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OSAKA 2014.4.20 sun. OPEN

ブルーノートジャパンがプロデュースする、
音楽、本、そして食という要素が融合した空間ブルックリンパーラーが、
2014年 4月20日（日）　大阪・心斎橋にオープン。

株式会社ブルーノートジャパン（本社：東京都港区　代表取締役 伊藤洋翔）がプロデュースする Brooklyn Parlor（ブルックリ
ンパーラー）が、2014 年 4 月 20 日に、大阪・心斎橋（ORE 心斎橋ビル　B1F）にオープン致します。

N.Y のマンハッタン島の東側に位置するブルックリン。倉庫街としても知られ、古くからベッドタウンとして機能していたこのエ
リアは、1990 年以降、多くのアーティストやミュージシャンなどが移り住み、様々な人種、文化が交錯し、先端のカルチャーを発
信しながらも、マンハッタンにはない開放感とコミュニティーが存在する魅力的なエリアとして注目され続けています。
そのブルックリンという街の魅力をコンセプトに、2009 年 9 月、東京・新宿でデビューしたブルックリンパーラーは、食事やお
酒を愉しみながら、新しい音楽や本に出会える場所として、カルチャーを発信してきました。2012 年には、福岡・博多にオープンし、
それぞれの磁場にあったスタイルの展開を行っています。

この度オープンする大阪・心斎橋では、食文化が充実する大阪らしく「食」、ブルックリンパーラーの大切な要素の一つである「音
楽」、新たに「言葉 = 文芸」を軸としたブックセレクトと、生音楽のライブステージを充実させ、西日本の文化、経済の中心で、
新たなブルックリンパーラーのカルチャーを発信します。

ブルーノートジャパンがプロデュースする［ブルックリン パーラー］。
ここは、音楽、本、そして食という要素が融合した空間です。

N.Y のマンハッタン島からイースト リバーを渡ったところにある街、
ブルックリン。
そこには、ポジティブな自由さが、混沌とした文化の面白さが、
隣人やその土地ならではの磁場を大切にする気持ちがあります。

ブルックリン出身のミュージシャン、ルー・リードは、
かつて『ワイルドサイドを歩け』と唄いました。

即効性ばかりが求められるいまだからこそ
文化や芸術がもつ遅効性のたのしさを。

どこへ行っても同じような空間だからこそ
土地に根ざしたデイリーフードと、
誰もが気楽に集まれるここにしかない痕跡を。

「人生における、無駄で優雅なもの、ぜんぶ。」

http://www.brooklynparlor.co.jp/

新宿本店／新宿マルイアネックス B1F　2009年９月

博多店／博多リバレイン 1F　2012年 4月

あなたにとって新しい本や音楽に出会える場所。
そして、ステージを愉しみながら、
食事、カフェ、お酒を味わえる場所が、
ここブルックリン パーラーです。
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FOOD & DRINK

肉の食感と旨さをとことん追求したパティと、レタス、トマト、オニオンスライスをベースに、豊富なトッピングを楽しめるハンバーガーや、
素材やレシピにこだわり、サンドウィッチ、サラダ、パスタなど、ボリュームたっぷりのランチセット。メインディッシュにスモールサラダ
とバゲットがついた、スペシャルランチもご用意しております。

ブルックリンは、アメリカで禁酒法が実施される以前ビール醸造のメッカでした。
BROOKLYN BREWERYは1988 年に「伝統的な手法による本物の味をよみがえらせたい」
という思いによって製造を開始。現在ではニューヨークの最も有名なクラフトビールメーカーと
して知られています。また、同社のブラウマイスター ギャレット・オリバーは伝統的なビール
醸造の分野においてアメリカでは最高の権威といわれ、彼が醸造した多くのビールは国際的に
も非常に高い評価を得ています。少量生産、発酵・醸造に通常のビールの二倍の時間をかけ
る製法がブルックリンラガーのおいしさを生み出します。普通のビールよりも強い苦み、豊潤
な香り、爽快な味わい。ニューヨーカーに最も愛されているクラフトビールです。

