
報道関係者各位

童話“不思議の国のアリス”の世界へいざなうスイーツ＆フードイベント！
季節のお花を使ったワークショップも同時開催！

『不思議の国のアリス アフタヌーンティー～Alice’s Autumn Trip～』
『不思議の国のアリス ハイティー～Alice’s Adventure in Wonderland～』

開催日程：2021年9月4日（土）～11月13日（土） ※特定日
開催場所：星ヶ丘アートグレイスクラブ

2021年 8月20日
株式会社ベストブライダル

本件に関するお問合せ先

株式会社ベストブライダル 広報担当：岩田
TEL:052-861-7869/Fax:052-861-7867 E-mail／bb-pr@bestbridal.co.jp

▼イメージ画像

ゲストハウスウエディングを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塚田正之）が運営する結
婚式場 星ヶ丘アートグレイスクラブ（所在地：愛知県名古屋市名東区名東本町180 ）では、2021年9月～11月の特定日に会場を一

般開放し、“不思議の国のアリス”をテーマとしたスイーツやお食事を楽しめるアフタヌーンティーとハイティーを販売いたします。

『不思議の国のアリス アフタヌーンティー～Alice’s Autumn Trip～』3,500円（消費税・サービス料込）
『不思議の国のアリス ハイティー～Alice’s Adventure in Wonderland～』4,500円（消費税・サービス料込）

アフタヌーンティーは、不思議の国のアリスの物語から着想した金木犀と杏仁ライチの爽やかな帽子屋パフェや、チョコミント味のオ
ペラ、ブラックラム酒を使用しオレンジの皮のアクセントが特徴の大人で上品な味の“オレンジマロンのうさぎさんムース”などのス
イーツをご用意。ハイティーでは、チェス盤をイメージし、チェスの駒を基にした物語の登場人物をお料理で表現しました。

また、結婚式場専属のフローリストが指南する、季節のお花を使ったスワッグ作り体験もお楽しみいただけるワークショップを開催。
優雅な空間と午後のひとときで、スイーツやお食事とともに芸術の秋を堪能ください。

※弊社では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の国内での発生状況を踏まえ、お客様及び関係者の健康・安全面を第一に
考慮し、感染拡大防止策を徹底してまいります。詳細はこちら：https://www.bestbridal.co.jp/images/top/20200512.pdf

また、社会情勢により、一部店舗の営業休止・営業時間変更等を実施する場合がございます。営業情報に関 しては、公式HP

（https://www.bestbridal.co.jp/nagoya/artgrace_hoshigaoka/）をご確認ください。



■開催日：2021年9月4日（土）、5日（日）、9日（木）、10日（金）、12日（日）、17日（金）、18日（土）、20日（月・祝）、23日（木・祝）、24

日（金）、30日（木） / 10月1日（金）、7日（木）、9日（土）、14日（木）、15日（金）、21日（木）、22日（金）、28日（木）、31日（日） / 11月4

日（木）、5日（金）、11日（木）、13日（土）
■開催時間：受付 開催時間の15分前
平日 1部 12:00～14:00 / 2部 14:30～16:30

土日祝 1部 11:00～13:00 /  2部 14:00～16:00

※L.O 終了時間より15分前
■料金：大人 3,500円 / 小学生 1,500円 / 未就学児（3～5歳）500円 / 2歳以下無料
※消費税・サービス料込み※お支払いは、現金またはPayPayでのご対応（クレジットカード利用不可）
※ご連絡なきご到着遅れの場合は、ご予約の30分後に、キャンセル扱いとさせていただきます。
■開催場所：星ヶ丘アートグレイスクラブ （愛知県名古屋市名東区名東本町180）
■アクセス：地下鉄東山線「星ヶ丘駅」4番出口 徒歩5分
■お問い合わせ：052-789-1868 （営業時間：12：00～19：00 / 定休日：毎週月曜日・火曜日 ※その他弊社指定日）
■HP予約：https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/nagoya/artgrace_hoshigaoka/2021event-66/

