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住みたい街ランキング＆女性人気急上昇の池袋に 

10/1（水） フレンチレストラン NEWオープン！ 

“一人暮らしの働く女性応援！オープン記念キャンペーン”のお知らせ 

挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル企業の株式会社エスクリ（本社：東京都港区、代表取締役社長：

岩本博、東証一部：証券コード 2196 以下、エスクリ）は、平成 26 年 10 月 1 日（水）に、池袋の新商業施設・

WACCA（ワッカ）の 6F・7F・8Fにレストラン『レス アルカーナ TOKYO WEST(トーキョー ウェスト)』をオープンい

たします。 

 

『レス アルカーナ TOKYO WEST』は、広尾、青山で気軽にワインを楽しめるレストラン『レス アルカーナ』の

姉妹店です。ブライダルで長年経験を積んだフレンチシェフが、各業態（カフェ＆バー、ビュッフェ、ダイニング）

にあわせて、至福のお料理をご提供いたします。（店舗概要は 2ページ目に記載） 

 

『レス アルカーナ TOKYO WEST』オープンを記念して、住みたい街ランキング＆女性人気急上昇の池袋を

さらに盛り上げるため、“一人暮らしの働く女性応援！オープン記念キャンペーン”を実施いたします。 

 

一人暮らしの働く女性応援！オープン記念キャンペーン概要 
キャンペーン期間：平成 26年 10月 1日（水）～10月 31日（金） 

 

■6F レス アルカーナ TOKYO WEST カフェ＆バー 

女性限定パティシエ特製スイーツを無料でプレゼント 

 

■7F レス アルカーナ TOKYO WESTビス 

ビュッフェ料金 予価 1,600円(税抜)⇒女性限定で 20％オフ 予価 1,280円(税抜) 

 

■8F レス アルカーナ TOKYO WESTダイニング 

女性を含む 2名様以上でご来店の場合、ボトルワイン 1本プレゼント 

 

NEWS RELEASE 



 

■店舗概要 

レス アルカーナ TOKYO WEST ダイニング 

 「ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ」というスタイルをベースに、日本

ならではの豊かな風土が育てた食材を活かした体に優しいフランス料

理をお楽しみいただけます。ブライダルで長年経験を積んだ料理人が

至福の料理をご提供いたします。 

【住所】東京都豊島区東池袋 1-8-1 8F（建設中） 

【URL】未定 

 

レス アルカーナ TOKYO WEST ビス 

 広尾、青山で気軽にワインを楽しめるレストラン『レス アルカーナ』

からもうひとつのスタイル、ビュッフェスタイルをご提案。ランチタイム

限定のビュッフェで「ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ」を心行くまでご

堪能ください。 

【住所】東京都豊島区東池袋 1-8-1 7F（建設中） 

【URL】未定 

 

レス アルカーナ TOKYO WEST カフェ＆バー 

カフェタイムは、ウェディングケーキやブライダルのデザートを担当

するパティシエによる、華やかで見た目にも楽しいスイーツを。 

夜は大人の女性をターゲットに上質なお料理とワインをお楽しみい

ただけます。 

【住所】東京都豊島区東池袋 1-8-1 6F（建設中） 

【URL】未定 

 

 

 

代表取締役社長 岩本博による『WACCA池袋への新規出店 プレス向け説明会』開催決定！ 

 

日時：平成 26年 9月 18日（木） 12:30～13:30 

会場：WACCA8F『アヴェニールクラス TOKYO』 チャペル 

 

平成 26年 9月 18日（木）に開催される、栄真株式会社主催『WACCAプレス発表会』にお越しいただくマスコ

ミ・プレス関係者に、エスクリの代表取締役社長 岩本博が WACCA 内に新規出店する結婚式場『アルマリアン

TOKYO』、『アヴェニールクラスTOKYO』とレストラン『レス アルカーナTOKYO WEST』等についてご説明いたし

ます。後半では、専務執行役員 渋谷守浩、ブライダル支配人、レストラン支配人による館内のご案内も予定し

ております。 

 

当説明会にご参加をご希望の方は、事前に「経営企画部 TEL:03-3539-7631」までご参加のご連絡をいた

だけますようお願いいたします。 

 

 

TEL:03-3539-7631


 

 

 

 

社 名 ： 株式会社エスクリ 

設 立 ： 平成 15年 6月 

資 本 金 ： 5億 4,731万円（平成 26年 6月 30日現在） 

所 在 地 ： 東京都港区西新橋二丁目 14番 1号 興和西新橋ビル B棟 

上場市場 ： 東京証券取引所市場第一部（証券コード 2196） 

従業員数 ： 651名（平成 26年 3月末時点グループ全体 パート・アルバイト除く） 

年 商 ： 連結 223億 48百万円（平成 27年 3月期計画） 

代 表 者 ： 代表取締役社長 岩本 博 

事業内容 ： 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業 

U R L ： http://www.escrit.jp/  

 

ア･ラ・モード・パレ&ザ リゾート  兵庫県神戸市東灘区向洋町中 7-1-7 

ラグナヴェール AOYAMA   東京都港区南青山 4-21-26 RUELLE青山 

ロザンジュイア    東京都港区南麻布 5-11-15 

ラグナスイート ホテル＆ウェディング名古屋 愛知県名古屋市中区錦 3-12-13 

ラグナスイート ホテル＆ウェディング新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-6-6 

ラグナヴェール TOKYO   東京都中央区京橋 2-5-18 京橋創生館 8F、12F-13F 

ラグナヴェール NAGOYA   愛知県名古屋市東区東桜 1-1-10 Blossa（ブロッサ）2F-3F 

ザ マグナス TOKYO   東京都中央区銀座 7-8-10 FUKUHARA GINZA ビル 9F-11F 

ラグナヴェール PREMIER   大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 大阪ステーションシティ 

     ノースゲートビルディング 28F 

ラグナヴェール OSAKA   大阪府大阪市北区堂島浜 1-3-23 

シャルマンシーナ TOKYO              東京都渋谷区神宮前 4-5-6 

アンジェリオン オ プラザ TOKYO   東京都中央区京橋 3-7-1相互館 110 タワー 11F-12F 

アルマリアン FUKUOKA               福岡県福岡市中央区今泉 1-22-17 

RESOLA SOUTH TERRACE 2～9F 

≪開業予定≫ 

アルマリアン TOKYO   東京都豊島区東池袋 1-8-1（建物未完成のため住所未定） 

アヴェニールクラス TOKYO   東京都豊島区東池袋 1-8-1（建物未完成のため住所未定） 

ラグナヴェール SENDAI   宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13 

（建物未完成のため住所未定） 

アンジェリオン オ プラザ SENDAI  宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13 

（建物未完成のため住所未定） 

 

 
お問い合わせ先 

IRおよび取材に関するお問い合わせ 経営企画部 TEL:03-3539-7631 

会社概要 

 

http://www.escrit.jp/

