2008 年 1 月吉日
株式会社フォーシーズ
苺のシーズンを満喫 !!

ピザ＆パスタの専門店「TO THE HERBS」

「Strawberry Fair〜ストロベリーフェア〜」を実 施 中 !!
2008 年 1 月 10 日（木）〜5 月 11 日（日）
旬の苺を使用したカクテル、ソフトドリンク、デザート等、期間限定販売 !!

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 社長：淺野秀則）では、ピザ＆パスタの専門店「TO THE
HERBS（トゥ・ザ・ハーブズ）」において、新鮮な苺をふんだんに使用した期間限定のドリンクとデザートを
提供する「Strawberry Fair〜ストロベリーフェア〜」（以下、「ストロベリーフェア」）を 2008 年 1 月 10 日
（木）から 2008 年 5 月 11 日（日）まで実施いたします。
「ストロベリーフェア」で提供するドリンクは全店共通で、苺のカクテル「ピンクロワイヤル」（680 円）、「スト
ロベリーティークーラー」（680 円）、「フレッシュストロベリーミルク」（680 円）の 3 種類を、苺のソフトドリンク
「フルーツティー〜ストロベリーバニラ〜」（530 円）、「ストロベリーヨーグルト」（530 円〜）、「ストロベリース
カッシュ」（550 円）を提供いたします。
デザートは、「手作りプリンと苺のショコラショートケーキ」（680 円）、「苺のミルフィーユ」（650 円）、「苺の
パフェ」（680 円）、「苺のミルフィーユパフェ」（480 円〜）、「苺のシフォンケーキアラモード」（700 円）の 5
種類より 4 種類を提供いたします。（※店舗によってラインナップが異なります。）
毎年「TO THE HERBS」において実施している「ストロベリーフェア」は、果物の中でもビタミン C を多く
含むことで知られる苺を気軽においしく楽しむことができることから、多くのお客様よりご好評をいただい
ております。
今年も春の訪れにとともに、新鮮な苺を「TO THE HERBS」ならではのおいしさでお楽しみいただきた
いと考えております。
＊
「ハーブに乾杯」という意味を持つ「TO THE HERBS」は、1994 年に「ハーブ・チーズ・ワインをもっと
身近に、もっとおいしく」というコンセプトから誕生し、現在は全国計 26 店舗で展開しています。「TO THE
HERBS」ならではの おいしさ と開放感・清潔感のある空間は、誕生以来、女性を中心とした幅広い層の
お客様のご支持をいただいております。
今後も こだわりのおいしさ とお客様にとって心地の良い時間をご提供するため、邁進していきたいと
考えています。

1

「Strawberry Fair〜ストロベリーフェア〜」概要
◆実施店舗

TO THE HERBS 全店

◆実施時期

前半：1 月 10 日（木）〜3 月 2 日（日）
後半：3 月 4 日（火）〜5 月 11 日（日）

◆メニュー内容（ドリンク・デザート）
※前半のメニューです。後半は変更の可能性がございます。
＜ドリンク＞
苺のカクテル
・ピンクロワイヤル

・ストロベリーティークーラー

￥680

\680

宝石のように輝く泡とフレッシ

ストロベリーと FAUCHON 社紅茶

ュストロベリーの美しいカクテ

リキュールの組み合わせ。すっき

ルです。

りとした飲み口で食前酒にぴった
りです。

・フレッシュストロベリーミルク \680
ストロベリーのリキュールを使った大人のスムージー。フレッシュな苺の香りが広がります。

苺のソフトドリンク
・ スト ロ ベ リ ーヨ ーグ ル ト

・ストロベリースカッシュ

￥530

￥530

ストロベリーとヨーグルトの

フレッシュストロベリーのつぶ

相性抜群な組み合わせの、

つぶ感とレモンの爽やかな香

さっぱりとしたドリンクです。

りがマッチしたドリンクです。

（ブラックパール入り￥580）

・フルーツティー〜ストロベリーバニラ〜 \530
甘酸っぱいストロベリーと、バニラの甘さが溶け合ったやさしい風味のフルーツティーです。
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＜デザート＞
全店共通

・手作りプリンと苺のショコラショ
ートケーキ

・苺のミルフィーユ

\650

・苺のシフォンケーキアラモード

\680

\700

TO THE HERBS 自家製の焼きプ

サクサクのパイ生地で、フレッシュ

苺のシフォンケーキに、ストロベリ

リンに、フレッシュ苺とスイートチョ

な苺とカスタード、ホイップクリー

ームース、バニラアイス、パイを飾

コレートをふんだんに飾りました。

ムをたっぷり挟みました。

ったアラモード。ヨーグルトクリー
ムで爽やかに。

新百合ヶ丘エルミロード店、マルイシティ新宿店、たまプラーザ店、アリオ西新井店、藤沢店、横浜ワー
ルドポータズ店、伊勢丹相模原店を除く全店
・苺のパフェ

\680

甘酸っぱいストロベリームースに、フレッシュな苺をふんだんに散りばめたパフェです。

新百合ヶ丘エルミロード店、マルイシティ新宿店、たまプラーザ店、アリオ西新井店、藤沢店、横浜ワー
ルドポータズ店、伊勢丹相模原店のみ
・苺のミルフィーユパフェ ハーフ \480 円／レギュラー \680
バターを何層にも重ねたサクサクのパイと苺のパフェです。

※ 全店でお得なドリンクとデザートのセットもご用意しております。
※ 上記商品はティータイム以外でもご注文いただきます。
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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

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 03-5366-7600
TEL 03-5888-2500

埼玉県
さいたま新都心店

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

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

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

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

鹿児島市高麗町 17-5 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾌｫｰﾄ 2F

052-269-7077

TEL 099-285-2220

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
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