■メニュー内容：※メニューは一部変更となる場合がございます
・スープ カボチャのスープ
・特製スコーン スコーン / ケイクサレ / 自家製クロテッドクリーム
・スイーツスタンド（上段）色彩変化のブルーハーブジュレ / 金木犀と杏仁ライチの帽子屋パフェ

（中段）チョコミントオペラ / オレンジマロンのうさぎさんムース
（下段）林檎キャラメルマカロン時計 / アリスのティラミス / フロランタン

・ドリンク ※おかわり自由
HOT：コーヒー / カフェオレ / アールグレイティー / カモミールティー / ジャスミンティー /フレーバーティー（ヘーゼル
ナッツ・ストロベリー）
ICE：コーヒー / カフェオレ / 紅茶 / ウーロン茶 / オレンジジュース / アップルジュース / コーラ / ジンジャーエール

お子様メニュー ハンバーグと野菜で作ったソース、フライチキン、トウモロコシのスープ、ポテトサラダ、コーンコールスローサラダ、牛
乳風味のパン ※フリードリンク（ソフトドリンク）込み

『不思議の国のアリスアフタヌーンティー～Alice’s Autumn Trip～』販売概要

▼イメージ画像

▲スイーツスタンド上段 イメージ
スポイトを数滴垂らして混ぜると青からうす紫色へとの色の変化が楽しめる
“色彩変化のブルーハーブジュレ”、金木犀を3年白ワインに浸したお酒
「桂花陳酒」を使用した爽やかな“金木犀と杏仁ライチの帽子屋パフェ

▲スイーツスタンド中段 イメージ
オペラでは珍しい表面のツタ模様と甘すぎないチョコレートがポイントの“チョ
コミントオペラ”と、ブラックラム酒を使用し、オレンジの皮のアクセントが特徴

の大人で上品なお味の“オレンジマロンのうさぎさんムース”

▲スイーツスタンド下段 イメージ
落ち葉をイメージしたアーモンドキャラメルヌガーの“フロランタン”、 林檎
の果肉とキャラメル風味のバタークリームを使用した“林檎キャラメルマカロ
ン時計”、秋色の背景にアリスのシルエットが可愛い“アリスのティラミス”

▲特製スコーン、スープ イメージ
クロテッドクリームと共にお召し上がりいただく自家製スコーン、

野菜とベーコンの味わいが食欲をそそるケイクサレ、塩コショウを効かせた
カボチャのスープ



『不思議の国のアリスハイティー～Alice’s Adventure in Wonderland～』販売概要

▼イメージ画像

【星ヶ丘アートグレイスクラブ店舗概要】
■住所：〒465-0088 愛知県名古屋市名東区名東本町180

■TEL： 052-789-1868

■HP：http://www.bestbridal.co.jp/nagoya/artgrace_hoshigaoka/

■アクセス：地下鉄東山線「星ヶ丘駅」4番出口 徒歩5分

■開催日：2021年9月4日（土）、5日（日）、9日（木）、10日（金）、12日（日）、17日（金）、18日（土）、20日（月・祝）、23日（木・祝）、24日
（金）、30日（木） / 10月1日（金）、7日（木）、9日（土）、14日（木）、15日（金）、21日（木）、22日（金）、28日（木）、31日（日） / 11月4日
（木）、5日（金）、11日（木）、13日（土）
■開催時間：受付 開催時間の15分前
平日 1部 12:00～14:00 / 2部 14:30～16:30 / 3部 17:30～19:00

土日祝 1部 11:00～13:00 /  2部 14:00～16:00 / 3部 17:30～19:00

※L.O 終了時間より15分前
■料金：大人 4,500円 / 小学生 1,500円/未就学児（3～5歳）500円 / 2歳以下無料
※消費税・サービス料込み※お支払いは、現金またはPayPayでのご対応（クレジットカード利用不可）
※ご連絡なきご到着遅れの場合は、ご予約の30分後に、キャンセル扱いとさせていただきます。
■開催場所：星ヶ丘アートグレイスクラブ （愛知県名古屋市名東区名東本町180）
■アクセス：地下鉄東山線「星ヶ丘駅」4番出口 徒歩5分
■お問い合わせ：052-789-1868 （営業時間：12：00～19：00 / 定休日：毎週月曜日・火曜日 ※その他弊社指定日）
■HP予約：https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/nagoya/artgrace_hoshigaoka/2021event-66/

