2020 年 11 月 30 日
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

今年のクリスマスは、自宅でちょっぴり贅沢な気分！
ドミノ・ピザ史上初！星付きシェフ 4 名とコラボレーションした

「星付きシェフ監修 極上クワトロ」を 11/30（月）から期間限定発売
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン(代表取締役：ジョシュア・キリムニック、本社：東京都千代田区、以下：ドミノ・ピザ)が展開する国
内 No.1 シェアを誇るデリバリーピザチェーン ドミノ・ピザは、11 月 30 日（月）から 2021 年 1 月 11 日（月・祝）の期間、ドミ
ノ史上初めて、4 人の星付きレストランのシェフとコラボレーションした「星付きシェフ監修 極上クワトロ」を期間限定で新発売します。

ドミノ・ピザ史上初！4 名の星付きシェフが監修したクワトロピザが新登場！
大切な人とのホリデーシーンを格上げする“極上タイム”を演出
ご自宅で家族や友人と過ごす機会が増えることが予想される今年のクリスマス。
ドミノ・ピザは、これまでレストランでクリスマスディナーを楽しんでいた方にも、ちょ
っと贅沢なおうち時間の過ごし方をご提案します。
「星付きシェフ監修 極上クワトロ」は、4 人の星付きシェフとドミノ・ピザの商品
開発担当者が改良を重ねて一緒に作り上げたもので、それぞれのシェフのこだ
わりが詰まった 4 種類の味が楽しめる 1 枚です。クリスマスの定番メニューであ
るスモークターキーやローストチキンをはじめ、ぷりぷりのシュリンプや直火焼ステー
キなど、プレミアムな食材をふんだんに使用しています。監修したシェフは、イタリ
アン、スパニッシュ、フレンチと、それぞれの分野のプロフェッショナルで、4 人のシェ
フが持つ星の数を合計するとなんと 7 つ星に！今年のクリスマスは、ご自宅にい
ながらプレミアムな 7 つ星ピザをお楽しみいただけます。
サイドメニューとしてクリスマスの食卓を彩る「プレミアムローストチキン」や「ひんやり
ミルクレープ」、また、「星付きシェフ監修 極上クワトロ」とお好きなピザ 1 枚の計
2 枚のピザに、サイドメニューがセットになった「贅沢ウィンターセット」も同日より発売します。3 種類のセットから、人数やお好みに合わ
せてお選びいただくことができ、セットメニューをご注文いただくだけで簡単にクリスマスパーティーの準備が整います。ぜひこの機会に、本
格的なおいしさが楽しめるピザを大切な方と一緒にお楽しみください。
クリスマス時期は、通常時よりお持ち帰りのお客様が増え店舗の混雑が予測されますが、ドミノ・ピザでは、お持ち帰り時の「3 密」を
避けた店舗での受け渡しや、直接の手渡しを避けて配達を行う「あんしん受取サービス」（オプション）などを実施しております。お
客様ならびに当社の全従業員、そのご家族の安心・安全を最優先し感染症予防のための様々な取り組みをより一層強化し、日
本全国の店舗で取り組んでまいります。

「星付きシェフ監修 極上クワトロ」監修シェフ

堀江 純一郎シェフ

本多 誠一シェフ

荒井 昇シェフ

飯塚 隆太シェフ

「Ristorante i-lunga」シェフ

「ZURRIOLA」シェフ

「HOMMAGE」シェフ

「レストラン リューズ」シェフ

2004 年度イタリア版ミシュランガイドで日本人
としては初となる一つ 星を獲得。 その後、
2012 年に日本版ミシュランで一つ星を獲得。
イタリア滞在 9 年で学んだ現地の料理にオリジ
ナリティを加えた独創的な料理を供している。

2014 年度版から６年連続でミシュランガイド
二つ星を獲得。素材の質を大切にする姿勢
や、シンプルな調理法など、スペイン料理と日
本料理の共通点を 見出し た シェ フ。 四季
折々の表情を見せる“モダンスパニッシュ”。

2018 年にミシュランガイドで二つ星を獲得。
季節の食材を世界各地から取り寄せアレン
ジし、フランス料理のフィルターを通しながら、
固定概念に捉われない自由な発想でオリジ
ナリティ溢れる料理を追及し続けている。

日本ならではの四季・旬の素材食材を活か
し、日本人だからこそ表現できる素材感を感
じるフランス料理を探求している。2012 年に
ミシュランガイドで一つ星 2013 年から 8 年
連続二つ星の評価を得ている。
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「星付きシェフ監修 極上クワトロ」商品概要
販売期間

：2020 年 11 月 30 日（月）～ 2021 年 1 月 11 日（月・祝）

価格

：M サイズ: 2,800 円、R サイズ: 3,399 円、L サイズ: 3,900 円

商品説明ページ ：https://www.dominos.jp/topics/201130_winter
概要

：①「ローストチキンと北海道カマンベール」
②「ぷりぷりシュリンプとふわふわオマールソース」
③「スモークターキーと 5 種の芳醇チーズソース」
④「直火焼ステーキとガーリック」
の 4 種のフレーバーが楽しめるクワトロピザです。

