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株式会社 資生堂パーラー 

2020年のクリスマスは、資生堂パーラーが 

お届けするスペシャルメニューで心温まる素敵なひとときを。 

 

 

 

資生堂パーラーは、12 月中旬から銀座本店をはじめとするレストラン・バーで、シェフ、パティシエ、バーテンダーが趣

向を凝らしたクリスマス限定のスペシャルメニューをご提供します。今年のテーマは“天使からのプレゼント”。ヨーロッ

パのある地方では、クリストキントという天使の姿をした妖精がクリスマスのプレゼントを運んでくるという言い伝えがあ

ります。大切な方とともに資生堂パーラーのテーブルで美味しい幸せのプレゼントを分かち合ってください。 

 

【銀座本店レストラン】 

『クリスマスコース 2020 ～天使からのプレゼント～』 14,500 円 （税込・サービス料別途 10%） 

  2020年 12 月 19 日(土)～12月 26日(土) 

産地にこだわり、シェフ自らが厳選した食材を使ったクリスマス限定のコースメニューです。お楽しみのメインディッシュの  

肉料理は、岩塩パイで包み絶妙な焼き加減で作り上げる熊本県産 あか牛のフィレ肉を、お客さまの目の前で切り分け盛り

付けます。“天使からのプレゼント”をテーマに、彩りも鮮やかなアミューズからデザートまでをご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『お楽しみクリスマスキッズプレート』3,500円(税込・サービス料別途 10％) 
 

資生堂パーラー人気のメニューをお子さま自身で、サラダ、スー

プ、魚料理、肉料理、米料理、ドリンクをお好みでお選びいただけ

るワクワク楽しいプレートです。(写真左) 
 

 

*12 月 21 日(月)も営業いたします。 

*12 月 24 日（木）、25 日（金）のディナータイムは『クリスマスコース』のみ 

 のご提供とさせていただきます。 

*12 月 26 日(土)は前日までのご予約でクリスマスコースをご用意いたします。 

 



☆ご予約受付中！☆クリスマスケーキ 2020  

ガトーノエル 4号 4,536円（税込） 

        

 ■ご予約締め切り日：2020 年 12月 15 日(火) 

 ■お引き渡し日：2020 年 12月 22日(火)～25 日(金) 

 ＊お引き渡しは店頭のみとなります。 

 ＊数量限定です。売り切れの際はご容赦ください。 

 

【資生堂パーラーの各店で楽しむクリスマス】 

ゆったりと味わえるコースや買いものの合間にも楽しめるプレートなど、各店舗のシェフが工夫を凝らした限定メニューを ご

用意しています。美味しさはもちろん見た目にも華やかなクリスマスカラーで盛り付けたスペシャルなメニューです。 

ご家族、ご友人と一緒に思い出に残る楽しい時間をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

◆資生堂パーラー ザ・ハラジュク 「杜のクリスマス 2020」 15,000円（税込・サービス料別途 10％） 

2020年 12月 15日（火）～25日（金） アミューズ/前菜/魚料理/肉料理/クリスマスデザートワゴン/コーヒー 

明治神宮の杜の眺望と、五感に響く饗宴を優雅に楽しむクリスマス。クリスマスドリンクペアリングも充実しています。 

＊12 月 21 日(月)も営業いたします。 

＊12 月 24 日(木)、25 日(金)のディナータイムはクリスマスコースのみのご提供とさせていただきます。 

 

 

