店舗名︓LʼORANGE（ロランジュ）

＜北海道エリア フォーカスシェフ＞

住所︓北海道札幌市中央区南5条⻄3丁⽬

オオハラ マサオ

⼤原 正雄

シェフ（36）

15・3ビル2F
電話︓011-213-0803

北海道の⾷材とフレンチの技法をフュージョン
⾷べた瞬間に完成する様に設計された料理を提供

幼い頃から、家族の為に⾷事を作っていたことがきっかけで料理の世界に興味を持つ。
2001年に札幌の蟹料理専⾨店で料理⼈としてのキャリアをスタート。2003年調理専
⾨学校を卒業後、株式会社ひらまつへ⼊社。東京『レストランひらまつ』、『リスト
ランテ ASO』へ勤務。2007年ボキューズ・ドールフランス料理国際⼤会の⽇本代表
アシスタントとして出場し、最優秀アイデンティティ賞並びに6位⼊賞（当時アジア
最⾼位）後、渡仏。パリ『レストランひらまつ』にて2年間研修後、⼤阪『ラ・
フェット ひらまつ』にオープン時より勤務し、2015年に料理⻑に就任。2018年10
⽉に⾃⾝の故郷である札幌に『LʻORANGE』をオーナーシェフとして開業。
⾷事の⾹りを最⾼潮に感じる事で、美味しさのその上に⾏く「感動」をお届けしたい
という想いから、カウンターフレンチの形式で提供。お客様の⼝へ運ばれた時に料理
が完成する様に計算されたフレンチは、⾷感・質感のコントラストが⽣み出す旨味を
⿐腔に抜けていくような感覚が味わえる。シェフが⽬指すのは“5感を通じて最⼤限楽
しめる料理”でその⼟地で作られる⾷材をその⼟地で最⾼の状態で召し上がっていた
だくこと。15年間培ってきたフレンチの技法と北海道の⾷材、そしてカウンターフ
レンチを融合させるという、今までとは違ったアプローチで、北海道という⼟地に根
ざした新しいフレンチの創造を⽬指す。
＜プロフィール＞
1984年北海道⽣まれ。2001年札幌の蟹料理専⾨店にて料理⼈としてのキャリアをスター
ト。2003年調理専⾨学校卒業後、株式会社ひらまつへ⼊社。『レストランひらまつ』『リ
ストランテ ASO』へ勤務後、渡仏。パリ『レストランひらまつ』にて2年間研修。帰国後、
2012年⼤阪『ラ・フェットひらまつ』にオープン時より勤務し2015年に同店料理⻑就任。
2018年10⽉に札幌に『LʻORANGE（ロランジュ）』を開業。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・北海道産 ⽑蟹

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
北海道で⽣産されている希少な鳩⾁を、⽇本ならではの藁で燻し
焼き上げていく調理法。

https://www.makuake.com/project/lorange/

店舗名︓Sous-sus（スシュ）

＜東北エリア フォーカスシェフ＞

住所︓秋⽥県秋⽥市⼤町1-2-40

シブヤ エイコ

澁⾕ 瑛⼦

シェフ（37）

あくらフォー・スクエア・ハウス
電話︓018-853-7614

気軽に楽しめるフレンチで秋⽥を元気にしたい︕
地元⾷材をふんだんに使ったイマジネーションあふれる料理

⼦供の頃レストランで⾷べたフランス料理の味が忘れられず、地元で独⽴すること
を⽬標に料理の道へ。エコール 辻 ⼤阪、辻調グループ フランス校を卒業後、東
京・代官⼭『ル・プティ・ブドン』で13年間勤務。2014年再度渡仏し『オーベル
ジュ・デュ・ヴューピュイ』『ドミニク・ブシェ パリ』で研修後、⻑年勤務した
『ル・プティ・ブドン』の料理⻑に就任。2018年に「ゴ・エ・ミヨ2018」で「期
待の若⼿シェフ賞」を受賞し、2019年10⽉フレンチレストラン『Sous-sus』を開
業。地にしっかり根を張り、上へ向かって成⻑したいという思いを込め、“下に上
に”を意味するバレエ⽤語から『Sous-sus』と名付けた。
繊細な技法により、⾷材の旨みを引き出した美しい⼀⽫⼀⽫が、⽬と⾆を楽しませ
る料理には、キノコやジビエ、海産物などの地元⾷材、旬の⾷材を使⽤。毎⽇市場
で仕⼊れる新鮮⾷材の魅⼒を最⼤限に引き出すソース作り、⾹りを⼤事にしている。
また敷居が⾼いと思われがちなフレンチの魅⼒を多くの⼈に伝えるべく、価格も抑
えめに設定。⻑年の経験で培った確かな技術と知識で東北とフランスの融合を感じ
ることができるイマジネーションあふれる料理に注⽬だ。
＜プロフィール＞
1983年秋⽥県由利本荘市⽣まれ。エコール 辻 ⼤阪、辻調グループ フランス校を卒業後、
東京・代官⼭『ル・プティ・ブドン』で13年間勤務。2014年再度渡仏し『オーベル
ジュ・デュ・ヴューピュイ』『ドミニク・ブシェ パリ』で研修勤務。その後、『ル・プ
ティ・ブドン』の料理⻑を経験し、2019年10⽉フレンチレストラン『Sous-sus（ス
シュ）』を開業。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・秋⽥県産 がさえび
・岩⼿県陸前⾼⽥産 ⽶崎牡蠣
・福島県⼆本松市産 エム牧場 短⿊⽜

