月商

【店舗イメージ】

6

「TO THE HERBS たまプラーザ店」
2007 年 10 月 2 日（火）にオープン !!
東急田園都市線たまプラーザ駅前に新しくオープンした「たまプラーザテラス ゲートプラザ」3F
において、「TO THE HERBS たまプラーザ店」を 2007 年 10 月 2 日（火）にオープン致しました。
「TO THE HERBS たまプラーザ店」は、「たまプラーザ東急 SC」の「スパイスボックス」において今年
9 月まで営業していましたが、同館の閉鎖に伴い、移転してのリニューアルオープンとなります。
「TO THE HERBS たまプラーザ店」は、従来以上に旬のおいしさを味わっていただくため、リニュ
ーアルを機に「TO THE HERBS」として初めて野菜ソムリエ・フルーツソムリエを起用いたしました。ソ
ムリエが厳選した食材を積極的に取り入れたメニューを提供し、今後も随時、旬の食材、珍しい食材、
地方特産の食材を紹介していきます。
店内は、ダークブラウンを基調としながらも、入口側とテラス側の大きな窓により開放感のある空間
となっています。入口では、低い位置からキッチンをガラス張りにし、小さなお子様でもピザ生地の生
成から焼き上がりまでの過程を見ることができ、楽しさや期待感を創出しています。また、客席はお
客様の利用スタイルに対応できるよう、4 タイプをご用意しています。開放感があり見晴らしの良いオ
ープンエアのテラス席、レースカーテンで仕切ることが可能なプライベートな雰囲気の席、オープン
キッチンに近い中央エリアのテーブル席、1 名のお客様から団体のお客様までご利用いただきやす
い壁側にベンチシートを設置した席の 4 タイプです。
メニューは、厳選野菜を使用したサラダ、パスタ、ピザや、デザートにはパフェ 5 種（480 円〜730
円）、フルーツソムリエが厳選したフルーツを使用した「スティックパイ」6 種（220 円〜280 円）をご用
意しています。中でも、サラダの最後の仕上げにお客様から見えるスペースにおいて素材とドレッシ
ングを混ぜ合わせる「シーザーサラダ TO THE HERBS ｓｔｙｌｅ」（ハーフサイズ 480/レギュラーサイズ
680 円）、野菜本来のおいしさをシンプルに味わえる「農園野菜のバーニャカウダ」（1480 円）は、野
菜のおいしさや新鮮さを気軽にお楽しみいただけます。また、お子様連れのお客様が多いことから
お子様用のメニューもご用意しています。
リニューアルオープンから約半月が経ちますが、訪れていただいた多くのお客様より、メニューで
使用される野菜のおいしさや開放感あふれる空間レイアウトなどへ大変なご好評をいただいておりま
す。
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＜ TO THE HERBS たまプラーザ店・メニュー例＞
・農園野菜のバーニャカウダ ￥1,480
契約農家から届いたばかりの新鮮野菜を使用し、野菜本来の味をお楽しみいただけるアンチョビ＆ガーリックで作る
温かい特製ソース バーニャカウダ をつけてお召し上がりいただきます。

・スティックパイ ￥220〜280
（ストロベリー・３種のベリー・バナナチョコ・完熟マンゴー・ミックスフルーツ・｢ルノートル社｣最高級チ
ョコレート＆ストロベリー）
フルーツソムリエが厳選した新鮮で甘味の多いフルーツを、自家製クリームとともにサクサクのパイの上にのせています。
軽い食感とフルーツのおいしさをお楽しみいただけます。

＜ TO THE HERBS たまプラーザ店・野菜ソムリエおすすめ こだわり野菜 ＞
◆水茄子：果肉をはじめ、皮までも柔らかく、生で食べられる茄子。みずみずしく、まるでフルーツの
ような野菜です。・・・使用メニュー 農園野菜のバーニャカウダ
◆全粒粉：小麦の表皮も胚芽も全て粉にした全粒粉でつくった生地は、食物繊維、鉄分などの栄養
素が豊富でミネラルやビタミンを手軽に摂取することができます。

「TO THE HERBS たまプラーザ店 」概要
◆ 所在地
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