◆資生堂パーラー 日本橋店 「クリスマスメニュー」 6,820円（税込） 

2020年 12月 18日（金）～25日（金） 前菜/魚料理/肉料理/デザート/コーヒー 

クリスマスを存分にお楽しみいただけるラインナップ。メインには、オマール海老と和牛フィレ肉のポワレをご用意しました。 
 

◆資生堂パーラー 横浜髙島屋店 「クリスマスメニュー」 4,400 円（税込） 

2020年 12月 9 日（水）～25日（金） クリスマスプレート(4 品)/ミニクリスマスパフェ/コーヒー 

色鮮やかに盛り付けたメインのプレートが、クリスマスを一層華やかに演出します。 
 

◆資生堂パーラー 横浜そごう店 「クリスマスメニュー」 メイン 1 品 3,850円（税込）/メイン 2 品 4,840円（税込） 

2020年 12月 18日（金）～25日（金） スープ/サラダ/メイン／ミニパフェ/コーヒー 

彩り豊かな食材を屈指した特別なクリスマスコース。メインは 1 品または２品からお選びいただけます。 
 

◆資生堂パーラー 名古屋店 「クリスマスメニュー」 6,980円（税込） 

2020年 12月 19日（土）～25日（金） アミューズ/前菜/魚料理/肉料理/デザート/コーヒー 

ひと皿ひと皿にクリスマスを感じられる、華やかで贅沢なコースです。大切な方と素敵なひとときをお過ごしください。 

 

◆資生堂パーラー 自由が丘店        「クリスマスメニュー」 5,400円（税込） 

2020年 12月 18日（金）～25日（金） 
アミューズ/スープ/メイン(3 種盛り合わせ)/ミニクリスマスパフェ/コーヒー 

＊12 月 21 日(月)も営業いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



東京銀座資生堂ビルの最上階、開放的な空間にきらめく

赤いオブジェがロマンティックなクリスマスを演出します。 

 

『ノエル・ノエル』 2,500円(税込) 

クリスマスアミューズ 3品/お好みのドリンク 1 杯 

クリスマスカクテル・シャンパン・白ワイン・赤ワインの中から 

お好みでお選びいただけます。 

 

『ノエル・ノエル』 単品 1,500円(税込) 

クリスマスアミューズ 3品 

 

＊20 時以降のご来店は、お 1 人さま 1,000 円のカバーチャージを頂戴い

たします。（ラウンジエリアのみ終日 1,000円） 

＊12月 21日（月）も営業いたします。 

『クリスマスコース』 

ランチ 7,000円(税込・サービス料別途 10％) 

アミューズ/前菜/スープ/肉料理または魚料理/デザート/コーヒー 

ディナー 10,000円（税込・サービス料別途 10％）                                

アミューズ/前菜/スープ/魚料理/肉料理/デザート/コーヒー 

 

カジュアルでありながらもリッチなメニューを味わえる“新カ

ジュアルフレンチレストラン”。上質な食材をシェフがこだわ

りの調理法で仕上げた特別コースをご堪能ください。 

 

◆資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店               

2020年 12月 1 日（火）～2020年 12月 25日（金） 

   
 

◆ル サロン ジャック･ボリー  

 2020年 12 月 8日（火）～31日（木） 
 

 

◆ル・ビストロ・資生堂                                                         

2020年 12月 19日（土）～25日（金） 

 

 

◆Bar S（バー エス）                                                          

2020年 12月 1 日（火）～26日（土） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『パフェ・ド・ノエル～ブランルージュ～』 

1,925円（税込） 

赤いバラの花びらと白い天使の羽根を華やかにあしら

ったクリスマス仕立てのラゾーナ川崎店のオリジナルパ

フェです。 

 

『クリスマス限定プレート』 2,420 円（税込）   

クリスマスプレート/スープ/パン/ミニパフェ 

 
ローストビーフ、パンチェッタと野菜のキッシュが楽しめ

るプレート。ミニパフェは苺、チョコ、ベリーからお選びい

ただけます。 

コーヒーまたは紅茶またはハーブティー付き＋385 円 

スパークリングワイン ロゼ付き＋495 円 

 

『シェフのおすすめ 冬のメニュー』 

メイン 1 品 12,800 円（税込・サービス料別途 10％） 

メイン 2 品 17,000 円（税込・サービス料別途 10％） 

アミューズ/前菜/メイン/デザート/コーヒー 

 

M.O.F.（フランス国家最優秀職人賞）の称号を 

もつ、ジャック・ボリープロデュース。世界にた 

ったひとつだけのラグジュアリーなカフェがお 

届けする特別コース。 



このニュースに関するお問い合わせは、資生堂パーラー 広報担当 徳丸までお願いいたします。 

Mail：junko.tokumaru@shiseido.com 

 

 

☆詳細はクリスマス特設ページをご覧ください ⇒ 

  https://parlour.shiseido.co.jp/xmas2020 

 

 
 

 

 