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
⽇本酒

h@ps://awoman.jp/arAcle/10704

店舗名︓restaurant μ（レストランミュー）

＜関東エリア フォーカスシェフ＞

住所︓栃⽊県那須郡那須町⾼久⼄道上2294-5

チバ タクミ

千葉 拓海

シェフ（27）

アートビオトープ那須内
電話︓ 0287-74-3200 (10:00-19:00)

“シード（種）からテーブルまで”をコンセプトに
五感を刺激するエレガントなアートフードの軽やかなフレンチ
18歳の時訪れたフレンチレストランで味、華やかな⾒た⽬と料理を通して様々な感
動を得られるフランス料理に惹かれ、⼈を感動させられるような料理⼈になりたいと
フランス料理の道に進む。東京調理師製菓専⾨学校を卒業後、20歳でフランスの星
付きレストランで研鑽。その後、⾚坂『Lyla restaurant』、中⽬⿊『CRAFTALE』
にて修⾏後、2020年『アートビオトープ那須 restaurant μ』のシェフに就任。
“シード（種）からテーブルまで”をコンセプトに、恵まれたテロワール（⼟地）なら
ではの、野⽣の滋味あふれる⾷材の⼒をぞんぶんに活かした料理を提供。⼭々に囲ま
れた環境や気候により、豊かに育った栃⽊県の誇るべき⾷材や、敷地内の畑で育てた
紅⼈参、ラディッシュ、⼩松菜、イタリアンパセリなど、約20種類の野菜やハーブ
を使⽤し、那須の四季の情景を料理の中で表現する。サステナブルな取り組みも環境
負荷の少ない野菜やお⾁を使⽤し、廃棄物管理（削減・再使⽤・リサイクル） に取り組む。
栃⽊県の特製を⽣かし、通常コースに“⿂料理”は⼊れないが、⾙類を野菜メインの⽫
に使うなど、軽やかさを出すために⿂介類を取り⼊れ、責任ある海洋資源の利⽤を⼼
掛けている。若きシェフが作る⾷材を⽣かした、繊細で刺激的なフレンチを五感で楽
しめる。
＜プロフィール＞
1993年⽣まれ。東京調理師製菓専⾨学校卒業後、フランスの星付きレストランに勤務。そ
の後、⾚坂『Lyla restaurant 』中⽬⿊『CRAFTALE』にて修⾏後、2020年『アートビオ
トープ那須 restaurant μ（ミュー）』のシェフに就任。“シード（種）からテーブルまで”
をコンセプトにスタッフ全員がチームとなり、地元⾷材の魅⼒発信に取り組んでいる。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・栃⽊県那須塩原産 野菜
・栃⽊県産 ヤシオマス
・栃⽊県産 今牧場 チーズ

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
⾷材としては味噌や⿊⽶を使ったり、仕⽴てとしてはフランス⾷材や
栃⽊⾷材で和の技法(求肥、餡⼦など)で表現している。

https://www.artbiotop.jp/myu/

＜関東エリア フォーカスシェフ＞
フルヤ セイラ

古屋 聖良

店舗名︓Courage（クラージュ）
住所︓東京都港区⿇布⼗番2-7-14 azabu275 1F

シェフ（31） 電話︓03-6809-5533

⼥性ならではの視点、チャレンジ精神を⼀⽫⼀⽫に込め、
⾷材と真摯に向き合ったピュアな料理を提供

就職活動の失敗を機に、元々興味のあった料理の道を⽬指す。調理師専⾨学校卒業
後、2013年より『学⼠会館 精養軒』に6年間勤務し、クラシックなフランス料理を
学ぶ。2016年若⼿シェフの国際料理コンクール「サンペレグリノ ヤングシェフ」
で予選を勝ち抜き、⽇本代表へ。その後に、「Forbes 30under 30 Asia 」にも選
出される。2019年に渡豪し、メルボルンの名店『Brae』で研鑽を積み、帰国後
2020年8⽉より『Courage』のシェフに就任。
⾷のみならず五感で楽しめる空間を、という思いを込めて作り上げられた
『Courage』。オーストラリアで学んだ技術、⾷材と真摯に向き合った丁寧でピュ
アな料理を提供。これまでの研鑽で⾝に着けられたオーセンティックな基礎があり
ながら、彼⼥のセンス、⼥性ならではの視点、そしてチャレンジ精神が⼀⽫、⼀⽫
に込められている。⾷材は、⽇本各地から選りすぐりの鮮度がいいものを仕⼊れら
れるように、なるべく⽣産者の⽅々と直接やり取りをし⼯夫。また、⽣産の際に温
室効果ガスが出ないように飼育された⽜⾁、農薬・化学肥料を使わずに育てたオー
ガニック野菜などを使⽤し、環境や健康への配慮も怠らない。
＜プロフィール＞
1989年⽣まれ。⼤学、調理師専⾨学校卒業後、2013年より学⼠会館に6年間勤務し、ク
ラシックなフランス料理を学ぶ。2019年に渡豪し、メルボルンのレストラン『Brae（ブ
レイ）』で研鑽を積む。帰国後2020年8⽉より『Courage（クラージュ）』のシェフに就
任。オープンから3年⽬を迎えた『Courage』と共に、ネクストステージへと⽇々進化の
歩を進めている。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・広島県産 なかやま牧場 神⽯⽜
・広島県産 梶⾕農園 ハーブ
・広島県産 かなわ⽔産 牡蠣
・千葉県産 ダブルファーマーズ オーガニック野菜

