
申し込み締め切り：2022年6月30日（木）まで

スタンプラリー 参加費無料
www.francerestaurantweek.com

イベント
公式サイト掲載

主力レストラン
予約サイト利用

  フランス レストランウィーク事務局　〒102-0082 東京都千代田区一番町4-42 一番町Ⅱビル2F　TEL : 03-3515-7033　FAX : 03-3515-7034

ダイナースクラブ フランスレストランウィーク 2022

早期参加申し込みキャンペーン

フランス料理を
おとくに楽しむ24日間

France Restaurant Week®は、De Gustibus SASの商標登録です。
2022 De Gustibus SAS - All rights resereved

20 2 2年４月末までに申し込みいただいたレストランの中から抽選で
シャンパン1ケース（6本入り）を５店舗にプレゼントします。

お早めに申し込み完了するだけで賞品獲得のチャンス！
※キャンペーン期間や賞品は変更となる場合があります。



2022年9月23日（金・祝） ～ 10月16日（日）　24日間

完全予約制です。
先々行予約開始 ： 2022年8月16日（火）午前10時～  ダイナースクラブ プレミアムカード会員のみ
先行予約開始    ： 2022年8月23日（火）午前10時～  ダイナースクラブ会員のみ
一般予約開始    ： 2022年8月30日（火）午前10時～  一般予約開始

電　　　話 ： お客様から直接参加レストランへ
オンライン ： ご希望により「TableCheck / テーブルチェック」「一休.comレストラン」
                  いずれかのオンライン予約を導入できます。

公式サイトでは以下の通りキャンセルポリシーを提示します。
実際の運用は貴店の任意で行ってください。

■ キャンセルについては、ご予約の3日前までにご連絡をお願いします。
■ レストランによってキャンセル料が発生する場合があります。
■ 詳細は直接レストランにお問合せください。

ダイナースクラブ会員のお客様に、特典として無料ウェルカムドリンク１杯と
スタンプラリーキャンペーン用ステッカーを1枚必ずご提供ください。*
*この特典は来店時にダイナースクラブカードをご提示いただいたお客様にご提供ください。
*カード会員でないご同伴者には特典の適用はございません。 *無料ウェルカムドリンクの種類は任意です。

全国の参加フレンチレストラン

会期終了後に来店客数集計表と参加店アンケートをご提出ください。

主催　フランス レストランウィーク事務局     特別後援　在日フランス大使館    特別協賛　ダイナースクラブ（発行会社：三井住友トラストクラブ株式会社）

参考：2021年度

一般の方・ダイナースクラブ会員

開催期間中はランチ・ディナー両方を対象に毎日原則2テーブルを確保してください。

ダイナースクラブカードの取り扱いが無い場合は、ダイナースクラブからご連絡しますので
開催までに取り扱い手続きをお願いします。
取り扱い手続きをしていただけない場合、イベントには参加できませんので予めご了承ください。

共通メニューをひとつまたは複数お選びください*
構成 ： 前菜・メイン・デザート・食後の飲み物
価格：ランチ、ディナーそれぞれ 2,500円 / 5,000円 / 8,000円*

フランスレストランウィークのコースメニューは以下の構成と価格でご提供ください。

* 8,000円の価格は通常、10,000円以上（税・サ込）のコースを提供されているレストランに限ります。
* 共通メニューの選択は任意です。お客様の関心と来店意欲を高めるために、ぜひ取り入れてご参加ください。

* 定休日、貸切日を除く。
* ディナー営業のみのレストランでもご参加いただけます。
* イベント期間中に、4日以上の貸切日、別のイベント等が入る場合は、予め事務局までご連絡ください。

公式サイトのオンラインお申し込みが簡単です！
申込受付：2022年6月30日（木）まで

開催期間

利用者

開催場所

コースメニューと
価格プラン

テーブルの確保

ダイナースクラブへの
加盟と特典提供

予約方法

アンケート提出

パートナー企業

参加条件

（税金・サービス料込）

【所要時間約2分程度】
昨年参加レストランは、貴店情報入力済みフォームを確認修正いただくだけ!