【店舗情報】 
銀座本店レストラン 
■住 所： 東京都中央区銀座 8-8-3 東京銀座資生堂ビル 4/5 階   ■電 話： 03-5537-6241   ■営業時間： 11:30～21:30 (L.O.20:30)             

■定休日： 月曜日（祝日の場合は営業）※12月の月曜日は全て営業 

ザ・ハラジュク 
■住 所： 東京都渋谷区神宮前1-14-30   ■電 話： 03-3474-1021   ■営業時間： ランチ 11:30～15:30（L.O. 14:00) ディナー 18:00～22:00（L.O.20:30） 

ラウンジ 11:30～22:30（L.O.21:30）  ■定休日： 月曜日（祝日は営業）・12月30日(水)～31日(木) ＊1月1日(金)～3日(日)はランチ営業のみ（L.O.15:00） 

日本橋店 
■住 所： 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋髙島屋S.C.本館8階   ■電 話： 03-3246-5288 

■営業時間： 11:00～22:00 (L.O.フード 21:15／ドリンク 21:30) ※クリスマスメニューは17:00～20:15のご用意となります。   ■定休日： 百貨店に準じます 

横浜髙島屋店 
■住 所： 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 髙島屋横浜店6階   ■電 話： 045-311-5111 (代) 

■営業時間： 10:00～20:00 (L.O.19:15) ※事前のご予約は承っておりません。   ■定休日： 百貨店に準じます 

横浜そごう店 
■住 所： 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店2階   ■電 話： 045-465-5733 

■営業時間： 10:00～20:00 (L.O.19:15) ◎クリスマスメニューは19:00（L.O） ※事前のご予約は承っておりません。   ■定休日： 百貨店に準じます 

名古屋店 
■住 所： 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12階   ■電 話： 052-588-2240  

■営業時間： 11:00～23:00 (L.O.22：00) ※クリスマスメニューはL.O.20:00   ■定休日： 年中無休（JRセントラルタワーズに準じます） 

自由が丘店 
■住 所： 東京都目黒区自由が丘1-4-10 quaranta1966 1F   ■電 話： 03-3718-7620   ■営業時間： 11:00～21:00（L.O. 20:00) ＊喫茶 L.O. 20:30 

■定休日： 月曜日（祝日は営業）、年末年始 

〈銀座本店・支店共通〉URL https://parlour.shiseido.co.jp/ 

 

サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店 
■住 所： 神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1 ラゾーナ川崎プラザ 2 階   ■電 話： 044-874-8593   ■営業時間： 10:00～21:00（L.O.20:30）※軽食、

サンドウィッチは L.O.20:15   ■定休日： 無休（施設に準じます）   ■URL： https://parlour.shiseido.co.jp/shoplist/lazona-kawasaki/ 

ル サロン ジャック・ボリー 
■住 所： 東京都新宿区新宿 3-14-1 伊勢丹新宿店本館 4 階   ■電 話： 03-5363-5688   ■営業時間： 10:00～20:00／ランチ 11:00～14:30（L.O.）   

ディナー17:00～19:00（L.O.）   ■定休日： 百貨店に準じます   ■URL： https://parlour.shiseido.co.jp/lesalon/ 

ル・ビストロ・資生堂 

■住 所： 東京都新宿区西新宿 1-1-4 京王百貨店新宿店 8 階   ■電 話： 03-5321-8134   ■営業時間： 11:00～22:00 (L.O.21：00) 

■定休日： 百貨店に準じます   ■URL： https://parlour.shiseido.co.jp/shoplist/lebistroshiseido/ 

Bar S（バー エス） 
■住 所： 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル11階   ■電 話： 03-3572-3922   ■営業時間： 火～金曜日17:00～23:30 (L.O.23：00) 、 

土曜日15：00～22:30(L.O.22：00) ■定休日： 日曜日・月曜日・祝日（不定休）   ■URL：https://parlour.shiseido.co.jp/bar/s/ 

 

 

 
＊営業時間が予告なく変更になる場合がございます。詳しくは店頭へお問い合わせください。 

 

 

＊写真は全てイメージです。 

＊食材の入荷状況などによりメニュー内容は変更になる場合がございます。 
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