
 

 

別冊プレスガイド                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.francerestaurantweek.com 

www.facebook.com/frweek/ 

トレ・ボン！日本のテロワール 

http://www.francerestaurantweek.com/
http://www.facebook.com/frweek/


 

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別協賛： 
ダイナースクラブ（三井住友トラストクラブ株式会社） 
TEL : 03-6770-2630 (平日 10:00～17:00) 

 
主催： 
フランス レストランウィーク事務局 

■コレージュ・キュリネール・ド・フランス 
■デュカス・パリ 
TEL: 03-3515-7033 

E-mail: office@francerestaurantweek.com 
 
フランス レストランウィーク PR 事務局 

株式会社オーダス 伊藤 宏和 
TEL： 03-03-5615-8177 
E-mail : frw2018_pr@audacejapan.com 

 

 

 

 

 

Contents 

 
 
 3 Message 

 駐日フランス大使からのメッセージ 
 
 4 Greeting 

 ダイナースクラブからのご挨拶 
 
 5 History 

 イベントヒストリー 
 
 6 Support Chefs 

 グランシェフたちも応援 
 

 7 Summary in 2018 

 今年のイベント概要とテーマ 
 
9 Close-up 

 次世代を担う 16 人のフォーカスシェフ 
  

14 Limited Table 

 人気シェフの料理を日替わりで味わう 
 「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」 
 

15 Opening Gala 

 日仏星つきシェフが集結 
「ガラディナー」 

 

16 Chef’s Profile 

 ガラディナーシェフ紹介 
  

18 For Diners Club members 

 ダイナースクラブ会員特典 
 

19 Campaign 

 キャンペーンでさらに楽しい 17 日間  
 
20 Social contribution 

 食に従事している私たちができる 
社会貢献活動 

 

21 Calendar 

 イベントカレンダー 
 

22 Partners 

 協賛・後援一覧 
 

Cover Look & All Illustrations : 

Pierre Tachon 

   



 

3 

 

 

Message 
 
駐日フランス大使からのメッセージ  

 

駐日フランス大使 

ローラン・ピック 
 

 

日本のフランス料理ファンの皆様、およびフランス料理の発展を支えてくださっている皆様にご挨拶申し上げます。 

このダイナースクラブ フランス レストランウィークが 8 年も続いているということは 

いかに日本の方々がフランス料理に親しみと興味を持ってくださっているかの証といえましょう。 

美食はフランスと日本をつなぐ確かな架け橋であり、インスピレーションと交流の豊かな源です。 

フランスの美食文化と和食がユネスコの世界無形文化遺産に登録されたことは、決して偶然ではありません。 

今年のテーマも、去年に引き続き、「トレ・ボン！日本のテロワール」と題されています。 

日本ならではのすばらしい食材と、フランス料理のシェフの繊細な技術の融合をクローズアップしています。 

私も非常に楽しみにしています。 

今年もダイナースクラブ フランス レストランウィークで、皆様に美食のひとときを楽しんでいただけることを 

願っています。 
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Greeting 
 
ダイナースクラブからのご挨拶  

 

三井住友トラストクラブ株式会社 

代表取締役社長 

野原 幸二  

 

 

「ダイナースクラブ」は「食事を楽しむ人（ダイナー）のクラブ」を会社創業の起源としており、これまでも独自の 

ダイニングサービスをご提供することで日本における食文化の発展を目指してまいりました。 

その中の１つである「ダイナースクラブ フランスレストランウィーク」につきましても、2011 年の第 1 回以来 

特別協賛を継続して務められることをたいへん光栄に思います。 

 

この「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は、日本におけるフランス

料理の発展を目指すべく、毎年地方や次世代を担うシェフにスポットを当

て続けており、他のダイニングイベントには無い取り組みを行っていること

は、とても意義のある企画だと非常に共感しております。 

 

 

本イベントでは、ダイナースクラブ会員のために、先行予約やウェルカムドリンクサ

ービスなどを実施しますが、本来は全国各地の方々にお得な値段でクオリティ

の高いフランス料理を楽しんでいただくのが目的です。 

ぜひとも一人でも多くの人たちに、ご家族、ご友人とともに楽しい時間を過ごし

ていただきたく思います。 

 

 

また今年は、日仏友好 160 周年の記念すべき年です。 

このイベントが、一層日本とフランスの食文化の架け橋になる事を期待しております。 
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イベントヒストリー 
ダイナースクラブ フランス レストランウィークとは 

 

 

フランス料理を気軽に楽しむことを目的に、2011 年に始まった「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は 

フランス生まれのグルメイベントです。 

2010 年にフランス美食術がユネスコ世界遺産に登録されたことを機に、ジョエル・ロブション、ミッシェル・トロワグ

ロ、アンヌ=ソフィ・ピック、ティエリー・マルクスなど、フランスが誇る星つきシェフ 15 名が「コレージュ・キュリネール・

ド・フランス」を結成。この代表をアラン・デュカスが務め、フランス料理の継承と発展、さらに世界への発信のため

にさまざまな活動をしています。 

 

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は、上記「コレージュ・キュリネール・ド・フランス」が発起人となって

2010 年にフランスで誕生したレストランイベント「Tous au Restaurant」（トゥス・オ・レストラン＝皆でレスト 

ランへ）の日本版。日本では「重い」「高い」「堅苦しい」のイメージが根強いフランス料理、フレンチレストランへ 

の壁を取りはらい、気軽に楽しむ機会を提供することを目的にスタートしました。 

初回は東京および関西のみの開催でしたが、第 2 回の 2012 年から全国に拡大、以降参加店舗数は毎年

約 600 軒と一定数を得る一方、利用側においてもリピーターを多く数え、日本最大級のフランス料理イベントと

して定着しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“おいしい料理を親しい人と囲み、語り合いながら、かけがえのない時間を分かち合う”世界に認められたフランス

