
 

 

   

2014年 10月吉日 

株式会社ダイヤモンドダイニング 

 

2014．10．24．Fri．RENEWAL OPEN！！  

「絵本の国のアリス」がよりアリスの世界観を忠実に再現し店内をリニューアル 
 
 
株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村厚久）はこの度、「不思議の国のアリス」の絵本の世
界がコンセプトの『絵本の国のアリス』を 10 月 24 日（金）リニューアルオープンいたします。今回のリニューアルにより、より一層「不思議
の国のアリス」の世界観をより忠実に再現した店内に生まれ変わりました。これまでご利用いただいていたお客様にも、これからご利用
いただくお客様にもお楽しみいただける工夫を凝らした空間をご用意しております。 
 

 

 
 

アリスが迷いこんだ不思議の国にようこそ！ 

この「絵本の国のアリス」ではあなた自身がアリス。 

一歩足を踏み入れるとそこには  

不思議の国の奇妙なキャラクターたち住む 

夢と現実の間のパラレルワールドが広がります… 

 

 

店舗名  絵本の国のアリス 

業態名  コンセプトレストラン 

住所  〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 1-6-2 Ｔ－wing ビル B2F 

アクセス  JR・地下鉄・私鉄各線 新宿駅東口より徒歩 3 分 

西武新宿線西武新宿駅南口より徒歩 4 分 

TEL  03-3207-9055 

FAX  03-5287-4521 

営業時間  月～金  17:00～23:30（L.O.22:30） 

土・日・祝 16:00～23:30（L.O.22:30） 

定休日   なし 

席数  89 席（半個室 14 室） 

坪数  61.64 坪 

平均客単価 3,800 円 

チャージ料 500 円 

客層  20 代～50 代の女性および男女グループ 

カード  可 （VISA UC DC UFJ DC AMEX JCB セゾン） 

駐車場  なし 

メールアドレス alice-shinjuku@diamond-dining.com 

ホームページ http://www.alice-restaurant.com/ehon 

PRESS RELEASE 

＜報道関係者各位＞ 

店舗概要 
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ドアが開くと大きな絵本がお出迎え。 

絵本の表紙を開けると、あなたは絵本の中のアリスの世界に迷い込みます。 

サテンのカーテンに包まれたアプローチの先には 

四方をガラスに囲まれたキラキラと輝く「出会い鏡の森」、絵画の額に囲まれた「額縁のゴンドラ」が。 

今回新しくなったメインフロアには、ハートの女王の城の庭をモチーフにした 

緑の彫刻・トピアリー･ガーデンやロマンティックなガゼボが佇む「永遠のチェスゲーム」、 

メインテーブルの「終わらないお茶会」が空間を彩ります。 

壁にはアリスのアートグラフィックがいたるところに施され 

アリスの世界観を満喫できるパラレルワールドを演出しています。 

 

 ＜お席のご案内＞ 全 91 席 

□出会い鏡の森   2 名様席×2 卓、6 名様席×2 卓 

□額縁のゴンドラ   4 名様席×1 卓 

□永遠のチェスゲーム  2 名様席×2 卓、3 名様席×4 卓、4 名様席×5 卓、 

6 名様席×1 卓、9 名様席×1 卓 

□終わらないお茶会  18 名席×1 卓 
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リニューアルオープン記念イベント情報 

 

【イベント第 1弾】 

10 月 24 日（金）お会計より 50％OFF 

 

【イベント第 2弾】 

10 月 25 日（土）～30 日（木）コース＆飲み放題 50％OFF 

 

【イベント第 3弾】 

都内 5 店舗のアリスレストランでスタンプラリーカードをプ

レゼント！行けば行くほどお得でスペシャルなサービスをご

用意しております。 

 

 

次回ご来店で 10％OFF、同じアリスレス

トランをご利用いただくとドリンク→フ

ード→飲み放題→コース料理とご来店い

ただいた回数に応じてサービスがランク

アップ！ 

さらに都内 5 店舗のアリスレストランを

全店ご利用いただくとお会計より

50%OFF いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

◆こだわりの料理◆ 

【前菜】 

アボカドの冷製スープ DRINK ME  400 円  

トランプトルティーヤとアボカドのディップ隠れたアリスをさがせ♪ 550 円 

カマンベールクリームコロッケ ヨーグルトのソース 木イチゴを添えて 600 円 

 

