
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）が運営するストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知
県名古屋市中村区平池町4-60-7）と、ストリングスホテル 八事 NAGOYA（所在地：愛知県名古屋市昭和区八事本町100-36 ）
の2店舗で、2021年3月19日（金）～5月30日（日）の期間中特定日に、日本を代表するアニメコンテンツ「エヴァンゲリオン」との
コラボレーション企画として、『シン・エヴァンゲリオンブッフェ』を開催いたします。

『エヴァンゲリオンブッフェ』は、異世界の空間でご堪能いただけるフード＆スイーツブッフェ。 2021年3月8日（月）に初日を迎える 『シン・エ
ヴァンゲリオン劇場版』映画公開記念イベントとして、2店舗で趣向の異なるお料理・スイーツをお楽しみいただけます。
ストリングスホテル名古屋では、個性豊かな登場人物を表現した「ミサトの明日への活力 ストリングスオリジナルローストポーク」や「モード
反転。裏コード、ザ・ビーフストロガノフ!」「使徒襲来（シュウマイ）」など、ファン心を擽るフードメニューを14種類ご用意いたしました。また、エ
ヴァンゲリオンカラーのスイーツや、ネルフ本部をイメージした「オペラ～NERV～ 」など、12種類のデザートもお楽しみいただけます。
ストリングスホテル八事 NAGOYAでは、作品の象徴的なシーンよりインスピレーションを受けた「次回予告 ストリングスホテル特製ロースト
ビーフ～サービスサービス～」や「アダム コンソメゼリー」「知らない天井 知らない天丼」など、エヴァンゲリオンの世界観を表現したフードメ
ニューを16種類ご用意。「エクスキューズ・モア・エッフェル ショートケーキヴェリーヌ」や、「全てはゼーレのシナリオ通りに ガトーショコラ」な
ど、11種類のデザートをご堪能いただけます。
さらに両ホテルで、主要キャラクターを表現した様々なオリジナルノンアルコールカクテルを含むソフトドリンクを飲み放題でご提供いたします。
お食事会場は、エヴァンゲリオンをイメージして造り上げた特別な空間で、フォトジェニックなスポットも満載。キャラクター達や、作品にちなん
だ装飾が出迎えます。世界中にファンが絶えないアニメの傑作、エヴァンゲリオンの世界観の中で、ホテル特製ブッフェをご堪能ください。

①入店の際にマスク着用のお願いをさせていただきます。
②料理コーナーに行く際はビニール手袋、マスクの着用をお願いいたします。
③各卓にアルコール消毒をご用意しております。
④各卓にエヴァンゲリオン仕様のパテーションを設置いたします。
URL:https://www.strings-hotel.jp/wp-content/uploads/2020/05/meieki_20200509.pdf

ストリングスホテルで、エヴァの世界の空間でフード＆スイーツブッフェが楽しめる

『シン・エヴァンゲリオンブッフェ～また会えたね～』
開催日：2021年3月19日（金）～5月29日（土）の特定日 場所：ストリングスホテル名古屋

『シン・エヴァンゲリオンブッフェ～さあ、約束のときだ～』
開催日：2021年3月19日（金）～5月30日（日）の特定日 場所：ストリングスホテル八事 NAGOYA

報道関係者各位

◆◇本企画・ホテルに関するお問合せ先◇◆

ストリングスホテル名古屋 TEL:052-589-0561/Fax:052-589-0563 E-mail: bb-pr@bestbridal.co.jp

ストリングスホテル八事 NAGOYA TEL:052-861-7869/Fax:052-861-7867 E-mail: bb-pr@bestbridal.co.jp

広報担当：清水/関原/岩田

2021年3月2日
ストリングスホテル名古屋 / ストリングスホテル八事 NAGOYA

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』映画公開記念エヴァの世界の空間でフード＆スイーツブッフェが楽しめる

感染症対策について

©カラー

▼イメージ画像



『シン・エヴァンゲリオンブッフェ～また会えたね～』開催概要
■日程：2021年3月19日（金）・20日（土）・21日（日）・26日（金）・4月2日（金）・4日（日）・8日 （木）・10日（土）・17日（土）