LUNCH

CAFE

DINNER

たくさんの人種や文化が交錯し多様な食文化を持つ街、ブルックリン。ベーシックな食べ
物の代表である、バーガーやサンドウィッチもこの街らしくアレンジされたものが日常的
に親しまれています。ブルックリンパーラーでも、料理人のこだわりと確かな腕で、その
街の人々に愛されるメニューに進化してきました。もちろん、大阪でしか味わえないオリ
ジナルのメニューもご用意致します。

※大阪のオリジナルメニューは、季節や食材に合わせて随時、開発致します。
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季節のフルーツをつかったケーキやムース、パティシエによる本格的なデザートを豊富なバリエーションでご用意。大きめのカップにたっぷ
り入ったコーヒーや、ポット提供の紅茶と合わせてゆっくりお過ごしいただけます。
ハーフフローズンスタイルの自家製レモネードや、スムージーやヴァージン・ピニャコラーダ、ヴァージン・モヒートなどノンアルコールカ
クテルも充実し、ソフトドリンクも個性的なラインナップです。

しっかりとした味付けのバッファローチキンウイング、ボリュームたっぷりのコブサラ
ダや、素材にあわせ吟味した調理法で提供するメインディッシュ。ブルックリンパーラー
こだわりのハンバーガーなど、日常的だけれどもハイクオリティな、きちんとお腹にた
まるメニューをご用意。
BARメニューには、ブルックリンパーラーのデビューとともに日本に上陸した
[BROOKLYN LAGER DRAFT] をはじめ、季節、数量限定のクラフトビール、大きめの
グラスで提供する、N.Y の文化や町並みをイメージしたオリジナルカクテルなど、ここ
でしか飲めない個性的メニューが充実。フレーバーにひとひねり加えたノンアルコール
のカクテルもご用意しております。

BROOKLYN BREWERY
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Regular        (330ml)       ¥700

Large           (450ml)       ¥900

Pitcher       (1500ml)     ¥2800
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ハンバーガー 　¥1,200
トッピング　各¥200　

メニュー例
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ニューヨークチーズケーキ　¥800

オリジナルブレンドコーヒー　¥550
カフェモカ　¥650
※写真はカフェモカです。

レモネード　グラス　¥600
　　　　　　デキャンタ　¥1,300

コブサラダ　¥1,300

ブルックリンマティーニ　¥1,200
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代表的なメニューの一部をご紹介します。全メニューの詳細は、別紙のメニューリストをご参照ください。
※器、盛りつけ、価格などは、変更になる場合もございますので、ご掲載時には、プレス担当までご確認くださいますようお願い申し上げます。
　（価格は全て税抜き　2014年４月現在）

Tボーンステーキ（450g） ¥4,800
Osaka Special

バッファローチキンウィング（10P） 　
　　　　　　　　　　　　　¥800

クラシックデビルチョコレートケーキ
　　　　　　　　　　　　　　¥800

ドミニカンココ　¥900

ミックスジュース　¥650 スムージー ５種　各¥750
※写真はココナッツパインOsaka Special

Osaka SpecialOsaka Special
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BOOK
ブルックリンパーラー大阪では、その場で本を読み、買っていただくこともできます。ブッルクリンパーラーらしいタイトルを集めたいと
思い、「食／音楽／言葉」というテーマのもと、柔らかいものから堅いものまで多種多様な本を選びました。
ブルックリンを舞台に小説を書き続けるポール・オースターの小説や、ルー・リードのソングブック。ブルックリンの兄弟が立ち上げた
チョコレートブランド、マストブラザーズのレシピなども並ぶかもしれません。
ブルックリンという街に息づく風通りのよい抜け感や、「なんでも自分なりに工夫してやってみよう」という彼らなりの D.I.Y. 精神を
ここの本棚から感じてもらえれば嬉しいです。
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STAGE
世界で活躍する超一流のDJたちが登場するイベント “Good Music Parlor” や、国内外で活躍する様々なジャンルの
アーティストのライブを開催。
お食事をしながら、リラックスした贅沢なひとときを。ニューヨークの “Blue Note”を本店に持つ「ブルーノート東京」
がお届けする、ライブとお食事の新しい関係をご堪能ください。