美食のあり方を、日本にも通じる食体験として紹介するのが「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」です。 
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グランシェフたちも応援 
フランス料理で日本を元気に！ 

 

 

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は、日本のフランス料理をリードしてきた全国を代表するシェフの 

サポートを得て発展、継続しています。 

 

<ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 代表サポートシェフ>   

＊順不同、敬称略 

 

 中道 博  モリエール（札幌） 

 伊藤 勝康 ロレオール 田野畑（岩手） 

 後藤 博甲 ホテル メトロポリタン仙台（仙台） 

 川本 紀男 金澤プレミナンス（金沢） 

 音羽 和紀 オトワレストラン（宇都宮） 

 中村 勝宏 日本ホテル / ホテル メトロポリタン エドモント（東京・飯田橋）  

 三國 清三 オテル・ドゥ・ミクニ（東京・四ツ谷） 

坂井 宏行 ラ・ロシェル（東京・南青山、東京・山王、福岡） 

アンドレ・パッション レストラン・パッション（東京・代官山） 

 吉野 建  タテル・ヨシノ（東京・銀座） 

 福田 順彦 セルリアンタワー東急ホテル（東京・渋谷） 

斉藤 正敏 パレスホテル東京(東京・丸の内) 

 下村 浩司 エディション コウジ・シモムラ（東京・六本木） 

高良 康之 開店準備中（東京） 

 クリストフ・ポコ ルグドゥノム・ブション・リヨネ（東京・神楽坂） 

 北村 竜二 ラ・グランターブル ドゥ キタムラ（名古屋） 

 大溝 隆夫 フランス料理 ボルドー（京都） 

 佐藤 伸二 JR 西日本ホテルズ / ホテルグランヴィア京都（京都） 

 太田 昌利 ロイヤルホテル / リーガロイヤルホテル（大阪） 

 渋谷 圭紀 ラ・ベカス（大阪） 

 山口 浩  神戸北野ホテル（神戸） 

 上柿元 勝 ミディソレイユ（鹿児島） 
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今年のイベント概要とテーマ 
① 概要 

 

    

    

   開催期間： 

   2018 年 9 月 22 日（土）～10 月 8 日（月・祝） 計 17 日間 

 

   内容： 

   参加全店舗にて  

   ランチ 2,500 円 または 5,000 円（各店舗任意） 

   ディナー 5,000 円の限定コースメニューを提供 

   ＊いずれも税・サービス料込。 

   ＊ランチ、ディナーとも<前菜・メイン・デザート・食後の飲み物>が基本構成。 

内容は各店舗による。 

   New グラスワイン付き 5,000 円プランを増設！ 

 

   対象： 

   全国の参加フレンチレストラン 約 600 店舗 

 

   予約開始： 

   2018 年 9 月 5 日（水）10:00 から 

＊ ダイナースクラブ プレミアムカード会員は 8 月 23 日（木）10:00 から 

ダイナースクラブ会員は 8 月 29 日（水）10:00 から 

 

   予約方法： 

① 公式サイト経由「一休.com レストラン」「ヒトサラ」 

② 電話で直接店舗へ 

 

   公式サイト： 

   www.francerestaurantweek.com 

 

   facebook： 

   https://www.facebook.com/frweek/ 

 

 

 

 

http://www.francerestaurantweek.com/
https://www.facebook.com/frweek/
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今年のイベント概要とテーマ 
② テーマ 

 

和食材×フランス料理 

トレ・ボン！日本のテロワール 

 

豊かな自然条件に恵まれ、山海の幸あふれる日本。 

季節ごとの、またその土地の産物も加わって綾なす食材が 

世界からも注目されています。 

 

それらの食材を自由自在に取り入れ、高いテクニックと大胆かつ 

繊細なセンスでみごとな料理に仕立てる日本のフレンチシェフたち。 

今年の「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」ではさまざまな 

食材を料理に取り入れているシェフたちに、さらに日本色の強い 

“和食材”に挑戦してもらうこととしました。 

 

UMAMI（うまみ）や、SHIITAKE（椎茸）、YUZU（柚子） 

WASABI（山葵）など、今や世界中で日本語のまま通用する 

和の味わいを、日本のシェフたちがどのようなフランス料理に仕立てるか。 

また、来日するフランスのシェフたちがどのようなインスピレーションを得て 

料理に取り入れるのか。 

つくる側食べる側ともに、またひとつ新しいフランス料理発見の機会と 

なることが期待されます。 

 

会期中は、今年のフォーカスシェフたちが中心となって、自ら選んだ 

“和食材”を使った料理を、コースの中に組み入れて提供します。 

また地方のシェフが東京で行われるプレイベント「ラ・ターブル・ドゥ・ダイ 

ナースクラブ＠ミーレ」で地元の和食材を輝かせる料理を披露します。 
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次世代を担う 16 人のフォーカスシェフ 
シェフ紹介 

 

   

下國 伸 Nobu SHIMOKUNI   

コートドール（北海道・札幌） ミシュランガイド北海道 2017 特別版一つ星 

北海道札幌市中央区宮ケ丘 1-2-38  Tel : 011-614-1501 

注目する和食材：鮭とば、キハダの実、ゆり根 

＜シェフプロフィール＞ 

1986 年北海道旭川生まれ。箱根「オーベルジュ・オー・ミラドー」、赤坂「ピエール・ガニェール」などの有
名レストランで修業後、フランス・ローヌ地方の有名店を経て、北海道に戻る。2017 年、札幌の老舗
フレンチレストラン「コートドール」から声がかかり、4 代目の料理長に就任。既成概念にとらわれない自
由なフレンチを体現する。http://www.restaurant-cotedor.com 
 

 