・18日（日）・25日（日）・29日（祝木）・30日（金）・5月2日（日）・5日（祝水）・7日（金）・8日（土）・9日（日）・14日（金）
・16日（日）・23日（日）・28日（金）・29日（土）

■時間：日程により異なります
2021年3月20日（土）・21日（日）・4月10日（土）・17日（土）・29日（祝木）・5月9日（日）・23日（日）
受付11:30 12:00～13:45（105分制）
2021年3月19日（金）・20日（土）・21日（日）・26日（金）・4月2日（金）・4日（日）・8日 （木）・18日（日）・25日（日）・29日（祝木）

・30日（金）・5月2日（日）・5日（祝水）・7日（金）・8日（土）・9日（日）・14日（金）・16日（日）・23日（日）・28日（金）
・29日（土）

受付18:30 19:00～20:45（105分制）
■場所：ストリングスホテル 名古屋 バンケット「グランコート」
■料金：大人 6,500円 小学生 3,000円 3歳～6歳 1,500円 0歳～2歳 無料
※消費税・サービス料込
※現金またはPayPayでのお支払いのみ（クレジットカード決済不可）
■電話番号：052-589-0561（平日：9:30～18:00）
■HP：https://www.strings-hotel.jp/nagoya/

■予約URL: ※予約はWEB予約のみ
https://www.strings-hotel.jp/nagoya/recommend/party/banquet/10032.html

■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
【Food】ローストビーフと紫キャベツのグレック 竹炭ブレッドのスモーブロー 渚カヲルをイメージして / エヴァ零号機 鯵のエス
カベーシュ / エヴァ初号機 緑色野菜と紫色野菜のサラダ / エヴァ2号機 小エビとカラフルトマトのサラダ / ぽかぽかするかぼ
ちゃのスープ / ガーリック枝豆 ゲンドウ豆の枝豆 / 使徒襲来（シュウマイ） / アスカのドイツ風パイ / 碇シンジ特製弁当～ウィン
ナーと唐揚げ～ / ミサト特製カレーラーメン / ミサトの明日への活力 ストリングスオリジナルローストポーク / レモンと13種類の
ハーブ香るチキン～ロンギヌスの槍～ / 月とロンギヌスの槍 / モード反転。裏コード、ザ・ビーフストロガノフ!

【Dessert】アプリコットゼリー×白桃のムース～零号機～ / カシスのクリーム×ピスタチオムース～初号機～ / 旬の苺をのせた
アセロラと白ワインのゼリー～2号機～ / ブルーキュラソのゼリーとパンナコッタ～綾波レイ～ / ピーチロゼゼリー×ラズベリー
パンナコッタ～真希波マリ～ / カシスのジュレ入りホワイトチョコレートムース～NERV本部～ / ミックスベリーのムース～カヲ
ル～ / ガフの扉 /オペラ～WILLE～ / オペラ～NERV～ /  白き月と黒き月 / 式波・アスカ・ラングレーのラズベリームース(眼帯
Ver)

【Drink】ホテル特製ノンアルコールカクテル6種（零号機,真希波マリ,式波・アスカ・ラングレー,渚カヲル,綾波レイ,使徒（果実）大
集合） ウーロン茶 / オレンジジュース / アップルジュース / コーヒー / 紅茶

【オプションDrink】ビール / 赤ワイン / 白ワイン / ハイボール / 焼酎（芋・麦） / ノンアルコールビール

各1,000円（消費税・サービス料込）

▲前菜 彩り豊かなラインナップ ▲“ロンギヌスの槍”で食べる
チキンは写真映え

▲ミサト特製カレーラーメン

＜ホテル概要＞
■所在地：〒453-9872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

■電話番号： 052-589-0577

■受付時間： 24時間
■客室数：全127室
■HP：https://www.strings-hotel.jp/nagoya/

▲“ロンギヌスの槍”と“カシウスの槍”の
フォトスポットもご用意

▲“NERV”のロゴ入りスイーツをご用意▲ミックスベリーのムース～カヲル～ ▲エヴァンゲリオンイメージ
オリジナルドリンク6種

▼イメージ画像



■日程：2021年3月19日（金）・21日（日）・26日(金）・27日（土）・28日（日）・4月4日（日）・9日（金）・10日（土）・11日（日）
・16日（金）・18日（日）・24日（土）・25日（日）・29日（祝木）・30日（金）・5月1日（土）・2日（日）・4日（祝火）
・5日（祝水）・8日（土）・9日（日）・16日（日）・21日（金）・22日（土）・23日（日）・28日（金）・29日（土）・30日（日）