南仏ニース生まれの伝統的野菜煮込み。トマト、ピーマン、ナス、ズッキーニ、玉ねぎなどの野菜に、にんにくや
ハーブを利かせて、たっぷりのオリーブオイルで炒め煮した料理です。じっくり引き出されたそれぞれの野菜の
旨味とハーブの香り、オリーブオイルが一つになった地中海のハーモニーを味わえば、いつも食べ慣れた野菜の
美味しさを再認識するはず！前菜の一皿としても、お肉やお魚の付け合わせとしても。トピックスから『レストラン検索』ページへ誘導

フレンチの王道メニュ―【ラタトゥイユ】のお話

「ラタトゥイユ」が楽しめる全国の参加店を検索!

一般のお客様がイメージしやすいフランス料理の王道メニューを紹介する「共通メニュー」。今年は、南仏の
伝統料理を多く取り上げています。クラシックに、または貴店ならではのスタイルでアレンジしてもOK！
ひとつまたは複数取り入れてコースを構成してください。

共通メニューの選択は必須ではありませんが、
お客様の関心と来店意欲を高めるために、ぜひ取り入れてご参加ください!

フレンチの王道メニューが楽しめる人気企画 ! 共通メニュー
今年は南仏の伝統料理をフィーチャーします！

※掲載方法は変更が生じる場合があります。

お店選びのポイントに、また複数のお店で食べ比べる
きっかけをつくります。

公式サイトの検索項目に追加。

検索項目に追加

メニューアイコン追加

公式サイトのトピックスや SNS でも
メニュー情報や、提供する
参加レストランを発信します。

トピックスは
SNSでも

随時シェア発信

テリーヌ

ピサラディエール

ニース風サラダ

ファルシ

ブイヤベース

ラタトゥイユ

ティアン

チョコレートタルト

ヴァローナのショコラを使った
チョコレートタルト

レモンタルト

ヴァローナのショコラを
使ったチョコレートタルトを
提供いただける店舗には
レシピ配合集「エッセン
シャル」と配布用ミニリーフ
レットをプレゼント！

共通
メニュー

フォアグラのトップブ
ランド、ルージエ提供
レシピはQRコードを
チェック！
参加店向け特典のご
案内は7月末頃お届け
します。

* フォアグラのテリーヌを含む



申し込み後にレストランページに掲載する写真や情報を貴店よりご提出いただきます。

イメージ画像は最大5枚掲載

公式サイト掲載イメージ

開期中に貴店独自の
プロモーションを併せて
実施いただくと、

集客や客単価アップに
効果的です！

たとえば、
ダイナースクラブ フランス レストランウィークのコースをご注文の方に・・・

イベント利用者のお声紹介

参加レストランページ

シェフのお写真と
コメントでさらに
魅力アップ！

Point

Point

プラス
¥2,000 で

ワインペアリング

グラスワイン
特別価格に

ボトルワイン
30％OFF

フロマージュ
特別価格

 共通
メニュー

テリーヌ

Point
メインの内容だけでも
記載してあると安心です!

メニュー情報が無いとお店を
決めづらいかも・・・

お料理の内容がわかると
行ってみたくなります!

メニューは出来る限り
詳しく記載いただくと
お客様の関心が高ま
ります。※内容は後日
変更が可能です。

（福岡県30代女性）

（大阪府40代女性）

（東京都30代男性）

はじめて貴店を訪れる
お客様にとってはお店
の雰囲気も気になる
ポイント！内装がわかる
写真もご提出ください。



www.francerestaurantweek.com

フランスの美食術がユネスコの無形文化遺産に登録された
2010年にフランスで誕生したレストランイベント「Tous au 
Restaurant（皆でレストランに行こう）」。この発起人となった
有名シェフ15名で成る「コレージュ・キュリネール・ド・フランス：
代表アラン・デュカス」は、フランス料理のさらなる発展を願い、
洗練された食文化を持つ日本での開催を提案し、2011年より
「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」が開催されています。

参加メリット盛りだくさん !