 藤谷 圭介 Keisuke FUJIYA  

「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」 9 月 11 日（火）・ 12 日（水）出演 

オプトゥニール ケイ（北海道・札幌） 

北海道札幌市中央区南 3 条西 5-36-1 F.Dress 五番街ビル 5F  Tel : 011-222-7030 

注目する和食材：北海道産鱈、北海道産天然きのこ、江差産なまこ 

＜シェフプロフィール＞ 
1983 年北海道江差町生まれ。人気テレビ番組「料理の鉄人」にあこがれてフレンチの料理人になる
ため、番組を監修していた服部栄養専門学校へ進学。卒業後、日本橋「ル・ブション」、札幌「レストラ
ン バンケット」スーシェフ、札幌「コートドール」シェフ（ミシュラン一つ星獲得）。2017 年 4 月札幌「オ
プトゥニール ケイ」のシェフに就任。http://obternirk.com 
 

 

 

ファニー・レイ Fanny REY  

「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」9 月 15 日（土）・ 16 日（日）出演 

「ガラディナー」 [東京] 9 月 18 日（火） [大阪] 9 月 20 日（木）出演 

ローベルジュ・ドゥ・サンレミ・ドゥ・プロヴァンス（フランス/サンレミ・ドゥ・プロヴァンス）  

ミシュランガイドフランス 2018 一つ星 

12 Boulevard Mirabeau 13210 St-Rémy-de-Provence Tel : 33 (０) 490921533 

※シェフのプロフィールは 16 ページを参照 

ジェシカ・プレアルパト Jessica PREALPATO  

「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」9 月 15 日（土）・ 16 日（日）出演 

「ガラディナー」 [東京] 9 月 18 日（火） [大阪] 9 月 20 日（木）出演 

アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ（フランス/パリ） ミシュランガイドフランス 2018 三つ星 

25 Avenue Montaigne 75008 Paris  Tel : 33 (0) 153676500 

※シェフのプロフィールは 16 ページを参照 

 

 

【海外招聘】 

 

【北海道】 

http://www.restaurant-cotedor.com/
http://obternirk.com/
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次世代を担う 16 人のフォーカスシェフ 
シェフ紹介 

 

  

緒方 稔 Minoru OGATA  

「ダイナースクラブ ムニュグルマン」参加 

ナクレ（宮城県・仙台）ミシュランガイド宮城 2017 特別版一つ星 

宮城県仙台市青葉区中央 2 丁目 2-38 forseason 4F  Tel : 022-748-7115 

注目する和食材：宮城県産牡蠣、大葉、みょうが、柚子 

＜シェフプロフィール＞ 
1981 年、茨城県生まれ。都内のレストンの勤務を経験した後に渡伊。2007 年、トレント「スク 
リーノ デル ドュオモ」（一つ星）、2008 年、ロンバルディア「ダヴィットーリオ」（三つ星）、2010
年、ローマ「ホテル ハスラー ローマ/イマーゴ」（一つ星）で修行。2011 年渡仏。パリ「クリスタル・
ルーム・バカラ」、パリ「アストランス」（三つ星）で修行し 2011 年に帰国。2012 年、仙台に「ナク
レ」を開業。ミシュランガイド宮城 2017 特別版にて一つ星を獲得。http://nacree.jp 
 

【東北】 

 

大森 雄哉 Yuya OHMORI  

「ダイナースクラブ ムニュグルマン」参加 

レストラン トヨ トウキョウ（東京都・日比谷） 

東京都千代田区有楽町 1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 3F  Tel : 03-6273-3340 

注目する和食材：しょっつる、高千穂牛 
＜シェフプロフィール＞ 
1983 年熊本県出身。2004 年辻調理技術専門学校卒業。同年、㈱ハウステンボスホテルズ 
入社。アラン・シャペル氏から薫陶を受けた上柿元勝氏に師事。一流の料理人である前に 
一流の人間であれと教わる。2010 年 3 月渡仏、パリ「レストラン トヨ」で中山豊光氏に師事。 
その後帰国、2015 年 TOYO プロジェクト参画。 
2018 年 3 月日比谷「レストラン トヨ トウキョウ」のシェフに就任。http://toyojapan.jp 
 
 

 

【関東】 

 

清水 桂 Kei SHIMIZU 

ボワラ（青森県・八戸） 

青森県八戸市湊高台 3-1-9  Tel : 0178-80-7558 

注目する和食材：フジツボ、八戸の伝統野菜 「糠塚きゅうり」 

＜シェフプロフィール＞ 

1977 年、神奈川県生まれ。飲食店で働く母の姿に影響を受け、地元の飲食店からキャリアをス

タートさせた。銀座「レカン」で研修後、築地市場の仲卸で食材を学び、渡仏。スイス ヴァレー州で

5 年半をかけて研鑚を積む。2013 年、妻の地元である青森県八戸市に「ボワラ」を開店。 

 

 

 

http://nacree.jp/
http://toyojapan.jp/
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次世代を担う 16 人のフォーカスシェフ 
シェフ紹介 

 

  

後藤 祐輔 Yusuke GOTO 

アムール（東京都・広尾） ミシュランガイド東京 2018 一つ星 

東京都渋谷区広尾 1-6-13  Tel : 03-3409-1331 

注目する和食材：利尻昆布（北海道）、酢橘・ごま・魚醤（九州）、ゆず酢（三重） 

ごま油・梅干し・山椒（和歌山） 

＜シェフプロフィール＞ 

1979 年東京都生まれ。辻調理師専門学校卒業後、ストラスブール「オ・クロコディル」で修業。

帰国後、銀座「レカン」でフランス料理の基礎を学び、25 歳で再渡仏。白金台(当時)「カンテ 

サンス」、宇都宮「オトワレストラン」を経て 30 歳で西麻布「エキュレ」のシェフに。 

2012 年、西麻布にオープンした「アムール」の総料理長。僅か半年でミシュラン一つ星を獲得。

以後 7 年連続で星を維持する。2016 年、恵比寿に同店を移転。

https://www.amourtokyojapan.com 

 