■時間：受付18:30 19:00～20:45（105分制）
■場所：ストリングスホテル 八事 NAGOYA バンケット「メゾン・ド・オペラ」
■料金：大人 6,500円 小学生 3,000円 3歳～6歳 1,500円 0歳～2歳 無料
※消費税・サービス料込
※現金またはPayPayでのお支払いのみ（クレジットカード決済不可）
■電話番号：052-861-7869（平日：9:30～18:00）
■HP：https://www.strings-hotel.jp/yagoto/

■予約URL: ※予約はWEB予約のみ
https://www.strings-hotel.jp/yagoto/party_plan/2021_event

■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

【Food】エヴァ初号機 真鯛のカルパッチョと紫ジュレ レモンヴィネグレットのエントリープラグ注水 / エヴァ零号機 スパニッ
シュオムレツ /  A.T.フィールドサラダ / エヴァ8号機 サーモンマリーネのムースリーヌ ローズマリーを添えて / 君いい匂い
LCLの香りがする コンソメスープ / アダム コンソメゼリー / シンクロ率100％ 機体（期待）のポテト / 海洋研究所のクラム
チャウダー / ミサトのおつまみ トルティーヤのサルサソース / エヴァ2号機使徒一撃ドオリャーーー 鶏モモ肉のカチャトー
ラ / 豚バラ肉のビール煮 ペンペンはんぺんを添えて / ミサトと加持の沖縄料理 ゴーヤチャンプル / サードインパクト レッ
ドカレー / ネルフ本部 サフランライス / 知らない天井 知らない天丼 / 次回予告 ストリングスホテル特製ローストビーフ～
サービスサービス～

【Dessert】葛城ミサト やっぱ人生この時の為に フルーツビールジュレ / エクスキューズ・モア・エッフェル ショートケーキ
ヴェリーヌ / 全てはゼーレのシナリオ通りに ガトーショコラ / 真希波・マリ・イラストリアス 苺ムースのパフェ / 第4の使徒
サブレクッキー / アヤナミレイ（仮称） ブラックセサミムースパフェ / 赤城リツコ ルージュのチョコレートとレモンのムース / 

式波・アスカ・ラングレー アプリコットムース＆ラズベリージュレ / ネルフ本部めし風 パートドフリュイ / 第6の使徒 バニラ
マフィン / エヴァ8号機 オランジュショコラムース

【Drink】ホテル特製ノンアルコールカクテル7種（碇シンジ,綾波レイ,式波・アスカ・ラングレー,真希波・マリ,渚カヲル,エヴァン
ゲリオン初号機, エヴァンゲリオン2号機（HOT）） ウーロン茶 / オレンジジュース / アップルジュース / コーヒー / 紅茶

【オプションDrink】ビール / 赤ワイン / 白ワイン / ハイボール / 焼酎（芋・麦） / ノンアルコールビール

各1,000円（消費税・サービス料込）

『シン・エヴァンゲリオンブッフェ～さあ、約束のときだ～』開催概要

＜ホテル概要＞
■所在地：〒466-0825 愛知県名古屋市昭和区八事本町100-36

■電話番号： 052-861-7901 

■受付時間： 24時間
■客室数：全77室
■HP：https://www.strings-hotel.jp/yagoto/

▲前菜はエヴァンゲリオンの機体カラー ▲ストリングスホテル特製ローストビーフ
～サービスサービス～

▲ネルフ本部 サフランライス＆
サードインパクト レッドカレー

▲女性が好きなパフェ仕立てのスイーツ▲豚バラ肉のビール煮
ペンペンはんぺんを添えて

▲エヴァンゲリオンイメージ
オリジナルドリンク7種

▼イメージ画像