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
⿂料理では⿂のアラからとった出汁にアサリや昆布の旨味を加えて
スープ仕⽴てにしたり、ソースには麹を使⽤したり、和⾷の様な軽
やかな⼀⽫を提供している。

http://hoteresonline.com/articles/9137

＜関東エリア フォーカスシェフ＞
マツナガ シンタロウ

松永 晋太郎

店舗名︓Cerise/Collage（セリーズ/コラージュ）
住所︓東京都港区東新橋1-9-1
コンラッド東京28F

シェフ（39） 電話︓03-6388-8745

フレンチをベースにさまざまな国の技法を取り⼊れた
クリエイティブで芸術的な新スタイルのモダンフレンチを考案
調理師学校卒業後、都内レストランにて料理⼈としてのキャリアをスタート。東
京・福岡・名古屋のレストランなどで修⾏を重ね、その後、『レストラン タテル
ヨシノ 芝』にて勤務。2009年からコンラッド東京『ゴードン・ラムゼイ at コン
ラッド東京』のキッチンにて研鑽を積む。2013年8⽉1⽇にオープンしたモダン
フレンチ『Collage（コラージュ）』では、スーシェフとして活躍。2017年7⽉
より、同レストランにてシェフ・ド・キュイジーヌを務める。 『Collage』に隣
接するオールデイダイニング『Cerise（セリーズ）』のシェフも兼任。
⾷材の組み合わせと様々な調理法を駆使し、素材の持ち味を最⼤限⽣かすことで、
新しい発⾒と驚きに満ちたメニューの考案に努める。シンプルな調理法を信条と
し、調和のとれたお料理の提供を⽬指す。また、器や料理全体のプレゼンテー
ションから美しい⽇本の四季を感じられるよう、旬の和の⾷材を取り⼊れた⼀⽫
も⽤意。料理を通じて、作り⼿と⽣産者の“思い”を伝えられるよう、多彩なメ
ニューを展開している。
＜プロフィール＞
1981年熊本県⽣まれ。調理師学校卒業後、都内レストランにて料理⼈としてのキャリア
をスタート。東京・福岡・名古屋のレストランなどで修⾏を重ね、その後、『レストラ
ン タテル ヨシノ 芝』にて勤務。2009年からコンラッド東京『ゴードン・ラムゼイ at
コンラッド東京』のキッチンにて研鑽を積む。2013年より『Collage』では、スーシェ
フとして活躍。2017年7⽉より、シェフ・ド・キュイジーヌを務める。『Collage』に隣
接するオールデイダイニング『Cerise』のシェフも兼任。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・宮城県産 ⾦華さば
・宮崎県産 平兵衛酢
・熊本県産 ⾚茄⼦

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素

季節感を⼤切にしているため、⼀⽫に旬の⾷材（必然的に和の⾷
材）を多⽤。また同ホテルの⽇本料理『⾵花』より、⿂介類の処理
の仕⽅や野菜のアク抜き、⾊⽌めの⽅法などに関してアドバイスを
もらい、⽇本料理の技法を積極的に取り⼊れている。

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/collage

＜関東エリア フォーカスシェフ＞
トクシマ トオル

徳島 亨

店舗名︓THE UPPER（アッパー）
住所︓東京都千代⽥区丸の内１-3-4 丸の内テラス9F/10F

シェフ（36）電話︓03-5962-9909

⾷材を尊重した新たな価値を⽣み出すことへ挑戦し続ける
シンプルな仕上げの中に遊び⼼が光る都会のフレンチ

フレンチシェフのコックコートに憧れて料理の世界へ。辻調理師専⾨学校卒業後、
ホテル⽇航東京（現ヒルトン東京お台場）のモダン・フレンチレストラン『テラ
ス オン・ザ・ベイ』、都内のビストロなどを経て「トランジットジェネラルオ
フィス」に⼊社。数店舗の⽴ち上げに携わり、トランジットジェネラルオフィス
コーポレットシェフに就任。その後2020年11⽉『THE UPPER』のシェフに就任。
美意識や感性と共鳴しながら、丸の内という街をエンパワーメントするために⽣
まれた『THE UPPER』 。料理は演出にもこだわり、シンプルに仕上げながらも
ちょっとした遊び⼼が楽しめる。また、料理⼈の技術で⽣まれる美しい盛り付け
にも注⽬だ。⽇本の旬の美味から、珍しい⾷材までを幅広く使い、素晴らしい⽇
本の⾵⼟や伝統を尊重し、素材の新たな価値を⽣み出すことへ挑戦し続ける。そ
して野菜は有機栽培のものを使⽤し、⽪や切れ端も乾燥させパウダーにして活⽤
するなどフードロスへの意識も⾼い。その原点はシェフの⽣まれ育った福島の⾃
然環境が影響し、その中で美意識も培われた。『THE UPPER』では⼤阪の2つ星
フレンチ『La Cime』の⾼⽥裕介シェフがパートナーシェフを務める。徳島シェ
フの様々なスタイルをミックスした独創的な発想、⾼⽥シェフのイノベーティブ
な感性とクラシックな技が重なり合い⽣まれる、五感を刺激するような料理の
数々をアラカルトやコースで楽しめる。
＜プロフィール＞
1981年福島県⽣まれ。辻調理師専⾨学校卒業後、ホテル⽇航東京（現ヒルトン東京お台
場）のモダン・フレンチレストラン『テラス オン・ザ・ベイ』、 都内のビストロを経て
「トランジットジェネラルオフィス」に⼊社。 数店舗の⽴ち上げに携わり、トランジット
ジェネラルオフィス コーポレットシェフに就任。 2020年11⽉「THE UPPER（ザ・アッ
パー）』のシェフに就任。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・福島県郡⼭市産 鯉