【アボカド】 

アボカドとスモークサーモンのタルタル グレープフルーツのお茶会仕立て♪700 円 

アボカドと海老フライのライスロール いもむしおじさん風 1,000 円 

アボカドとセミドライローズトマト 小エビのジェノバ風スパゲッティ 1,150 円 

 

【サラダ】 

時計ウサギのグリーンサラダ  人参のビネグレットドレッシング  800 円 

おしゃべり花と歌うアリスの手づくりガーデンサラダ 1,000 円 

ハートの女王様のお庭 こだわり野菜のバーニャカウダ 1,400 円 

【チェシャ猫のしっぽピザ】 

□赤いしっぽ／ 

 十勝ミルクのこだわりモッツァレラチーズ、 

セミドライフルーツトマトのマルゲリータ  1,000 円 

□ピンクのしっぽ／  お餅と明太子とイカ  1,000 円 

□黄色のしっぽ／パルメザンチーズ、スモークチーズ、 

十勝産モッツァレラチーズ、チェダーチーズ 

 薔薇の香りの蜂蜜添え  1,100 円 

 

【もっちり生パスタ&ライス 】 

□茄子と牛肉のラグーソーススパゲッティ 1,000 円 

□ベイクドサーモンローズ クリームソーススパゲッティ  1,050 円 

□アボカドと海老フライのライスロール いもむしおじさん風 1,000 円 

 

【メインディッシュ】 

□濃甘な玉ねぎのソテーとレフォール風味のマッシュポテト  

ローストビーフ 1,900 円 

□不思議の国の農園ハーブ 鯛の香草焼き 野菜のマリネとともに 1,500 円 

□スペイン産 RAL ポークのグリル 彩り野菜のヌイユ仕立て 1,700 円 

 

【デザート】 

□アリスの小さなティーパーティーセット  1,500 円   

□チェシャ猫のミックスベリーパフェ   780 円 

□白ウサギのブリュレ 逆回転の懐中時計のマカロン添え 650 円    

  

 

料理 

 

 

 

 

 

 

料理でアリスの世界を表現したカジュアルフレンチ＆ 

イタリアンがベースのオリジナルメニューをご提供。 

物語に登場する「白うさぎ」や「チェシャ猫」、 

「いもむしおじさん」、「トランプ兵」etc. 

といった個性的なキャラクターをモチーフにした 

ユニークな料理の数々が目白押し！ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オリジナルカクテル（全 9種類）】 

□時間を忘れた白ウサギ 950 円／キャロットフレーバーのカクテル 

□チェシャ猫のいたずら  950 円／赤ワインをベースに、いたずら心をくすぐるキュートなカクテル 

□歌ういも虫おじさん  950 円／トロピカルでフルーティーな楽しくなるカクテル 

□おしゃべり花のオーケストラ 950 円／お花畑を思わせる爽快な味わいのカクテル 

□白い薔薇？赤い薔薇？  950 円／白いバラが一瞬にして赤いバラに・・・？スウィートなカクテル 

□永遠のアリス 1,050 円／アリスのわがままで甘酸っぱいフルーツがたくさん 

□絵本の中の不思議な森  950 円／森の奥深くをイメージした、不思議でシックなカクテル 

□ジェミニーズ ＤＵＭ＆ＤＥＥ 850 円／双子のカクテル。片方ずつ飲んでもＯＫなノンアルコールカクテル 

□踊るハンプティ・ダンプティ 950 円／グラスの中でハンプティ・ダンプティが踊っているよう。ノンアルコール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ドリンクメニュー例（全約 70 種）＞ 

ビール（2 種）650 円～、グラスワイン 550 円（7 種）～、ボトルワイン 2,100 円（11 種）～、カクテル（25 種）700 円～、

とびきりジュース（5 種）700 円～、ソフトドリンク（7 種）550 円～、ハーブティー（10 種）各 600 円 

 

※価格は税抜きです 

 

【本リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社ダイヤモンドダイニング 広報部 亀田 

TEL 03-6858-6085 ／ FAX 03-6858-6086 or 020-4662-1757 

E-mail pr@diamond-dining.com ／ HP http://www.diamond-dining.jp 

 

ドリンク 

アリスの「魔法の国」の住人たちはドリンクにも登場！ 

見た目もスイートな「魔法の国」のオリジナルカクテルは 

お酒の苦手な女性にぴったり！ 

豊富なハーブティーメニューを飲めば、“マッドハッターのお

茶会”に参加しているような気分に♪ 
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