鳥海 智史 Satoshi TORIUMI 

ヤオユ（東京都・大手町） 

東京都千代田区神田錦町 1-17-5 B1F  Tel : 03-5577-6783 

注目する和食材：静岡「山平園」平柳さんの無農薬・無化学肥料の手揉み茶海藻 

国産ジャージー牛 

＜シェフプロフィール＞ 

料理人を目指し、イタリアンからキャリアをスタート。2006 年に渡仏し、パリ、ブルゴーニュ 

（ボーヌ）、コルシカ島を巡り修業を重ねる。オランドやシラクなどの歴代首相も訪れた名店 

パリ「シェ レザンジュ」では 5 年半の間料理長を務める。2014 年帰国。亡き父が神田錦町

で開いていた青果店「八百勇」にちなみ、2017 年神田錦町に「ヤオユ」をオープン。 

https://www.facebook.com/yaoyu8571 

 

 

大土橋 真也 Shinya OTSUCHIHASHI   

クラフタル（東京都・中目黒）ミシュランガイド東京 2018 一つ星 

東京都目黒区青葉台 1-16-11 2F  Tel : 03-6277-5813 

注目する和食材：広島「梶谷農園」のハーブ・野菜 

＜シェフプロフィール＞ 
1984 生まれ。大阪の辻調理師専門学校を経て、同校のフランス校へ。 
半年間基礎を学んだ後、フランス南部の田舎町にあるレストランで研修を受ける。 
帰国後、西麻布「ジョージアンクラブ」、恵比寿「ジョエル・ロブション」を経て、2012 年に再渡仏。
パリの「サチュルヌ」の厨房に入りナチュラルな料理と自然派ワインに出会ったことがターニングポイン
トとなる。帰国後、初台の「レストラン アニス」を経て 2015 年 9 月、中目黒に「クラフタル」を 
オープン。https://www.craftale-tokyo.com 
 
 

 【関東】 

 

https://www.amourtokyojapan.com/
https://www.facebook.com/yaoyu8571/
https://www.craftale-tokyo.com/
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次世代を担う 16 人のフォーカスシェフ 
シェフ紹介 

 

  
【中部】 

 

樋口 宏江 Hiroe HIGUCHI  

「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」 9 月 5 日（水）・ 6 日（木）出演 

志摩観光ホテル（三重県・志摩） 

三重県志摩市阿児町神明 731  Tel : 0599-43-6660 

注目する和食材：鰹節（波切節）、わさび（宮川産）、日本酒（酒粕）、海藻、伊勢茶 
＜シェフプロフィール＞ 
1991 年、志摩観光ホテルに入社。1994 年、ホテル志摩スペイン村のフレンチレストラン「アルカ
サル」 シェフに 23 歳の若さで抜擢される。2008 年、ベイスイート開業とともにその名を受け継ぐ 
フレンチレストラン「ラ・メール」 のシェフに就任。2014 年、都ホテルズ＆リゾーツ初の女性総料理
長として、志摩観光ホテルを統括する総料理長に就任し、2016 年、「Ｇ7 伊勢志摩サミット 
2016」ワーキングディナーを担当する。2017 年、第 8 回農林水産省料理人顕彰制度 
「料理マスターズ」ブロンズ賞受賞 (女性初・三重県初）。 
https://www.miyakohotels.ne.jp/shima 
 

高松 章浩 Akihiro TAKAMATSU  

「名古屋プレス発表」 7 月 17 日（火）開催 

アリーニュ（愛知県・名古屋） 

愛知県名古屋市中区新栄 2-3-12  Tel : 052-253-7155 

注目する和食材：在来・固定種の日本の野菜 

＜シェフプロフィール＞ 
1980 年京都生まれ。大阪の大学、工学部を卒業後、料理人の道へと進む。京都のフランス料
理店、割烹で６年間修業をし、2007 年、渡仏。トゥールーズのレストランで 1 年半働き帰国。
大阪、京都の名店で修業を重ね、京都「メシャンルー」にて３年半パティシエとして京都「ランベ 
リー京都」でのスーシェフという経験を経て、2012 年、名古屋に自店「アリーニュ」をオープン。 
更なる理想を求め、2018 年、移転リニューアルオープン。http://www.aligne.jp 
 

【近畿】 

 

山内 賢一郎 Kenichiro YAMAUCHI 

レスト ケイ ヤマウチ（愛知県・名古屋） 

愛知県名古屋市中区錦 2-12-21 錦カナアンビル 3F  Tel : 052-222-6252 

注目する和食材：みりん粕、酒粕 

＜シェフプロフィール＞ 

1980 年宮崎県生まれ。神戸「オステリアエノテカ ダル ジュンジーノ」からキャリアをスタート。

2004 年、大阪の「レストラン・デヴィッド・セニア」で型にとらわれない料理を学ぶ。その後、名古

屋「ラ・グランターブル・ドゥ・キタムラ」の北村竜二氏に師事。スーシェフとして活躍。2014 年 

地産知称をコンセプトに愛知から世界に向け発信する場として名古屋に「レスト ケイ ヤマウチ」

を開業。師から受け継いだものを自分の世界観で表現する繊細な一皿が、評判を呼んでいる。

http://french-yamauchi.com/ja/index.php 

 

 

https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/
http://www.aligne.jp/
http://french-yamauchi.com/ja/index.php
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次世代を担う 16 人のフォーカスシェフ 
シェフ紹介 

 

  
山地 陽介 Yosuke YAMAJI  

「ダイナースクラブ ムニュグルマン」参加 

山地陽介（京都府・京都） 

京都府京都市東山区祇園町南側 570-151  Tel : 075-561-8001 

注目する和食材：九絵・スジアラ（奄美大島産）、京野菜、母の作る無農薬の野菜 

中勢以の熟成南の島豚 

＜シェフプロフィール＞ 

1977 年大阪府生まれ。2001 年に渡仏、ポール・ボキューズ学院を卒業。パリ「アラン・デュ 

カス」「アストランス」等にて腕を磨く。一時帰国し銀座「ベージュ アラン・デュカス 東京」、青山

「ビストロ ブノワ」等を経て再渡仏。リヨン「オテル・ル・ロワイヤル・リヨン」総料理長兼料飲部部

長、パリ「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」エグゼクティブ副料理長、パリ「ロフィス」エグゼクティ