https://the-upper.jp/

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
梅⼲し、昆布、鰹節、焼きあご、⽇本酒など

店舗名︓GIRANDOLE （ジランドール）

＜関東エリア フォーカスシェフ＞

住所︓東京都新宿区⻄新宿3-7-1-2

ツツミ コウジロウ

堤 耕次郎

シェフ（49）

パーク ハイアット 東京 41F
電話︓03-5323-3459

⻑年培った経験を活かしたクラシカルなフレンチをベースに
サステナブルフードをふんだんに使った料理にも挑む
フレンチの1⽫に美味しさだけではなく、美しさや素晴らしい未来を感じ、フラ
ンス料理の道に進む。フランスの星付きレストランと国内のファインダイニング
で14年間研鑽を積み、2007年にパーク ハイアット 東京へ⼊社。「ジランドー
ル」キッチンスタッフを勤め、2014年副料理⻑に昇進。調理のスキルと感性はも
ちろん、マネジメント⼒の⾼さから、2019年12⽉に料理⻑に就任。
クラシカルなフレンチをベースに、定番の「パテ アンクルート」をはじめ、サス
テナブルシーフードや、旬の国産野菜をふんだんに使った本格的なコースからア
ラカルトまで⽤意。ハイアットグループ全体を通しサステナブルシーフードへの
取り組みを⾏なっており、 2015年5⽉に国内ホテルとしては初めてMSC（海洋
管理協議会）およびASC（⽔産養殖管理協議会）のCoC認証を取得。レストラン
含む館内で使⽤する⿂介類の約35％をサステナブルシーフードを使⽤。単に美味
や贅沢を追求するだけでなく、天然資源の未来を⼤切にしている。⻑年にわたる
経験を⽣かし、料理⼈として⼤きく成⻑する舞台となった「ジランドール」への
熱い思いを胸に、その魅⼒に⼀層磨きをかけるべく真摯に⾷と向き合う。
＜プロフィール＞
1972年⽣まれ。フランスと国内のレストランで14年間研鑽を積み、2007年にパーク ハ
イアット 東京⼊社。 以来、「ジランドール」キッチンスタッフとして勤め、2014年、
副料理⻑に昇進。 調理のスキルと感性はもちろん、マネジメント⼒も評価され、2019年
12⽉に料理⻑就任。 料理⼈として⼤きく成⻑する舞台となった「ジランドール」への熱
い思いを胸に、 ⻑年にわたる経験を活かし、その魅⼒に⼀層磨きをかけるべく真摯に⾷
と向き合う。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・北海道⼗勝産 どろ豚

・⻑野県信州産 ゆめクジラ農園 野菜
・⻑野県信州⾼⼭産 ジビエ（シカ・イノシシ）

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素

⿂介系の⽫を組み⽴てる時、昆布の出汁でバランスをとる。また、藁の煙でい
ぶす秋⽥などで古くからある技法を使⽤し、スモークウッドとは異なるスト
レートな⾹りや深みを感じさせることができる。

https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-tokyo/tyoph/dining
https://hitosara.com/0006081248/person.html

＜関東エリア フォーカスシェフ＞

店舗名︓Neki（ネキ）

ニシ キョウヘイ

⻄ 恭平

シェフ（37）

住所︓東京都中央区⽇本橋兜町8-1 1F
電話︓03-6231-1988

ネイバーフッド（ご近所）に寄り添う本格フレンチ
空間全体で楽しめる新しいスタイルのビストロ

⽗そして、祖⽗、叔⽗も料理⼈という家系に育ち、⾃⾝も⾃然と料理⼈の道へ進む。
京都調理師専⾨学校製菓部卒業後、『ホテルグランヴィア京都』内のレストランで
働く中で、フレンチに興味を持つようになり、フランスの地⽅料理を学ぶために渡
仏。アルザス地⽅のオーベルジュ『シュナンブール』にて1年勤務後帰国。京都のホ
テル、ビストロを経て新宿『キュイジーヌ［s］ミッシェル・トロワグロ』にて3年
勤務。その後渋⾕『Bistro Rojiura』でシェフを務め、2020年7⽉、⽇本橋兜町に
『Neki』をオープン。“Neki”は出⾝である関⻄弁の“そば・かたわら”という意味で、
⾝近な存在に感じてもらえるよう名付けた。
料理はお⽫の上だけでなく空間全体で楽しむものと考え、内装、BGM、アートに
拘ったリラックスした雰囲気の中で本格フレンチを提供。様々な⾷材を柔軟に取り
⼊れ、そこから“⾃分の料理に合う・合わない”を振り分けるため、固定のメニューの
ほか⽇替わりのメニューも⽤意。本格フレンチの技法を使いながら、“和”のテイスト
も繊細に織りまぜることで、フレンチでありながら⾷べ疲れない、親しみやすい味
わいになっている。フレンチがベースでありながら、“フレンチビストロ”とは謳わず
に、あえてジャンルをカテゴライズせず、様々なことに挑戦していく。
＜プロフィール＞
1983年京都府⽣まれ。京都調理師専⾨学校製菓部卒業後、京都『ホテルグランヴィア』に
て5年勤務し、渡仏。アルザス地⽅の『シュナンブール』にて1年勤務後帰国。京都のホテ
ル、ビストロを経て東京ミシュラン2星『キュイジーヌ［s］ミッシェル・トロワグロ』に
て3年勤務。その後『ミシュランガイド東京』で6年連続ビブグルマンに掲載される
『Bistro Rojiura』でシェフを務める。2020年7⽉『Neki（ネキ）』を開業。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・北海道産 蝦夷⿅

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
和⾷にも多く取り⼊れられている⾷材を使⽤。（冬⽠、⽊の芽、セリ、
酒粕、鰹出汁、醤油、⿂醤、紫蘇、等）さらに、炭⽕焼、柑橘タレ焼
き、フォワグラ茶碗蒸し、アスパラ昆布出汁漬、柚⼦⽪オイル、⼭椒
の葉オイル、フォワグラ⽩味噌漬、も取り⼊れている。