■メニュー内容：※メニューは一部変更となる場合がございます
＜ウェルカムドリンク＞ 白の祝杯（スパークリングワイン） / 赤の祝杯（オリジナルベリーニ） ※どちらかお選びいただけます。
＜チェスに見立てた9種類のオードブル＞
白の女王 白の女王の魔法をかけて カリフラワーのクレームとフレッシュ キャビア添え / 生ハムとサツマイモ・マッシュ

ルームのクロケット / 天使海老のライスペーパー包み
ハンプティ・ダンプティ ハンプティ～オマールコンソメに閉じ込められた蟹の味わい～ / ダンプティ～アーモンドと蜂蜜・ニンニクでマリネ

したキノコとクリーミーなフランと共に～ / ベーコンとカボチャ・ホウレン草のキッシュ
赤の女王 赤の女王の為に 苺のガスパチョ 小さな海老フライのアクセント / スモークサーモンのバラ仕立て / 

ベリーローフとミートパテのプチサンド グリーンマスタードの味わい
＜ローストビーフ（カッティングサービス）＞

国産三筋のロースト～芋虫の助言 森のキノコを添えて～
＜ドリンク＞ ※おかわり自由

HOT：コーヒー / カフェオレ / アールグレイティー / カモミールティー / ジャスミンティー /フレーバーティー（ヘーゼ
ルナッツ・ストロベリー）

ICE：コーヒー / カフェオレ / 紅茶 / ウーロン茶 / オレンジジュース / アップルジュース / コーラ / ジンジャーエール

＜お子様メニュー＞ ハンバーグと野菜で作ったソース、フライチキン、トウモロコシのスープ、ポテトサラダ、コーンコールスローサラダ、
牛乳風味のパン ※フリードリンク（ソフトドリンク）込み

▲チェスに見立てた9種類のオードブル
左縦列が白の女王を、中央列がハンプティ・ダンプティ、右縦列が赤の女王

から着想した9品の料理

＜白の女王＞
旬の薩摩芋に生ハムとマッシュルームの旨味を加えて、コロッケ仕立てや、カリフラ
ワーのなめらかなクリームに生のカリフラワーの食感・キャビアの塩味・白いチュイユ
で蓋をした“白の女王の魔法をかけて カリフラワーのクレームとフレッシュ キャビ

ア添え”、マヨネーズとチリソース味の“天使海老のライスペーパー包み”

＜ハンプティ・ダンプティ＞
オマールコンソメでズワイガニを閉じ込めたコンソメジュレ、ピクルスがアクセントの“
ハンプティ”、秋野菜のカボチャ・ホウレン草にベーコンの旨味を加えたキッシュ、クリ
ーミーなフランの上にソテーしハチミツとニンニクの風味を付けたキノコを添えた“ダ

ンプティ”

＜赤の女王＞
赤い野菜と花びらを添えた‟スモークサーモンのバラ仕立てや、

苺のガスパチョに小さい海老フライがアクセントの食べるスープ“赤の女王の為に”、
クリームチーズ・蜂蜜・グリーンマスタードの味わいのベリー風味のミートパテ プチ

サンド

専属フローリストが指南！秋のスワッグ作り

■開催日：2021年9月10日（金）、17日（金）・10月14日（木）、15日（金）、21日（木）・11月4日（木）、5日（金）
■開催時間：13：30～14:00 / 16：00~16:30

■開催場所：星ヶ丘アートグレイスクラブ
（〒465-0088 愛知県名古屋市名東区名東本町180）
■内容：秋のスワッグ作り体験
■料金：1,000円（小）・1,500円（中）・2,000円（大） ※消費税・サービス料込み
■予約受付 電話番号： 052-789-1868

（営業時間：12：00～19：00 / 定休日：毎週月曜日・火曜日）
■HP予約:https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/nagoya/artgrace_hoshigaoka/2021event-66/


