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巨大ブッシュ・ド・ノエルで祝うクリスマス。本格的なチャペルで感動のひとときを 

12/22～25限定 クリスマスディナー 
 

 

 

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、運営する全国のレストランで、平成 26年 12月 22日

から 25日までの 4日間限定クリスマスディナーを開催することを決定いたしました。 

 

累計14,000件以上の結婚式を手掛けてきたエスクリは、ブランドメッセージ「All for Thank you(オール フォー 

サンキュー)※1」のもと、顧客満足度向上を目指し、婚礼に関する各業務の内製化を進めてまいりました。その

ひとつ、料理についても、老若男女問わず愉しんでいただけるようにと、和とフレンチを融合させた創作料理「ヌ

ーベル・キュイジーヌ・ジャポネ」を創り上げ、新郎新婦様はじめ、多くのゲストの方にご好評いただいておりま

す。その「ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ」をさまざまなシーンでお愉しみいただける全国のレストラン 6 施設

にて、それぞれのレストランのコンセプトに合わせた特別なクリスマスディナーをご用意いたしました。 

 

全国のレストラン 6 施設共通でご用意するのは、巨大なブッシュ・ド・ノエル※2『ブッシュ・ド・ノエル・グランデ』

です。一般的なブッシュ・ド・ノエルは、直径最大約 8ｃｍ、長さ最大約 20cm(6名～8名サイズ)ですが、今回、特

別にご用意する『ブッシュ・ド・ノエル・グランデ』は、直径最大約 25cm、長さ最大約 100cm(100名サイズの場合)

になります。この『ブッシュ・ド・ノエル・グランデ』を、普段は入ることができない、本格的なチャペルにてお召し

上がりいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 

チャペルでロマンティックなクリスマスを演出 

※写真はラグナヴェールプレミア併設チャペル 

直径最大約 25cm、長さ最大約 100cm の巨大なブッシュ・ド・ノエル 

“ブッシュ・ド・ノエル・グランデ”※写真はイメージです。 

 

直径最大約 25cm、長さ最大約 100cm の巨大なブッシュ・ド・ノエル“ブッシュ・ド・ノエル・グランデ” 

※写真はイメージです。 

 

約 15 倍の大きさ！ 



 

さらに、クリスマスディナーをご予約いただいた全てのカップルに 2つの特典をご用意いたしました。 

 

1) 有名パワースポット、安倍文殊院・白山堂のハート型『縁結び絵馬』 

※限定 400枚(予約確定順になくなり次第終了) 

和とフレンチを融合させた創作料理「ヌーベル・キュイジーヌ・

ジャポネ」を彷彿とさせる、和のクリスマス特典です。 

日本三文殊のひとつ、奈良の安倍文殊院は、平安時代、陰

陽道に優れた安倍晴明が出生したとして知られており、パワ

ースポットとして人気のお寺です。その安倍文殊院の中にあ

る、縁結びにご利益がある白山堂から、ハート型の『縁結び

絵馬』をプレゼントいたします。日本神話初めての夫婦神、伊

邪那岐命(イザナギノミコト)と伊邪那美命(イザナミノミコト)の

縁を取り持った菊理媛命(くくりひめのみこと)を祀った白山神

社の末社である白山堂の絵馬は、恋愛・良縁の成就を願うのに最適です。 

願い事をご記入いただいた絵馬は、レストランで大切にお預かりし、奉納いたします。 

 

安倍文殊院 URL：http://www.abemonjuin.or.jp/index.html 

 

2) ウエディングドレス・タキシードのレンタル料金 

総額 28万円相当をプレゼント 

※エスクリ運営の結婚式場※3で平成27年9月末までの挙式・

披露宴を平成 27年 1月までにご成約されたカップルに限る 

エスクリ運営ドレスショップ『PRIMACARA(プリマカーラ)』のウ

エディングドレス、タキシードのレンタル、総額 28 万円相当を

プレゼントいたします。高品質で豊富なデザインからお選びい

ただけます。 

   

 