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/collage

店舗名︓Fierté （フィエルテ）

＜関東エリア フォーカスシェフ＞

住所︓神奈川県鎌倉市御成町2-14-2

ヤマモト ユウタ

⼭本 悠太

シェフ（31）

Ever Village (B) 2F
電話︓0467-33-5105

お客様とのコミュニケーションを⼤切にするシェフが
四季折々の和⾷材や、新鮮な⾷材をベストな組み合わせで提供

フランス料理のシェフである⽗の影響を受け、料理の道へ進む。⾼校卒業後、⽇
本橋『ロイヤルパークホテル』で4年間勤務し渡仏。マルセイユ『Une Table au
Sud』にて1年間修⾏。帰国後『銀座 レカン』、茅ヶ崎『La table de Toriumi』、
外苑前『Lʻorgueil』で研鑽を積み、湘南界隈のレストランを経て2019年6⽉
『Fierté』をオープン。経験したことに⾃信と誇りを持ち、お客様の笑顔溢れる
素敵な空間を作りたいと⾔う意味を込め『Fierté』(誇り・⾃信を意味する)と名
付けた。
かつての修業先でもある南仏料理を取り⼊れた料理を、お客様とのコミュニケー
ションを⼤切にするためカウンターで提供。メニューには各料理に使⽤する⾷材
と産地のみを記し、その⽇のベストな組み合わせをお客様の好みに合わせてアレ
ンジ。同じお客様に同じものを出さないという考えから、⾷材が同じでも調理法
を変えて提供。四季折々の⾃信を持った⾷材のみを使⽤し、特に佐賀県から取り
寄せている鮮⿂が⼈気。⾼知県から届く柑橘をアクセントに⽤いる料理は、南仏
料理を彷彿とさせ、しっかりとしたソースなどは『銀座 レカン』からインスパイ
アされた。⾷感と⾹りの⼯夫を凝らした料理にマッチする、料理⼈セレクトのフ
ランス産ワインとのマリアージュも⼀緒に楽しめる。
＜プロフィール＞
1990年⽣まれ。⾼校卒業後、⽇本橋⽔天宮『ロイヤルパークホテル』で4年間勤務し渡仏。
マルセイユの⼀つ星レストラン『Une Table au Sud』にて1年間修⾏。帰国後『銀座 レ
カン』、茅ヶ崎『La table de Toriumi（ラ・ターブル・ド・トリウミ）』、外苑前
『Lʻorgueil（オルグイユ）』と名だたるレストランで研鑽を積む。湘南界隈のレストラン
を経て2019年6⽉『Fierté』をオープン。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・佐賀県唐津産 ⼤⼭鮮⿂ 鮮⿂
・新潟県産 ファームランド⽊落 妻有ポーク

https://fierte-kamakura.com

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
鎌倉の和の野菜を使ったり、和の⾷材で季節が分かるように⼯夫。
ジビエの季節には、⿅児島県から国産のジビエを仕⼊れる。

＜北陸エリア フォーカスシェフ＞
タチ サトミ

店舗名︓L'OSTAL（ロスタル）

舘 ⾥美シェフ（39）

住所︓⽯川県⾦沢市安江町17-28 北川ハイツ1F
電話︓076-260-7121

ジビエの持ち味を知り尽くした⼥性シェフが紡ぐ
他にはない“絶対の味”だと⾃信を持つ奥⾏きのあるフレンチ

⾖腐店を営む祖⺟の影響から、“ものづくりの楽しさ”を覚え、5歳で料理を始める。
それをきっかけに料理の魅⼒に⽬覚め、⽯川県調理師専⾨学校へ⼊学。卒業後、⾦
沢のビストロで修業後、 東京・⽬⿊『ラ・ブーシェリー・デュ・ブッパ』で腕を
磨きジビエが⾃⾝の代名詞となる。2013年⾦沢に戻り、ソムリエの夫と共に
『LʻOSTAL(ロスタル)』を創業。『LʻOSTAL』はフランスの古語で家・家族を意味
し、家のようにくつろいでほしいという想いを込め名付けた。
繊細な味わいのジビエ料理を中⼼に⾦沢ならではの“四季“と“旬”を感じられるフレ
ンチを提供。⾃⾝も狩猟免許を持ち、地元⾃治体とともに害獣駆除にも参加し、狩
猟から解体までこなす。そんなジビエの持ち味を知り尽くした⼥性シェフが⽣み出
す繊細できれいな味わいのジビエを味わえる。⾷材を仕⼊れる際は必ず、⽣産者や
⽣産地、野⼭や猟場まで⾃ら出向いて⾃⾝の五感で感じ良いものだけをセレクト。
その素材の⽣きている環境、造り⼿の思い⼊れ等の深いところを知ることで、⾷材
に愛情を持って接することができる。そんな思い⼊れのある⾷材から、他にはない
“絶対の味”だと⾃信を持って奥⾏きのある料理を作りあげる。
＜プロフィール＞
1982年富⼭県⽣まれ。⽯川県調理師学校で学び、卒業後、⾦沢のビストロで修業後、 東
京・⽬⿊のジビエ料理の名店『ラ・ブーシェリー・デュ・ブッパ』で腕を磨きジビエが⾃⾝
の代名詞となる。2013年⾦沢に戻り、ソムリエの夫と共に『LʻOSTAL（ロスタル）』を創
業。⾝近な地元⾷材を使うことを⼼掛け、⽣産者との絆も深い。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・⾃家製 野菜
・⽯川県産 猪
・兵庫県朝来市 ⼥性猟師吉井あゆみさん 本州⿅
・⻑野県産 サフォーク（⽺）
・福井県産 エムズファクトリー 野菜
・富⼭県産 ⽇本キジ

http://lostal2013.com/

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
⾃宅の梅の⽊から採れる梅で⾃家製ジャムを作り、フォアグラに合わ
せたり、⼭ぶどうをソースにするなど、⾝近で取れる和の⾷材は⽇常
的に取り⼊れる機会が多い。4⽉には⼭に⼭菜を採りに⾏き、キッ
シュタルトの⽣地に使う。