ブ・シェフを務めた後、帰国。2015 年 6 月京都に「山地陽介」をオープン。 

http://www.yosukeyamaji.com 

 

有馬 亮 Ryo ARIMA  

レストラン アレナ（福岡県・福岡） 

福岡県福岡市中央区西中洲 10-3 N B.L.D1F  Tel : 092-406-4437 

注目する和食材：伊崎（博多湾）の浅利、糸島産シンシア（ジャガイモ）など 

＜シェフプロフィール＞ 

1983 年東京都生まれ。フォンやソースなど、複雑に構築されるフランス料理の世界に惹かれ 

この道に入る。福岡市内のホテル、フランス料理店での経験を経て渡仏。以降、通算 2 年半 

フランスで研鑚を積む。パリ「パッサージュ 53」「シュール・ムジュール・パール・ティエリー・マルクス」、

ブルゴーニュ「メゾン・ラムロワーズ」にて修業の後帰国し、妻の故郷である福岡にて 2016 年 

「レストラン アレナ」開業。https://www.facebook.com/arena.cuisine.fr 

 

 

 兵頭 賢馬 Kenma HYODO  

「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」 9 月８日（土）・ ９日（日）出演 

オテルグレージュ ロルキデ・ブランシュ（福岡県・宗像） 

福岡県宗像市神湊 600  Tel : 0940-38-7700 

注目する和食材：鐘崎のクエ、大分のかぼす、むなかた牛 

＜シェフプロフィール＞ 

1978 年広島県生まれ。ホテル日航福岡でキャリアスタート後、23 歳で渡仏。クレルモン・フェラ

ン「オテル・ラディオ」、ランス「ボワイエ・レ・クレイエール」、パリ「ル・ビストラル」を経て帰国。 

長野県の会員制ホテルに勤め 2007 年に福岡に戻り「レザンドール」のシェフに就任。 

2012 年、福岡「オテルグレージュ」総料理長就任後は数々のコンクールでタイトルを獲得。 

シェフとして料理だけでなくソムリエとしてもレストランとホテル全体の指揮を執る。 

https://www.greges.jp 

 

 

【九州】 

 

【近畿】 

 

http://www.yosukeyamaji.com/
https://www.facebook.com/arena.cuisine.fr/
https://www.greges.jp/
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プレイベント① フランスと地方の人気シェフの料理を日替わりで味わう 

「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」 

 

フランスと日本の地方都市で活躍するシェフが、ミーレのラグジュアリーなサロンを舞台に腕をふるう限定特別 

レストラン。今年のテーマである「和食材」と旬の地元食材を使うことで、遠隔地の生産者や料理人との食を 

通じた交流を喚起し、個性豊かな次世代のシェフの料理をお楽しみにいただけます。 

今年は「ブランチ（デモンストレーション＆テイスティング）」と「ディナー」の 2 つの異なるコンテンツで実施致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<September> 

 

 

 

 

 

  

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29  

会期： 2018 年 9 月 5 日（水）～16 日（日）のうち、計 8 日間 ※貸切日あり 

場所： ミーレ・センター表参道 3 階サロン（東京都港区南青山 4-23-8） 

内容： ブランチ（デモンストレーション付きブランチメニュー） 各日 18 名限定 

ドリンク：日本酒スパークリング、ロゼワイン、食後の飲物付き（ソフトドリンク：フルーツジュース） 

ディナー（前菜、メイン、デザートのコース料理） 各日 14 名限定 

ドリンク：シャンパーニュ、日本酒、白ワイン、赤ワイン、食後の飲物付き（ソフトドリンク：フルーツジュース） 

価格： ブランチ 5,000 円（税、ドリンク込）  

ディナー10,000 円（税、ドリンク込） 

予約開始：2018 年 8 月 22 日（水）10:00 から / ダイナースクラブ先行予約は 8 月 15 日（水）10:00 から 

予約方法：公式サイト経由「一休.com レストラン」から (完全予約制） 

開催スケジュールと出演シェフ： 

 

 

■9 月 5 日（水）、6 日（木） 樋口 宏江（志摩観光ホテル ラ・メール 三重）  

■9 月 8 日（土）、9 日（日） 兵頭 賢馬（オテルグレージュ ロルキデ・ブランシュ 福岡） 

■9 月 11 日（火）、12 日（水） 藤谷 圭介（オプトゥニールケイ 札幌）   

■9 月 15 日（土）、16 日（日） ジェシカ・プレアルパト（アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ） 

ファニー・レイ（ローベルジュ・ドゥ・サンレミ・ドゥ・プロヴァンス） 

＊各シェフのプロフィールは 9～13,16 ページをご覧ください。 
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プレイベント② 日仏星つきシェフが集結  

「ガラディナー」 
 

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2018」の開催を祝し、会期直前に東京と大阪でガラディナーを行

います。今年はフランスからシェフおよびパティシエが来日。日本で活躍するシェフが 3 名ずつ加わり、各都市合わ

せて５名のシェフがそれぞれの個性を生かす一皿を担当して、その日だけの特別コースをつくりあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加シェフ 

 

<東京・大阪共通> 

ジェシカ・プレアルパト（フランス 「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」シェフパティシエ） 

ファニー・レイ（フランス 「ローベルジュ・ドゥ・サンレミ・ドゥ・プロヴァンス」シェフ） 

上柿元 勝（鹿児島「ミディソレイユ」「ル・ドーム」総合プロデューサー） 

 

<東京> 

飯塚 隆太（六本木 「リューズ」エグゼクティブシェフ） 

ルノー・オージエ（赤坂 ホテルニューオータニ「トゥールダルジャン 東京」エグゼクティブシェフ） 

 

