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『メモリーズ オブ ミュシャ ～ミュシャの愛した料理とスイーツフェア～ Collaborated with ミュシャ展』
ロイヤルパインズホテル浦和で 4 月 17 日からスタート
ロイヤルパインズホテル浦和（さいたま市浦和区仲町 2-5-1 総支配人：真野 浩明）は、ホテル建物の 3 階にある
ミ ュ シ ャ

うらわ美術館で開催される「MUCHA グラフィック・バラエティ」の開催を記念して『メモリーズ オブ ミュシャ
～ミュシャの愛した料理とスイーツフェア～ Collaborated with ミュシャ展』を 4 月 17 日（土）から 6 月 20 日（日）
までの期間限定で開催いたします。

アルフォンス・ミュシャ（1860-1939）はヨーロッパを中心に起こった「アール・ヌーヴォー」を代表する画家・
デザイナーで、商業ポスターなど数多くのグラフィック・デザインの仕事を手掛け、現代においても高い人気を誇り
ます。このたび、ロイヤルパインズホテル浦和で開催される『メモリーズ オブ ミュシャ ～ミュシャの愛した料理
とスイーツフェア～ Collaborated with ミュシャ展』では、“食のパインズ”のホテルレストラン 4 店で、ミュシャ
の故郷であるチェコ共和国の郷土料理をアレンジしたメニューや、ミュシャが活躍したフランス ベルエポック時代
の伝説のシェフ「オーギュスト・エスコフィエ」によって完成されたフランス料理を現代風にアレンジしたコース料
理など、ミュシャの生きた時代を彩った様々な料理をお楽しみいただけます。また、レストランの店内ではミュシャ
のアート作品の装飾も行われ、ミュシャの世界を五感でお楽しみいただけます。
※写真は左：店内装飾イメージ、右：RPR コースイメージ

『メモリーズ オブ ミュシャ ～ミュシャの愛した料理とスイーツフェア～ Collaborated with ミュシャ展』詳細
主催：ロイヤルパインズホテル浦和（さいたま市浦和区仲町 2-5-1）
開催期間：2021 年 4 月 17 日（土）から 6 月 20 日（日）
フェア情報：https://www.royalpines.co.jp/restaurantplan
●ペストリーショップ ラ・モーラ／ メモリーズ オブ ミュシャ スイーツ
イートインでは、ミュシャが有名になるきっかけとなった作
品「ジスモンダ」の主人公サラ・ベルナールのために伝説のシェ
フ「オーギュスト・エスコフィエ」が作った幻のスイーツ『フレ
ーズ・サラ・ベルナール』をお楽しみいただけます。
テイクアウトでは、ミュシャの代表作のひとつ「四季」をあ
しらったタブレットショコラや、チェコの代表的なスイーツ「ト
ルデルニーク」をアレンジしたスイーツをご提供いたします。
ミュシャ「四季」のタブレットショコラ

https://www.royalpines.co.jp

News Release

【店内 イートイン】
◆フレーズ・サラ・ベルナール \1,000
【テイクアウト】
◆ミュシャ「四季」のタブレットショコラ \1,200
◆パインズ トルデルニーク \480
フレーズ・サラ・ベルナール

パインズ トルデルニーク

ラ・モーラ店舗情報：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/lamora

●レストラン RPR／ メモリーズ オブ ミュシャ コース（ランチ・ディナー）
ミュシャが活躍したベルエポック時代の伝説のシェフ「オー
ギュスト・エスコフィエ」によって完成されたフランス料理を、
現代風にアレンジしてご提供いたします。
ディナーコースでは、総料理長の竹下公平が 2011 年にベル
ギーで行われたオーギュスト・エスコフィエ国際コンクールで
1 位を受賞した料理「トリュフのムースリーヌをまとった仔牛
フィレ肉のポシェ」を、選べるメイン料理にご用意いたします。
また、ミュシャの生まれ故郷「イヴァンチツェ」の名産である
ホワイトアスパラガスを使った前菜や、チェコ共和国の郷土料

ランチコースイメージ

理、
「スヴィチュコヴァー」
（ローストビーフのクリーム煮風）などをお楽しみいただけます。
ドリンクはミュシャがポスターを手掛けたことでも有名な「モエ・エ・シャンドン」や、ミュシャの作品をイメー
ジしたオリジナルカクテルなどをご提供いたします。
◆ランチコース：\4,235 / \6,050