店舗名︓PADDA（パッダ）

＜中部エリア フォーカスシェフ＞

住所︓愛知県名古屋市中区栄3-4-26

オオノ シゲコ

⼤野 滋⼦

シェフ（38）

ヨシタカビル3F
電話︓052-261-3002

⼤切な⼈と豊かな時間を過ごせる12席の隠れ家フレンチ
クラシックなフランス料理をアラカルトでも提供

「⼿に職をつけたい」 という思いから2003年名古屋調理師専⾨学校を経て卒業
後、名古屋『サーリン』へ⼊社。複数のレストランを経験後、2011年に渡仏。
ラ・ロシェル『レ・フロ』、ヴォナ『ジョルジュ・ブラン』にて1年地⽅料理を
学ぶ。 帰国後、名古屋の『壺中天』、『RESTAU K YAMAUCHI 』を経験。
2013年に名古屋『Vintage1970』でシェフに就任。その後2018年2⽉独⽴し
「PADDA」をオープン。
フランス語で“⽂⿃”の意味を持つ「PADDA」はグリーンを基調とした居⼼地の良
い店内。ワインとフランス料理を気軽に楽しんでいただけるよう、アラカルトで
の提供も⾏い、料理はクラシックを基にフランス料理の魅⼒を伝えられるよう選
び抜いた⾷材のみを使⽤。時間と⼿間暇をかけ、更に美味しさを引き⽴たせる為
に煮込み・寝かすなどを繰り返すこと3⽇かけるソースや、⿅・鴨・仔⽺など⾁
の特徴に合わせてやわらかく⽕⼊れする⾁料理を得意とする。また、カウンター
の中からお客様に語りかけ、好みを探りつつ料理に合うワインをタイムリーに提
供するスタイルもリピーターが多い秘訣だ。
＜プロフィール＞
1982年⽣まれ。2003年名古屋調理師専⾨学校卒業。名古屋『サー・リン』へ⼊社。複
数のレストランを経験後、 2011年渡仏。ラ・ロシェルにあるレストラン『レ・フ
ロ』、ヴォナの3ツ星レストラン『ジョルジュ・ブラン』にて1年地⽅料理を学ぶ。 帰
国後、名古屋の『壺中天』、『RESTAU K YAMAUCHI 』などを経験。2013年に名古
屋『Vintage1970』でシェフに就任。その後2018年2⽉独⽴し「PADDA」をオープ
ン。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・愛知県知多産 しいたけ屋平松 原⽊しいたけ
・岐⾩県⼋百津産 利平栗
・岐⾩県⼋百津産 永⽥養蜂 ⽣はちみつ

https://www.padda-french.com/

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
野菜はほとんど地元の旬のものを取り⼊れ、⾃然栽培で新鮮なものを
仕⼊れる。

＜近畿エリア フォーカスシェフ＞

店舗名︓La Petite （ラ プチット）

マツモト ヤヨイ

松本 弥⽣

シェフ（42）

住所︓兵庫県⻄宮市⻄⽥町1-4
電話︓0798-33-6629

フランスの地⽅都市を感じられる
クラシックなフレンチをベースにした料理を提供
⾼校を卒業後、別の仕事に就いたが、料理の仕事に就きたいという気持ちを諦め
きれず、調理師専⾨学校へ⼊学。専⾨学校時代のアルバイト先のフランス料理店
の素晴らしい技術と味に感動し、フレンチを志す。神⼾のフランス料理店で数年
勤務後、渡仏。リヨン、ブザンソンのフレンチレストランに勤務後、フランス・
バスク地⽅のシャルキュトリーにて研鑽を積み、帰国。その後2016年5⽉『La
Petite』をオープン。
クラシックなフレンチをベースにし、フランスの地⽅都市リヨン、ブザンソン、
バスク地⽅にて学び感じた料理を提供。⽇本国内の良い⾷材、良い料理法を⾒直
し、和の⾷材の可能性を試⾏錯誤している。丹波篠⼭の無農薬野菜をはじめ、篠
⼭産の天然⿅も料理に組み込む。素材の味を⽣かし、⽣産者によって丁寧に作ら
れた⾷材の思いを料理に込める。普段使いでも訪れやすい、地域に溶け込むレス
トランを⽬指す。
＜プロフィール＞
1979年⽣まれ。⾼校卒業後、別の仕事に就いた後、調理師専⾨学校へ。神⼾のフランス
料理店で数年勤務後、渡仏。フランスの地⽅都市リヨン、ブザンソンのフレンチレスト
ランにて勤務後、フランス・バスク地⽅のシャルキュトリーにて研鑽を積み帰国。その
後2016年5⽉『La Petite（ラ プチット）』をオープン。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・兵庫県丹波篠⼭産 天然⿅
・兵庫県丹波篠⼭産 無農薬野菜
・奈良県産 無農薬野菜