<大阪> 

佐々木 康二（淀屋橋 「プレスキル」シェフ） 

太田 昌利（中之島 「リーガロイヤルホテル(大阪)」総料理長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：   2018 年 9 月 18 日（火）ドアオープン 18:30 / ディナー開始 19:00 

場所：   ホテルニューオータニ 宴会場階 「芙蓉の間」（東京都千代田区紀尾井 4-1） 

料金：   お一人様 40,000 円（税・サービス料込）（予定） 

予約開始：2018 年８月１日（水）10:00 から、公式サイト経由「一休.com レストラン」にて 

 

日時：   2018 年 9 月 20 日（木）ドアオープン 18:30 / ディナー開始 19:00 

場所：   リーガロイヤルホテル（大阪）2 階 「山楽の間」（大阪市北区中之島 5-3-68） 

料金：   お一人様 30,000 円（税・サービス料込）（予定） 

予約開始：2018 年８月１日（水）10:00 から、公式サイト経由「一休.com レストラン」にて 

  

 

＊各シェフのプロフィールは 16、17 ページをご覧ください。 
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ガラディナー<東京・大阪共通> 
シェフ紹介 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 歳で料理人になることを志し 

その道を進むが、一時料理を離れ

海軍に入隊経験もある異色の  

シェフ。 

2012 年、オーナーシェフとして現

在の「ローベルジュ・ドゥ・サンレミ・

ドゥ・プロヴァンス」をオープン。 

プロヴァンス、また地中海の食材か

らインスピレーションを受けた軽や

かな料理を提供している。 

2017 年に一つ星を獲得すると同

時に、ミシュランガイドが表彰する

<プリ・ミシュラン>で初の<2017

女性シェフ>に選ばれた。 

 

フランス南西地方、モン=ド=マルサン

出身。南仏エズ、フィリップ・ラべ シェフ

の「シェーブル・ドール」、サンテミリオン

のフィリップ・エチェベスト シェフの「ロス

テルリー・ド・プレザンス」などで修行。 

2010 年パリ「ル・39V」の部門シェフ

を経て「パーク・ハイアット・パリ・ヴァン

ドーム」のスーシェフ・ジュニアに就任。

2015 年パリ「アラン・デュカス・オ・プラ

ザ・アテネ」シェフ・パティシエに就任。 

調理テクニックを駆使したデザートは 

糖分を控え、苦みや酸味と調和した

シンプルでピュアな仕上がり。 

三つ星レストランの数少ない女性シェ

フパティシエとして注目を集めている。 

 

ローベルジュ・ドゥ・ 
サンレミ・ドゥ・プロヴァンス 

L'Auberge de  
Saint-Rémy-de Provence 

 
 

12 Boulevard Mirabeau 
13210 Saint-Rémy-de Provence 
https://www.aubergesaintremy

.com/fr 
 

アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ
Alain Ducasse  

au Plaza Athénée 
 

 
Hôtel Plaza Athénée 

25 Avenue Montaigne 
75008 Paris 

https://www.alainducasse-
plazaathenee.com/en 

 

上柿元 勝 

Masaru KAMIKAKIMOTO 

KAMIKAKIMOTO 

1950 年鹿児島県生まれ。 

1974 年に渡仏し、「ル・デュック」 

「アラン・シャペル」「ピック」などの一

流店で研鑽を積む。 

1981 年より神戸ポートピアホテル

「アラン・シャペル」オープンからグラン

シェフを 10 年間務めた後、ハウス

テンボスホテルズ総料理長に就任。 

2003 年フランス農事功労賞シュヴ

ァリエ、2016 年オフィシエ受章。

「現代の名工」に選ばれる。 

2017 年「料理マスターズ」ブロンズ

賞受賞。 

日本エスコフィエ協会副会長。 
 

 

 

ジェシカ・プレアルパト 

Jessica PREALPATO 

レストラン ミディ ソレイユ / ル・ドーム 

総合プロデューサー 

Restaurant Midi Soleil 

Le Dôme 

 
鹿児島市本港新町 5-4  

ドルフィンポート 2F 
http://www.kuudining.co.jp/mi

di_menu.html 

 

 
 

ファニー・レイ 

Fanny REY 

https://www.aubergesaintremy.com/fr/
https://www.aubergesaintremy.com/fr/
https://www.alainducasse-plazaathenee.com/en
https://www.alainducasse-plazaathenee.com/en
http://www.kuudining.co.jp/midi_menu.html
http://www.kuudining.co.jp/midi_menu.html
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ガラディナー ＜東京＞ 
シェフ紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガラディナー＜大阪＞ 

 

 

 

 

  

1963 年長野県生まれ。 

82 年株式会社ロイヤルホテル入社。1998 年渡仏し 

ヴォナ「ジョルジュ・ブラン」、スイス「ホテル・ボーリバージュ」で

研鑽を積む。 

帰国後は長野「くろよんロイヤルホテル」、早稲田のリーガロ

イヤルホテル東京「レストラン ガーデン」「レストラン シャン

ボール」料理長を歴任。2013 年から執行役員リーガロイ

ヤルホテルグループ統括総料理長兼同ホテル総料理長。 

 
ロイヤルホテル/リーガロイヤルホテル（大阪） 
Royal Hotel / RIHGA Royal Hotel Osaka 

大阪市北区中之島 5-3-68 

https://www.rihga.co.jp/osaka 

 

 

1967 年岡山県生まれ。 

神戸「アラン・シャペル」、長崎「ハウステンボス」にて 20 年

間上柿元勝氏に師事。パリ「ホテルクリヨン」、リヨン「アラン・

シャペル」「ラ・メールブラジェ」などヨーロッパでも活躍。2008

年 ボキューズ・ドール国際料理コンクール日本代表、第 1

回ボキューズ・ドール アジア大会優勝等。神戸「アラン・シ

ャペル」「トランテアン」でシェフ歴任、2015 年「プレスキル」

開業と共にシェフ就任。「不易流行」を信条にフランス・リヨ

ンのエスプリを届け続ける。 
 
プレスキル Presquile 

大阪市中央区今橋 4-1-1 淀屋橋 odona2F 

http://presquile.jp 

 

