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池袋の新名所・WACCA(ワッカ) 6F・7F・8F に出店予定
結婚式場、レストランの詳細について
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）が、平成 26 年秋に、池袋の新名所 WACCA（ワッカ）の
6F・7F・8F に出店する、結婚式場、レストランの各詳細についてお知らせいたします。
■結婚式場
アルマリアン TOKYO
天井高約 7 メートル、バージンロード約 12 メートルの壮大なチャペルと、最大 140 名が集える、きらめくシャン
デリアが美しい 2 つの披露宴会場を備えています。おふたりの絆を再確認いただけるロマンティックなウエディ
ングステージです。開業時期は平成 26 年秋を予定しています。

【開業準備室】 東京都豊島区東池袋 1-41-6 菊邑 91 ビル 5F
【本館】

東京都豊島区東池袋 1-8-1 6・7F（建設中）

【URL】

http://tokyo.almalien.com/

【ブライダルフェアのご予約・式場見学予約】

0120-949-458

〈受付時間〉平日 11:00～21:30／土日祝 9:00～21:30

アヴェニールクラス TOKYO
バージンロード約 18 メートル、祭壇の向こうには滝が流れる荘厳なチャペルと、最大 150 名までが集える、オ
ープンキッチンを備えた披露宴会場をフロア貸切でお使いいただけます。アットホームなウェディングにおすす
めです。開業時期は平成 26 年秋を予定しています。
【開業準備室】 東京都豊島区東池袋 1-41-6 菊邑 91 ビル 5F
【本館】 東京都豊島区東池袋 1-8-1 8F（建設中）
【URL】 http://tokyo.avenircras.com/
【ブライダルフェアのご予約・式場見学予約】
0120-949-476
〈受付時間〉平日 11:00～21:30／土日祝 9:00～21:30

■レストラン
レス アルカーナ TOKYO WEST ダイニング
「ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ」という伝統的なスタイルをベース
に、日本ならではの豊かな風土が育てた食材を活かした体に優しいフ
ランス料理をお楽しみいただけます。ブライダルで長年経験を積んだ
料理人が至福の料理をご提供いたします。開業時期は平成 26 年秋
を予定しています。
【住所】東京都豊島区東池袋 1-8-1 8F（建設中）
【URL】未定

レス アルカーナ TOKYO WEST ビス
広尾、青山で気軽にワインを楽しめるレストラン『レス アルカーナ』
からもうひとつのスタイル、ビュッフェスタイルをご提案。ランチタイム
限定のビュッフェで「ヌーベル・キュイジーヌ・ジャポネ」を心行くまでご
堪能ください。開業時期は平成 26 年秋を予定しています。
【住所】東京都豊島区東池袋 1-8-1 7F（建設中）
【URL】未定

レス アルカーナ TOKYO WEST カフェ＆バー
カフェタイムは、ウェディングケーキやブライダルのデザートを担当
するパティシエによる、華やかで見た目にも楽しいスイーツを。
夜は大人の女性をターゲットに上質なお料理とワインをお楽しみい
ただけます。
開業時期は平成 26 年秋を予定しています。
【住所】東京都豊島区東池袋 1-8-1 6F（建設中）
【URL】未定
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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

≪開業予定≫
アルマリアン TOKYO

東京都豊島区東池袋 1-8-1（建物未完成のため住所未定）

アヴェニールクラス TOKYO

東京都豊島区東池袋 1-8-1（建物未完成のため住所未定）

ラグナヴェール SENDAI

宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13
（建物未完成のため住所未定）

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
（建物未完成のため住所未定）
お問い合わせ先

IRおよび取材に関するお問い合わせ 経営企画部 TEL:03-5410-8834