◆ディナーコース：\8,470 / \10,285 / \15,125

RPR 店舗情報：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/rpr

●テラスダイニング ミケーラ／ メモリーズ オブ ミュシャ ビュッフェ
ミュシの生まれ故郷であり晩年を過ごした地、チェコ共和国の郷土
料理をアレンジした料理やスイーツの数々を、通常のビュッフェメニ
ューに加えてご提供いたします。アルコールメニューには、ビールの消
費量世界一を誇るチェコの代表的なビール「ピルスナーウルケル」もご
用意いたします。

◆ランチ（90 分制）
：平日 \2,970 土日 \3,300 （GW 期間 4/29～5/5 \3,300）
◆ディナー：土日 \4,620 （GW 期間 4/29～5/5（120 分制）\ 6,600）
◆ピルスナーウルケル（ビール）\770
※小学生・幼児料金もございます、詳しくはホームページをご覧ください。
ミケーラ店舗情報：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/michela

https://www.royalpines.co.jp

ビュッフェ料理イメージ
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●トップラウンジ／ メモリーズ オブ ミュシャ アフタヌーンティー
様々なスイーツとセイボリー（軽食）を贅沢にお召し上がりいただける、ロイヤルパインズ
ホテル浦和で人気のアフタヌーンティーを、ミュシャの世界観を表現したスペシャルバージョ
ンでお届けいたします。さらに、ミュシャがポスターを手掛けたことでも有名な「モエ・エ・
シャンドン」をベースにした、ここでしか飲めないオリジナルカクテルカクテルをご用意しま
す。アフタヌーンティーとともにカクテルも楽しむ、優雅なティータイムをお過ごしください。
※アフタヌーンティーのみ、ご提供期間が 5 月 1 日（土）から 6 月 20 日（日）です。
※予約開始日につきましてはホテル SNS で告知いたします。
◆メモリーズ オブ ミュシャ アフタヌーンティー \3,660
◆ドリンク：モエ・エ・シャンドン（ボトル\15,730・グラス\2,662）
/ ミュシャオリジナルカクテル \1,936

モエ・エ・シャンドン
ミュシャオリジナルカクテル

また、ミュシャの故郷「イヴァンチツェ」名産のホワイトアスパラを使用したテイク
アウトサンドも期間限定でご用意いたします。
◆テイクアウトサンド（ホワイトアスパラ）
：\2,160
トップラウンジ店舗情報：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/toplounge
※記載は全て税込み・サービス料込みの価格です。
※各店舗の営業状況はコロナウィルスの感染拡大対策により変動する可能性がござい
ます。予め情報サイトまたはお電話でご確認いただきますようお願い申し上げます。

テイクアウトサンド
（ホワイトアスパラ）

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。
ミ ュ シ ャ

「MUCHA グラフィック・バラエティ」について
有名なミュシャの商業ポスターをはじめ、本や雑誌、ポストカード、切手、商品パッケージのほか、ミュシャ様式の教科
書ともいうべき図案集『装飾資料集』など約 550 点の作品が展示されます。
開催日程：4 月 17 日（土）～6 月 20 日（日） 休館日：月曜日（ただし 5 月 3 日は開館）
、5 月 6 日
開館時間：午前 10 時から 午後 5 時まで（金・土は午後 8 時まで）観覧料：一般 620 円 大高生 410 円 中小生 200 円
会場：うらわ美術館 ギャラリーABC ※ロイヤルパインズホテル浦和内（センチュリーシティビル）3 階
ミ ュ シ ャ

◆「MUCHA グラフィック・バラエティ」ご来場の方に、ロイヤルパインズホテル浦和のレストラン（RPR、トッ
プラウンジ、ミケーラ、ラ・モーラ）でご利用できるワンドリンクチケットを数量限定でプレゼントいたします◆

ロイヤルパインズホテル浦和
街にも、人生にも、寄り添えるホテルに。
所在地：

埼玉県さいたま市浦和区仲町 2-5-1

開業日：

1999 年（平成 11 年）10 月 7 日

主要施設： 客室 196 室、レストラン&バー8 店舗、宴会場 13 室、
チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他
アクセス：

JR「浦和駅」西口より徒歩 7 分

電話番号： 048-827-1111（代表）
公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/
メールや電話取材に加え、オンライン取材なども対応可能です。お気軽にご相談ください。

報道関係者からの問合せ先
ロイヤルパインズホテル浦和 マーケティング部
TEL.048-827-1181(直通) FAX.048-827-1115 MAIL. makoto.fukutomi@solarehotels.com(福冨)
https://www.royalpines.co.jp