フランス レストランウィークのはじまり

伝統の上に革新を求めることで世界中から愛されているフランス
料理。今や「和」の食材や調味料は世界的なトレンドとなり、フランス
料理にも多く取り入れられています。ダイナースクラブ フランス 
レストランウィークのテーマは「日本の食文化を応援！トレ・ボン 
日本のテロワール」参加レストランは、ぜひ日本各地に根付く食材
を取り入れたメニューでご参加ください。

全国で570店以上のフレンチレストランが参加し、5万人以上が足を運ぶ「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」はおかげ
さまで今年12年目の開催を迎えます。ベテランから若手まで、フランス料理の発展を願うシェフたちの情熱とお得なコースメニューで、
全国のフランス料理ファンが待ち望むグルメイベントとして定着しています。

日本の食文化を応援！ 
トレ・ボン 日本のテロワール

全国的なPR

※2021年版イメージ ※2021年版イメージ

ダイナースクラブ フランス レストランウィーク開催の認知度アップの為、ウェブ・雑誌・
新聞・テレビ・SNSなど幅広いPR活動を実施します。

参加レストランの利用を促進するキャンペーン！ダイナースクラブカードを提示されたお客様へ
ステッカーを1枚お渡しください。スタンプラリー用ミニパンフレットとステッカーは、事務局より
お送りします。

公式サイト掲載 主力レストラン予約サイトと連動 

参加費無料 2021年実績: 参加レストラン全国 店573
開催12年目を迎える日本最大級のレストランイベント

公式サイトに貴店情報・写真を掲載します。 オンライン予約では「TableCheck」「一休 .com レストラン」をご利用いただけます。

SNSで情報発信
インスタグラム、フェイスブック、ツイッターの拡散力を活用し情報発信を強化します。毎年大好評のSNSキャンペーンも実施予定です。

販促ツールを無料でお届け
イベント開催を告知するポスターやスタンプラリー用ミニ
パンフレットとステッカーを参加レストランへ配布します。

招待チケットの発行
開催期間中に参加レストランで利用できる5,000円の招待
チケットをフランス レストランウィーク事務局が発行し、パートナー
企業関係者や一般のお客様に配布します。このチケットが利用
された場合はイベント終了後、チケット同封の上事務局へご請求
ください。相当金額を速やかにお支払いします。

※スタンプラリーはダイナースクラブ会員のみ対象キャンペーンです。

NEW
ダイナースクラブ会員限定スタンプラリー



※変更が生じる場合があります。

お申し込み完了後は公式サイトに掲載する料理写真や店舗画像、
コースのメニュー内容など貴店の詳細情報をご提出いただきます。

貴店の販促にご利用いただけるポスターやミニパンフレットをお送りします。
パートナー企業より、参加レストラン向けの様々な特典情報もお届けします。

お申し込みからイベント終了までの流れ

申込受付・公式サイト用データ提出

7月末頃 事務局からスターターキットお届け

申込締切 ： 6月30日（木）まで

公式サイトに掲載する貴店の詳細情報をオンライン公開前に
確認いただきます。

掲載情報確認期間

公式サイト上に参加レストラン情報公開 8月3日（水）～

ダイナースクラブ フランス レストランウィーク開催

8月16日（火） ダイナースクラブ プレミアムカード会員先々行予約開始

8月23日（火） ダイナースクラブ会員先行予約開始

8月30日（火） 一般予約開始

7月中旬～7月25日（月）まで

早期申込特典！
抽選でシャンパンを

プレゼント

毎年ご参加いただいたレストランから率直なご意見を頂戴しています。
イベントのさらなる品質向上の為、参加店アンケート提出にご協力ください。

イベント終了後、集計表・アンケート提出・ご招待チケット利用請求

10月25日（火）まで

来店客数集計表、参加店アンケート、ご招待チケット請求先情報をお送りします。

9月初旬頃 事務局から開催直前資料お届け

参加店でお食事を
されたお客様対象の
キャンペーン実施予定

メディア向け
オープニング イベント

開催予定 !

SNS
キャンペーン実施予定

24日間
ダイナースクラブ会員限定スタンプラリーキャンペーン！

（4月末まで）