 

佐々木 康二 
Yasuji SASAKI 

 

太田 昌利 
Masatoshi OHTA 

Thierry Marx 

 

ルノー・オージエ 
Renaud AUGIER 

 

1981 年グルノーブル地方出身。 

幼い頃からの夢を叶えるため 16 歳で修業の道へ。 

モナコ「ル・ルイ・キャーンズ−アラン・デュカス・ロテル・ド・パリ」、 

フランス・シャンパーニュ地方「フィリップ・ミル」などの名店を経て

「トゥールダルジャン パリ本店」へ。 

2013 年「トゥールダルジャン」世界唯一の支店、東京店の 

エグゼクティブシェフに就任。 

パリ本店の伝統とエスプリを受け継ぎながら、自身の豊かな 

感性も取り入れたひと皿を提供する。 
 
トゥールダルジャン 東京 TOUR D'ARGENT TOKYO 

千代田区紀尾井町 4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン ロビィ階 

http://tourdargent.jp 

 

飯塚 隆太 

Ryuta IIZUKA 

1968 年新潟県生まれ。 

レストラン、ホテルを経て「タイユバン・ロブション」の開業スタッフと

して働く。1997 年渡仏、「トロワグロ」等で修行。帰国後「タイ

ユバン・ロブション カフェフランセ」スーシェフ、「ターブル ドゥ ジョ

エル・ロブション」シェフ、2005 年より「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブ

ション」シェフを歴任。2011 年 2 月「Restaurant Ryuzu」を

開店。その年に『ミシュランガイド東京』で一つ星を、翌年には二

つ星として掲載される。以来、６年連続二つ星の評価を受け、

訪れた人々を魅了し続けている。 
 
レストラン リューズ Restaurant Ryuzu 

港区六本木 4-2-35 アーバンスタイル六本木 B1F  

http://www.restaurant-ryuzu.com 

 

https://www.rihga.co.jp/osaka
http://presquile.jp/
http://tourdargent.jp/
http://www.restaurant-ryuzu.com/
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ダイナースクラブ会員特典 
会期を通して提供される各種サービス 

 

ダイナースクラブ会員には下記の特典を用意しています。 

 

■先行予約 

一般予約に先行し、2018 年 8 月 29 日（水）10:00 から予約が可能。 

＊プレミアムカード会員は、8 月 23 日（木）10:00 から先々行予約可能。 

 

■ドリンクサービス 

参加全店舗で、ウェルカムドリンク 1 杯がサービスされます。 

＊来店時のダイナースクラブカード提示と同カードでのお支払いが条件です。 

 

 

■<限定メニュー>ダイナースクラブ ムニュ・グルマン 

通常プランには参加しない下記レストラン約 20 店舗で、限定コースメニュー「ダイナースクラブ ムニュ・グルマン」

が提供されます。各店ともディナーのみ：お一人様 12,000 円（アペリティフ付き、税・サービス料込）。 

また今年も、プレミアムカード会員限定プラン「ムニュ・グルマン プレミアム」として、お一人様 18,000 円～でのプランも

実施します。 

  

 

■会員限定予約・イベント 

「ダイナースクラブ ムニュ・グルマン」の実施、「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」のお席確保 

「ガラディナー」へのご優待、フランス大使館ディナーなど、多数の特典を用意しています。 

詳しくはダイナースクラブ ウェブサイト（www.diners.co.jp）で、2018 年 7 月中旬から順次告知します。 

  

http://www.diners.co.jp/


 

19 

 

キャンペーンでさらに楽しい 17 日間 

会期をさらに楽しもう！ 

 

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2018」の感想をお寄せください 

応募期間：2018 年 9 月 22 日（土）～10 月 8 日（月・祝） 
 

おすすめのお店や「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」スペシャルメニューの感想を 

公式サイト(www.francerestaurantweek.com) の「ご感想アンケート」から投稿してください。 

投稿いただいた方の中から抽選で、フランス産ワインや人気の調理器具などをプレゼント。 

当選された方へは、2018 年 10 月中旬に応募時のご登録メールアドレスにご連絡します。 

 

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2017」では上記キャンペーンによりお客様満足度 

第 1 位に選ばれたレストランのシェフにパリでの料理研修旅行をご用意しました。 
 

本年もお客様からの評価が高かったレストランのシェフ 2 名に研修旅行をプレゼントします。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

獺祭（旭酒造株式会社）「家族で楽しもう！」キャンペーン 

 

「ダイナースクラブ フランス  

レストランウィーク 2017」 

お客様満足度第 1 位 

大阪「ad hoc（アドック）」 

の高山龍浩シェフ（右） 

「デュカス・エデュケーション」 

での研修風景 

東京 市ヶ谷の参加店「アンスティチュ・フランセ東京  

ラ・ブラスリー」ではイベント期間中、ランチ、ディナー 

ともにメニューに『獺祭 純米大吟醸 スパークリング 

５０』を 1 杯つけてご提供いたします。 

またお子さま連れにも楽しんで頂けるよう、シェフが 

獺祭のライスミルクを使い特別に作るアイスクリームを 

つけたキッズメニューもご用意いたします。 
 

さらに、10 月 7 日（日）のランチはファミリー限定の 

「フランス レストランウィーク 特別メニュー×獺祭マリ 

アージュ」の会を開催いたします。 

詳細は追って獺祭公式サイト（www.asahishuzo.ne.jp） 

に掲載いたします。 

http://www.francerestaurantweek.com/
http://www.asahishuzo.ne.jp/
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食に従事している私たちができる社会貢献活動 
こども食堂ネット―ワークとの取り組み 

 

 

 

  