名称

：ローストチキンと北海道カマンベール

商品説明

：ローストチキンと北海道カマンベールの相性が抜群です。

トッピング

：ローストチキン、北海道カマンベールチーズ、ピーマン、イタリアンソーセージ、チェリートマト、ホワイトソース

＜監修シェフ：堀江 純一郎シェフ＞
ジューシーなローストチキンを、北海道産ホワイトソースとカマンベールと
合わせて、とてもクリーミーに仕上げました。このチェリートマトは色味と
酸味を生かすために譲れません！イタリアンソーセージのスパイシーな
アクセントが全体のまろやかさを引き立てます。
名称

：ぷりぷりシュリンプとふわふわオマールソース

商品説明

：ぷりぷりのエビと旨味たっぷりのふわふわオマールソース！口の中にエビやオマールの香りが広がります。

トッピング

：ぷりぷり海老、ふわふわオマールソース、オニオン、アスパラ、ホワイトソース

＜監修シェフ：飯塚 隆太シェフ＞
こだわりポイントのオマールソースは、オマールえびの頭部をしっかりと炒
め、特製の魚の出汁で丁寧に抽出しました。さらにピザを食べたときの
食感をより強調するため、オニオンをトッピングしています。オマールソー
スのオレンジとアスパラのグリーンで華やかな色彩も意識しました。
名称

：スモークターキーと 5 種の芳醇チーズソース

商品説明

：5 種のチーズソースにスモーキーなローストターキーと燻しベーコンが絶妙なハーモニーを醸し出します。

トッピング

：スモークターキー、5 種の芳醇チーズソース（クリームチーズ、エグモントチーズ、エメンタールチーズ、
カマンベールチーズ、マスカルポーネチーズ）、燻しベーコン、オニオン、パプリカ、トマトソース

＜監修シェフ：荒井 昇シェフ＞
ドミノ・ピザさんとしてターキーを商品に使用するのは初めてだと伺い、さ
らに気合が入りました。食べたときに口の中に広がる香りも意識し、ター
キーのスモーク感をアップさせ、燻しベーコンを追加。5 種類の芳醇チー
ズソースがスモークターキーにマッチ。絶妙なハーモニーを感じられます。
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名称

：直火焼ステーキとガーリック

商品説明

：じっくり焼いたビーフにたっぷりガーリック！！ビーフの旨味とこんがりガーリックの香りが食欲をそそります。

トッピング

：直火焼ステーキ、ガーリック(ダブル)、ほうれん草、トマトソース ※直火焼ステーキのビーフは加工肉を使用

＜監修シェフ：本多 誠一シェフ＞
こだわったのは食べた時のステーキの肉感。お肉は直火焼にしてもらっ
ているので、とっても香ばしく仕上がっています。さらに、たっぷりガーリッ
クでサクサク食感を演出しました。

贅沢ウィンターセット概要
名称
金額
対象商品

名称
金額
対象商品
名称
金額
対象商品

：贅沢ウィンターセット A セット
：お持ち帰り M サイズ 4,199 円、R サイズ 4,799 円、L サイズ 5,299 円
デリバリー M サイズ 4,999 円、R サイズ 5,599 円、L サイズ 6,099 円
：「星付きシェフ監修 極上クワトロ」1 枚＋1～4 ハッピーレンジのお好きなピザ 1 枚＋プレミアムローストチキン
2 本＋ひんやりミルクレープ 1 個
：贅沢ウィンターセット B セット
：お持ち帰り M サイズ 3,199 円、R サイズ 3,799 円、L サイズ 4,299 円
デリバリー M サイズ 3,999 円、R サイズ 4,599 円、L サイズ 5,099 円
：「星付きシェフ監修 極上クワトロ」1 枚＋1～4 ハッピーレンジのお好きなピザ 1 枚＋プレミアムローストチキン 2 本
：贅沢ウィンターセット C セット
：お持ち帰り M サイズ 3,199 円、R サイズ 3,799 円、L サイズ 4,299 円
デリバリー M サイズ 3,999 円、R サイズ 4,599 円、L サイズ 5,099 円
：「星付きシェフ監修 極上クワトロ」1 枚＋1～4 ハッピーレンジのお好きなピザ 1 枚＋お好きなサイドメニュー3 品

＜事前予約でさらにお得にご注文！＞
11 月 30 日（月）から 12 月 20 日（日）の期間にクーポン番号を利用して事前
予約をすると、「贅沢ウィンターセット」が一律 200 円引きになります。クーポン番号は特
設サイトでご紹介しています。
予 約 可 能 期 間： 11 月 30 日（月）から 12 月 20 日（日）
事前予約対象日： 12 月 24 日（木）、12 月 25 日（金）の受取り分
対

象

商

品： 贅沢ウィンターセット（A セット、B セット、C セット）

特 設 サ イ ト： https://www.dominos.jp/topics/201130_winter_n
名称
商品説明
価格

：プレミアムローストチキン
名称
：5 種類のハーブを使用した本格ローストチキンが新登場！ 商品説明
：699 円(1 本)/1,299 円(2 本)
価格

：ひんやりミルクレープ
：みんな大好き！つめたいミルクレープ。
：1,199 円(1 ホール、4-6 名様用)

※価格はすべて税抜き価格となります。
※一部地域では価格が異なります。

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン PR 事務局（株式会社プラップジャパン 内）永田、中野、須藤
TEL：03-4570-3198 / Mail：dominospizza-pr@prap.co.jp
【クレジット表記、及び一般のお客様からのお問い合わせ先】
ドミノ・ピザ お客様ご相談窓口 MAIL：info@dominos.jp
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