※イベントのスケジュールは、オフィシャルサイト内にて随時ご案内致します。
http://www.brooklynparlor.co.jp/osaka/event/

奇妙な部屋と奇妙な老人と奇妙な出来事と、
最後まで謎に満ちた展開は、新境地かもしれ
ません。かつてのオースター作品に登場した
人物が次々に登場するあたり、往年のファン
にはうれしいところ。

昨年惜しくも亡くなった、ルー・リードの歌
詞集。ヴェルヴェット・アンダーグラウンド
時代から 2003 年のソロ・アルバムまで、
さらにニコに提供した曲までを網羅。
やたらと分厚かったり、テキストを歪んだり
白黒反転して印刷されていたりと、遊び心に
溢れた 1冊。R.I.P.

デザイナー、イラストレーターのクリストフ・ニーマン
がN.Y. の街をレゴで再現した作品集。例えばブロック
ひとつでスタテン島フェリーと言ってみたり（色が近い
んです）、あきれるほどの単純さなのにそれっぽく見え
てしまう心憎い一冊。

『Pass Thru Fire: The Collected Lyrics』
Lou Reed（Da Capo Press）

『写字室の旅』
ポール・オースター（新潮社）

『I Lego N.Y.』
Christoph Niemann（Harry N. Abrams）

Books from Brooklyn
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【お問い合わせ先】
株式会社ブルーノートジャパン Inc.　 
佐々木香奈子　kanako@bluenote.co.jp
〒107-0062　東京都港区南青山 6-3-16 ライカビル　
tel. 03-3407-5531　　fax. 03-3407-5596

店舗名　：ブルックリンパーラー大阪
　　　　　英語表記　Brooklyn Parlor OSAKA
所在地　：大阪府大阪市中央区西心斎橋 2丁目 -2-3 
　　　　　ORE心斎橋ビルB1F　tel. 06-6212-7881
営業時間：11:00~23:00　　不定休
店舗面積：577.5 ㎡　　150席
運営　　：ロアジャパン株式会社
　　　　　代表取締役　井上 和齊（いのうえ かずなり）
　　　　　大阪府大阪市西成区南開 1丁目 4-24 ロアビル内

プロデュース：株式会社ブルーノートジャパン
ブックディレクション：幅允孝（BACH）
アートディレクション：尾原史和（SOUP DESIGN）

http://www.brooklynparlor.co.jp/
Facebook　https://www.facebook.com/brooklynparlor.osaka
Twitter　https://twitter.com/Brooklyn_Osaka

店舗情報

【プレスに関する問い合わせ先】
本件に関するご取材、撮影及び画像のお貸し出しに関するお問合せは、
下記までご連絡くださいますようお願い致します。
デイリープレス 　山本真澄（mobile：090-4062-6361）
masumiyamamoto@dailypress.org
tel. 03-5771-7277　　fax. 03-5771-7278

・地下鉄御堂筋線｜地下鉄長堀鶴見緑地線　
　「心斎橋」駅徒歩４分
・地下鉄御堂筋線｜地下鉄千日前線｜近鉄難波線　
　「なんば」駅徒歩５分

大阪店の店舗写真、メニュー写真、メニューデータは、下記よりダウンロードできます。  ※リンク切れの際は、下記プレス担当までご連絡ください。
http://firestorage.jp/download/e27a9ba31915959113291426c24378a0b590eddd