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
デザートに使うことが多い。ごまのアイス、シソのアイス、
柿のタルト等。

https://www.facebook.com/petitenishinomiya/

店舗名︓BENOIT Kyoto （ブノワ 京都）

＜近畿エリア フォーカスシェフ＞

住所︓京都府京都市東⼭区清⽔2-204-2

アントニー バークル

The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu 内

ANTHONY BACLE シェフ（35）電話︓075-541-0208

アラン・デュカスの教えをもとに独⾃の斬新なタッチで
ビストロのスタイルを表現、次世代へ発信

⼦供の頃から⺟親譲りの⾷べ物への情熱を持ち料理の道へ。故郷ロワール地⽅にある
ミシュラン星付きレストランで研修後、有名レストラン『Alain Chapel』で働き料理
⼈について学ぶ。その後、フランス・パリ「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテ
ネ」、「ジュール・ヴェルヌ」で経験を積み、⼤阪「ル・コントワール・ド・ブノ
ワ」とNY「ブノワ ニューヨーク」でスーシェフを務める。2018年にマカオ「ヴォ
ワヤージュ – アラン・デュカス・アット・モーフィアス」のシェフに就任。2020年
3⽉、「ブノワ 京都」 のシェフに就任。
多くの異なる国を経験したことで、アラン・デュカスの精神を尊重しながらも⾃分⾃
⾝のスタイルを切り開き、⾷材、味わい、技術、盛り付けなど、斬新なタッチでビス
トロのスタイルを表現する。そして世界中の⾷品シーンでの⽇本の技術が確かである
ことを、独⾃の⼿法を交えながら証明している。京都の地元⾷材には最も関⼼が⾼く、
特に⾷材そのものの味わいが濃い京野菜を多く活⽤。また京都産和⽜のイチボにミョ
ウガや湯葉をあわせたり、春には桜の塩漬けを料理に取り⼊れたりと、フランス料理
と和⾷材を彼のセンスで組み合わせる。⾷材や季節を尊重し、同じ情熱を共有しなが
ら、お互いに⾼め与えることができるチーム作りを重視し、アラン・デュカスの教え
をもとにしたこの独⾃の哲学で、次世代への発信を続ける。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・京都府産 京のもち豚、京豚
・北海道産 サケ
・⿃取県産 関⻄⿊⽶（予定）

＜プロフィール＞
1985年フランス⽣まれ。故郷ロワールヴァレにあるミシュラン星付きレストランで研修後、
有名レストラン『Alain Chapel』で働き料理⼈について学ぶ。その後、フランス・パリ
「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」、「ジュール・ヴェルヌ」で経験を積み、⼤
阪「ル・コントワール・ド・ブノワ」とNY「ブノワ ニューヨーク」でスーシェフを務める。
2018年にマカオ「ヴォワヤージュ – アラン・デュカス・アット・モーフィアス」のシェフ
に就任。2020年3⽉、「ブノワ 京都」 のシェフに就任。

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
ごま、湯葉、ミョウガ、醤油などの⽇本の⾷材を使⽤。例えば、天ぷら
に由来したレシピや、ハモの⾻を切るような⼿法でウナギを調理する。

https://www.benoit-kyoto.com/

＜中国・四国エリア フォーカスシェフ＞
タメオカ テルキ

為岡 輝紀

シェフ（39）

店舗名︓Cent Secrets（ソンスクレ）
住所︓広島県広島市中区中町2-8 アルコビル1F
電話︓082-569-8261

⽇本の⾷材をフランスの思考・調理法で紡ぎ
既存の料理やコースの型に囚われない新しい形で提供
ヨーロッパ、フランスへの憧れ、また祖⽗が料理⼈であったことをきっかけに
⾃⾝も料理の道を志す。辻調理師専⾨学校卒業後、ハウステンボスホテルズに
⼊社。その後、ベルギーに渡り『Bruneau(ブリュノー)』で研鑽を積む。帰国
後、⻑野県・軽井沢『エルミタージュ・ドゥ・タムラ』にて6年間勤務し渡仏。
パリ『パッシフルール』『サンドランス』にて学び、2012年帰国し、広島
『ボーレザン』でシェフを務める。2015年に『Cent Secrets』オープン。
⽣まれ育った⽇本⽂化や歴史に敬意を払い、地元の⾷材を主に使⽤。シェフ⾃
ら⾜を運んで契約した農家から旬の野菜を仕⼊れ、また、北海道の畜産農家か
ら⽜・仔⽺・エゾシカ・鴨を仕⼊れるなど、⾷材を厳選し料理を組み⽴てる。
国産の和⾷材を多く取り⼊れながら、⽇本のものをフランスの思考・調理法で
紡ぎ、基はは正統をしっかりと踏襲しながらも、型に囚われない形でオリジナ
リティ溢れる内容を提供。店内に⼊った瞬間、料理を⼝にする瞬間の⼀瞬⼀瞬
を楽しめるレストランを⽬指す。
＜プロフィール＞
1981年⽣まれ。辻調理師専⾨学校卒業後、ハウステンボスホテルズに⼊社。その後ベル
ギー（ブリュッセル）に渡り、『ブリュノー』にスタジエとし研鑽を積む。帰国後、⻑野
軽井沢『エルミタージュ・ドゥ・タムラ』にて6年間勤務し渡仏。パリ『パッシフルール』
『サンドランス』にて学び、2012年帰国し、広島『ボーレザン』でシェフを務める。
2015年広島に『Cent Secrets（ソンスクレ）』オープン。2018年ミシュラン掲載。ゴ・
エ・ミヨ2018掲載。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・お茶 (⽇本茶、煎茶、お抹茶など)
お茶を淹れる⽔は広島県三原または⻄条
・広島県江⽥島産 フジタカ醤油
・⿃取県産 万葉⽜