■対象レストラン 

東京・銀座  ルシェクリ 

東京駅徒歩 5 分、銀座中央通りを見下ろしながらフレンチを楽しめるル

シェクリでは、フランスの 2つ星、1つ星レストランやスペイン料理、日本

料理の有名レストランで修業を積んだシェフによる、厳選食材を使った

魅力あふれるクリスマスディナーをご堪能いただけます。 

＜クリスマスディナーコース お一人様 15,000円(税・サ込) ＞ 

北海道白糠町(しらぬかちょう)産、蝦夷鹿のローストを始め 7 皿を含む

プリフィックススタイルのコース 

【住所】    東京都中央区京橋 3-7-1 相互館 110 タワー12F 

【URL】     http://lechezcrit.jp/ 

【ご予約】   03-5159-5727 (受付時間)平日 11：30～21：00/土日祝 11：30～20：00 

【営業時間】 ランチ 11：30～14：30（L.O. 13:30） ディナー18:00～23：00(L.O. 21:00) (※4) 

 

絵馬はイメージです 

 



 

東京・広尾  レス アルカーナ 広尾 

広尾駅徒歩 3 分、閑静な住宅街の中にある隠れ家的レストランです。

「お客様を、料理を通じて笑顔にする」という想いのもと、有機野菜など

本物の価値にこだわり続けるシェフが創り上げる、正統派フランス料理

のクリスマスディナーをお愉しみください。 

＜クリスマスディナーコース お一人様 9,800円(税・サ込)＞ 

素材の旨味を閉じ込めたオマール海老と、さまざまな食感の産地直送野

菜を鮮烈な赤いソースとともに。全 5皿の特別コース 

【住所】    東京都港区南麻布 5－11－15 

【URL】    http://resarcana.jp/hiroo 

【ご予約】     03-5793-8890 

【営業時間】  ランチ 11：30～14：30（L.O. 14:00） ディナー19:00～23：00(L.O. 22:00) (※4) 

 

東京・青山  レス アルカーナ 青山 

表参道駅徒歩 3分。青山エリアにひっそり佇む『レス アルカーナ 青山』

では、12 メートル吹き抜けの幻想的な空間で、食材のナチュラルな味わ

いを最大限に活かしたクリスマスディナーを感動と共にお届けします。 

＜クリスマスディナーコース お一人様 13,500円(税・サ込)＞ 

低カロリーで脂肪が少なく、鉄分豊富な大自然の恵み、北海道産蝦夷鹿

のローストを含むシェフ渾身のクリスマスディナーコース・全 5皿 

【住所】    東京都港区南青山 4-21-26 RUELLE青山 

【URL】    https://resarcana.jp/aoyama 

【ご予約】     03-5775-2233 

【営業時間】  ランチ 11：30～15：00（L.O. 13:30） ディナー17:30～23：00(L.O. 21:00) (※4) 

 

東京・池袋  レス アルカーナ TOKYO WEST 

平成26年10月、池袋の新商業施設『WACCA(ワッカ)』にNEWオープン。

6 階から 8 階のフロアごとに本格的フレンチコースを愉しめる“ダイニン

グ”、地中海ビュッフェの“ビス”、上質な料理とドリンクを提供する“カフェ

&バー”の 3業態を展開している『レス アルカーナ TOKYO WEST』では、

“ダイニング”・“ビス”で、クリスマスの特別料理をご提供いたします。 

 

【ダイニング】クリスマスディナーコース お一人様 15,000円(税・サ込) 

“旬魚介の旨みを閉じ込めたカルタファタ”を含む 6 皿のスペシャルフル

コース 

【ビス】クリスマスランチビュッフェ お一人様 3,900円(税・サ込) 

“ローストチキン・レス アルカーナスタイル”を含む 30品食べ放題 

【住所】     東京都豊島区東池袋 1-8-1 WACCA池袋 6-8F 

【URL】     http://resarcana.jp/tokyowest/ 

【ご予約】   03-5159-5727 (受付時間)平日 11：30～21：00/土日祝 11：30～20：00 

【営業時間】  ダイニング 18:00～23：00(L.O. 21:00) /ビス 11:00～15:00(L.O.14:00)※ランチ

営業のみ (※4) 



 