TEL
営業時間
定休日
オープン日
席数
店舗面積
目標月商

〒160-0022
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-1-2 たまプラーザテラス ゲートプラザ 3F
045-905-0718
11：00〜22：30（L.O.21：30）
施設休に準ずる
2007 年 10 月 2 日（火）
98 席（うちテラス 34 席）
約 50.6 坪
1200 万円

【店舗イメージ】
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「TO THE HERBS 店舗一覧
東京都
＊青山店
＊外苑店
＊原宿店
＊＊銀座店
＊御殿山店
市ヶ谷店
＊＊＊ｱｸｱｼﾃｨお台場店
二子玉川店
＊成城学園店
＊目黒店
大泉学園店
＊＊田町店
＊＊汐留店
ﾏﾙｲｼﾃｨ新宿店
ｱﾘｵ西新井店
埼玉県
＊さいたま新都心店
神奈川県
横浜ｼﾞｮｲﾅｽ店
＊＊横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ店
＊たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店
＊伊勢丹相模原店
＊藤沢店
新百合ヶ丘ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ店

港区南青山 5-10-1 八品館 2F
渋谷区神宮前 2-6-1 食品衛生ｾﾝﾀｰ 1F
渋谷区神宮前 1-14-27 原宿駅前ﾋﾞﾙ 3F
中央区銀座 4-13-11 松竹倶楽部 2F
品川区東五反田 3-18-9 Duo Feel 島津山 1F
千代田区五番町 2 JR 市ヶ谷駅 2F
港区台場 1-7-1 ｱｸｱｼﾃｨお台場 5F
世田谷区玉川 2-27-5 ﾏﾛﾆｴｺｰﾄ 1F
世田谷区成城 6-10-2 成城ﾊﾅﾋﾞﾙ 1F・2F
品川区上大崎 3-1-1 ｱﾄﾚ目黒 2F
練馬区東大泉 5-43-1 ゆめりあﾌｪﾝﾃ 4F
港区芝浦 3-4-1 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｰｸ内 1F
港区東新橋 1-9-1 東京汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ内
ﾍﾟﾃﾞｨ汐留 2F
新宿区新宿 3-1-26 ﾏﾙｲｼﾃｨ新宿 CITY-1 8F
東京都足立区西新井栄町 1-20-1 ｱﾘｵ西新井 3F

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

TEL 03-5366-7600
TEL 03-5888-2500

さいたま市大宮区吉敷町 4-267-2 ｺｸｰﾝ 2F

TEL 048-600-3200

横浜市西区南幸 1-5-1 相鉄ﾋﾞﾙ B1
横浜市中区新港町 2-2-1 ﾜｰﾙﾄﾞｽﾀｰ 1F
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-1-2
たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ ｹﾞｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ 3F
相模原市相模大野 4-4-3 伊勢丹相模原店 6F
藤沢市南藤沢 1-2 LIERRE2F
川崎市麻生区上麻生 1-4-1
新百合ヶ丘ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ 5F

TEL 045-321-6991
TEL 045-222-2105
TEL
TEL
TEL
TEL

03-3499-2900
03-3404-6699
03-3423-2700
03-5565-9800
03-5793-3200
03-3511-5800
03-3599-6100
03-5797-2300
03-5490-9700
03-5437-6500
03-5947-7100
03-5419-3750
03-6253-7600

045-903-2077
042-702-5750
0466-29-8200
044-959-2191

静岡県
御殿場店

御殿場市深沢 1312 御殿場ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄﾓｰﾙ内

TEL 0550-70-1288

愛知県
＊＊名古屋ﾗｼｯｸ店

名古屋市中区栄 3-6-1 ﾗｼｯｸ 7F

TEL

大阪府
＊なんばﾊﾟｰｸｽ店

大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばﾊﾟｰｸｽ 6F

TEL 06-6635-1590

鹿児島県
鹿児島店

＊印：4,300 円コース

鹿児島市高麗町 17-5 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾌｫｰﾄ 2F

＊＊印：6,300 円コース

052-269-7077

TEL 099-285-2220

＊＊＊印：10,500 円コース

＊印の無い店舗では 1980 円のクリスマスセットをご用意致します。
＊鹿児島店のみ、個別のコースをご用意しております。

本件に関するマスコミの方のお問い合わせ先
株式会社パラフ（広報代理）

秋葉

〒102-0084 東京都千代田区二番町２番地平田ビル 4Ｆ
TEL／03-3556-7110 FAX／03-3556-7177

9