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
器を⽩島・江⽥島市の陶芸家 若狹祐介⽒にオーダーメイドで作ってい
ただいた器を使⽤。そして、⾷材は基本的に国産のものを使⽤。

https://r.gnavi.co.jp/nh94aszh0000/

店舗名︓TTOAHISU （トアヒス）

＜九州・沖縄エリア フォーカスシェフ＞

住所︓福岡県福岡市中央区⼤⼿⾨3-12-12

ヤマシタ タイシ

⼭下 泰史

シェフ（35）

BLDG64-1F
電話︓092-733-4600

⼀⽫⼀⽫に思いを込めて、美味しさとともにサプライズを届ける
Made in Japanの独創的フレンチを福岡から発信
祖⺟の影響で幼い頃からキッチンに⽴ち、料理の道を志す。⼤和学園京都調理師
専⾨学校卒業。ハウステンボスホテルズ⼊社し『デ・アドミラル』（ホテルヨー
ロッパ内）のフレンチ部⾨で、基礎を学ぶ。その後、京都『ルヴェ・ソン・ベー
ル』『ホテルモントレ』に勤務後、渡仏。パリのビストロで研修後、帰国後は東
京・恵⽐寿『シャトーレストラン ジョエル・ロブション』『アムール』に勤務
し、 2016年5⽉福岡に『TTOAHISU』オープン。
⽇本の季節の⾷材で、Made in Japanのフレンチを独創的な織りなすのが譲れな
いプロ意識を持つシェフの信条。九州を中⼼とする旬の天然⿂介や野菜、全国か
ら選りすぐった⾁など、その⽇の最上の⾷材で季節のコースを提供。料理は⽇本
の⾷材を主軸に使い、季節や素材に合わせて構成。⽕⼊れやソースに確かなフレ
ンチの技術を感じさせつつも、時にはエスニック、時にはシノワ。多彩な要素を
⾃在に操り、⾃⾝の発想を注ぎ込む。⼀⽫⼀⽫に思いを込めて、おいしさととも
にサプライズを届ける。
＜プロフィール＞
1986年愛媛県⽣まれ。⼤和学園京都調理師専⾨学校卒業。ハウステンボスホテルズ⼊社
し『デ・アドミラル』（ホテルヨーロッパ内）のフレンチ部⾨で、基礎を学ぶ。その
後、京都『ルヴェ・ソン・ベール』『ホテルモントレ』に勤務後、渡仏。帰国後は東京
『シャトーレストラン ジョエル・ロブション』『アムール 東京』などに勤務し、
2016年福岡に『TTOAHISU（トアヒス）』オープン。2019年ミシュラン福岡佐賀⻑崎
特別版１つ星を獲得。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・⻑崎県産 ⼤島トマト
・熊本県天草産 岩牡蠣

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
⽇本⼈なので、あまりそこは気にせずとも⾃然と取り⼊れている。
逆に、鰹節、味噌、醤油は使わないという⾃分のルールを持つ。

https://hitosara.com/0006089474/?cid=gm_hp

＜九州・沖縄エリア フォーカスシェフ＞

店舗名︓ HIGH LINE（ハイライン）

ヒガシゾノ ユウキ

東園 勇樹

住所︓⿅児島県⿅児島市呉服町4-1 酒井商事ビル

シェフ（34）

電話︓099-813-7889

地元⿅児島県とフランスの⾷材をマリアージュさせ
クラシックなフランス料理をベースに独創的で驚きのある⼀⽫を演出
学卒後、ふと⽬についた料理雑誌がきっかけで飲⾷の世界へ⾶び込む。⿅児島
のホテルやフランス料理店で12年間修業を重ね、2017年に渡仏。「2009年ミ
シュランガイド」で⼀つ星を獲得した南フランスの『ラ・カシェット』や『フ
レデリック・シモナン（現MOF)』本場の名店で修⾏を積む。2018年帰国後
『HIGH LINE』のシェフに就任。
地元⿅児島の⾷材をできる限り使⽤し、“ゲストと⽣産者を繋ぐ架け橋”となるた
め、⼟地、⾷材を深く知りさらにはその⾷材を作る⽣産者までも知ってもらう
べく⿅児島らしさが光るこだわりの料理を提供。しっとりと加熱したフランス
産のフォアグラに、焦がした椎茸とカカオの⾹りを纏わせ鰹節とウーロン茶の
コンソメで仕上げた1品など、彼の独⾃のセンスと地元⾷材が融合された料理が
展開される。またフードロス⾷材への意識も⾼く、⾷材の破棄部分を極⼒減ら
し、規格外のサイズの⾷材も積極的に使⽤している。⿅児島県の⾷材とフラン
スの⾷材をいかにマリアージュさせお客様にお伝えするかクラシックなフラン
ス料理をベースに独創的な料理に挑戦し続けている。
＜プロフィール＞
1987年⿅児島県阿久根市⽣まれ。⾼校卒業後県内のホテル、フランス料理店で修⾏を重
ねる。 2016年に渡仏。南フランス1つ星『ラ・カシェット』、パリ1ツ星『フレデリッ
ク・シモナン（現MOF）』で 研鑽を積む。2018年帰国し『HIGHLINE』シェフに就任。
2015年「ffcc フランス料理コンクール」ファイナリスト、 2019年「マイユ料理コン
クール 2019」全国2位、2020年「ルージェ レシピコンクール」最優秀賞受賞。

●FRWでフォーカスする和⾷材
・⿅児島県出⽔群獅⼦島産 漁師⼭下さん アオサ海苔
・⿅児島県阿久根産 盛永さん ボンタン

●⾃⾝の料理において取り⼊れている『和』の要素
フランス料理のソースやフォンに鰹節や昆布などの⾵味を加えたり、
⿂、お⾁を鰹出汁に漬け込みキュイッソンして提供。

盛永さんのボンタン

漁師 ⼭下さん

https://highline-kagoshima.com/