大阪・JR 大阪駅直結  ラグナヴェールプレミア JR 大阪駅直結。大阪ス

テーションシティ最上階・地上 150m から絶景パノラマビューを楽しみなが

ら、都内有名フレンチレストランで修業を積んだシェフが創り上げるクラシ

ックフレンチの特別クリスマスディナーをご堪能ください。 

＜クリスマスディナーコース お一人様 18,000円(税・サ込)＞ 

大西洋の碧い宝石といわれるフランス・ブルターニュ産の最高級オマー

ル・ブルーのヴァプールを始めとする全 6皿のコース 

【住所】    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 

【URL】    http://premier.lagunaveil.com/restaurant/ 

【ご予約】    06-6341-4433 

【営業時間】  ランチ 11：30～15：00（L.O. 13:30） ディナー17:30～23：00(L.O. 21:00) (※4) 

 

大阪・北新地  肉とおでん ラグリルーデン 

平成 26 年 9 月、北新地に NEW オープン。熟成肉とフレンチおでんをお

愉しみいただけるラグリルーデンでは、300時間熟成骨付き豚モモ丸ごと

ロースト、フォアグラ料理、フレンチおでんセレクション等の人気メニュー

を組み込んだクリスマスディナービュッフェをご用意しています。 

＜クリスマスディナービュッフェ お一人様 5,900円(税・サ込)＞ 

300時間熟成のジャンボンロティ(骨付き豚モモ肉のロースト)、フレンチお

でんセレクション等約 30種本格フランス料理を食べ放題でご用意 

【住所】     大阪府大阪市北区堂島浜 1-3-23 

【URL】     http://lagrillden.jp/ 

【ご予約】     06-6450-4352 

【営業時間】  ランチ 11：30～15：00（L.O. 14:00） ディナー18:00～23：00(Food L.O. 22:00/Drink 

L.O 22:30)(※4) 

 

※1 All for Thank you(オール フォー サンキュー) 

エスクリのブランドメッセージです。エスクリは、新郎新婦からゲストの皆様への「ありがとう」を伝えるために、

ウェディングプランナーやドレススタイリスト、フローリスト、サービスなどすべてのスタッフがチームとなって新郎

新婦の結婚式を創っていきたいと考えています。 

（ご参考）ブランドサイト：http://bridal.escrit.jp/ 

※2 ブッシュ・ド・ノエル 

  「クリスマスの薪」という意味のフランス生まれのクリスマス定番ケーキ。しっとりと焼き上げたスポンジ生地

を、厳選したチョコレートを使用した香り豊かなクリームでコーティングいたします。このブッシュ・ド・ノエルを 30

名様から 100 名様用に『ブッシュ・ド・ノエル・グランデ』としてご用意いたします。デザインは店舗によって異なり

ますのでご了承ください。 

※3 エスクリ運営の結婚式場 

  次ページ「会社概要」の直営店欄をご覧ください。 

※4 営業時間 

平成 26年 12月 22日から 25日までの 4日間は時間制を設けております。ご予約の際、各レストランにお問い

合わせください。  

http://bridal.escrit.jp/


 

 

 

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 2-14-1 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/  

 

【直営店】 

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 

ラグナヴェール SENDAI   宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13 

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 

アルマリアン TOKYO   東京都豊島区東池袋 1-8-1 WACCA 6F-8F 

アヴェニールクラス TOKYO   東京都豊島区東池袋 1-8-1 WACCA 6F-8F 

 

【運営受託・コンサルティング】 

XEX 日本橋、XEX TOKYO、XEX ATAGO GREENHILLS、XEX DAIKANYAMA、XEX WEST 

（運営：株式会社ワイズテーブルコーポレーション） 

ホテルシーガルてんぽーざん大阪（運営：株式会社河野総合経営システム） 

神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ（運営：株式会社ホテルニューアワジ神戸） 

ウェディングガーデンフルーランジュ（運営：有限会社ささや） 

 
IRおよび取材に関するお問い合わせ先 

株式会社エスクリ 経営戦略室 TEL: 03-3539-7631 

会社概要 

 

http://www.escrit.jp/