「食」に従事している私たちだからこそできる方法で、食べることで得る楽しさや幸福感を 

子供たちに味わってもらいたい。 

そんな思いから、2017 年「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」では将来の「食べ手」「作り手」となる

子供たちへの社会貢献活動をはじめました。 

社会環境やライフスタイルの変化とともに、家族そろって食事をする機会が減少している現代だからこそ 

食べることのよろこびと大切さを子供たちに伝える必要があると考えています。 

そこで子供たちに食への興味を持ってもらおうと、「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」に参加する 

一流シェフたちが、「こども食堂ネットワーク」と協力のもと、本格的なフランス料理を作ります。 

本年は東京、神奈川、大阪の 3 都市の「こども食堂」で、たくさんの子供たちに、国内外の有名シェフに

よる本格的なフランス料理を提供します。 

 

 

 

昨年参加の「ジャン・ジョルジュ 東京」 米澤文雄シェフと 
「メゾン・ド・ミナミ」のドミニク・コルビシェフ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全国各地に広がる「こども食堂」の名付け親 
大田区の「気まぐれ八百屋 だんだん」にて 
店主の近藤博子さんと子供たち 

 

 こども食堂  
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イベントカレンダー 

 

 

month day menu 

6 月 4 日（水） 東京プレス発表会＠フランス大使公邸 

  公式サイトオープン 

7 月 17 日（火） 名古屋プレス発表会 

 18 日（水） 大阪プレス発表会 

  

 

 

19 日（木） 福岡プレス発表会  

8 月 15 日（水） 「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」 ダイナースクラブ会員先行予約開始 

 22 日（水） 「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」 一般予約開始 

 23 日（木） 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 

 29 日（水） ダイナースクラブ会員先行予約開始 

9 月 5 日（水） 一般予約開始     「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ＠ミーレ」オープン 

 6 日（木）   

 8 日（土）  

 9 日（日）  

 11 日（火）  

 12 日（水）  

 15 日（土）  

 16 日（日）  

 18 日（火） 「東京ガラディナー」＠ホテルニューオータニ 

 20 日（木） 「大阪ガラディナー」＠リーガロイヤルホテル大阪 

 22 日（土） 「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2018」スタート 

10 月 8 日（月） 会期終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樋口宏江（ラ・メール・三重） 

兵頭 賢馬（ロルキデ・ブランシュ） 

藤谷 圭介（オプトゥニールケイ） 

ジェシカ・プレアルパト（アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ） 
ファニー・レイ（ローベルジュ・ドゥ・サンレミ・ドゥ・プロヴァンス） 
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後援・協賛一覧 

 

特別後援 
+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+::+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+ 

 

在日フランス大使館 

日本でフランス共和国を代表する在外公館。日本の当局と連携しながら、様々な分野において日仏関係の構築と
強化をはかり、フランスの外交方針を日本に向けて発信する。また、日本に在住するフランス人の安全確保や行政

手続を担い、交流を推進する。 

https://jp.ambafrance.org/-Japonais- 
 

 

特別協賛 

+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+::+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+ 

 

ダイナースクラブ（三井住友トラストクラブ株式会社） 
ダイナースクラブは日本初のクレジットカードとして 1960 年に誕生、以来ステータスを語るカードとして会員様との信
頼関係を築いてきました。ブランド名のルーツでもある「ダイニング」には設立当初から注力しており、これからも日本の

食文化の発展を応援し続けると共に、会員様の声に応える充実したサービスをお届けしてまいります。 

www.diners.co.jp 
                                                                                                                                     

 

 

協賛 
+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+::+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+ 

 
メゾン マム（ペルノ・リカール・ジャパン株式会社） 
1827 年、シャンパーニュ地方ランスで創業されたメゾン マム。創業以来「Only the Best ～最高のシャンパーニュ

を、最高の人々へ～」という哲学を持ち続け、栽培から醸造まで一貫した品質管理の下、シャンパーニュを作り続け
ている。象徴的な赤いリボンを纏った「マム グラン コルドン」はフレッシュさと力強さのバランスが絶妙な、メゾン マム
独自の味わいを堪能できるシャンパーニュ。 

www.mumm.com/ja-jp 
 

 

エールフランス航空  

エールフランス航空は羽田、成田、関西の 3空港からパリへ毎日最大 4便を運航しています。 

一流シェフが監修するお料理や世界ソムリエチャンピオンのセレクトしたワインを空の上のレストランでお楽しみください。

美食の国フランスならではのおもてなしで、快適な空の旅をお過ごしいただけます。 

www.airfrance.co.jp 

 

 

ミーレ・ジャパン株式会社 

ミーレは、1899年にドイツで誕生しました。創業時に掲げた「Immer besser -常によい良いものを」の精神を企業理念
として脈々と受け継ぎ、現在はプレミアム家電ブランドとして世界 100 か国で展開しているファミリーカンパニーです。
食器洗い機、電気オーブン、洗濯機・乾燥機、掃除機を通じ、ビルトイン家電のある豊かなライフスタイルのご提案や 

素敵なキッチン体験をお届けしています。 

www.miele.co.jp 
 

 

獺祭（旭酒造株式会社） 
「獺祭」は、お客様に「ああ、美味しい！」と言って頂く事こそが目標です。最高のお酒を目指すため、酒米の王者と呼

ばれる山田錦のみを使用し、純米大吟醸造りを徹底しています。獺祭の上品な香りと繊細かつ深みのある味わいは 

フレンチとも絶妙なマリアージュを実現できると信じております。 

フランスへの輸出と共に、今年、パリ8区にレストランを含む直営店「Dassaï Joël Robuchon」をオープン致しました。 
www.asahishuzo.ne.jp 

 

 

https://jp.ambafrance.org/-Japonais-
http://www.diners.co.jp/
http://www.mumm.com/ja-jp
http://www.airfrance.co.jp/
http://www.miele.co.jp/
http://www.asahishuzo.ne.jp/
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エビアン（ダノンジャパン株式会社） 
Made From the French Alps 自然のままのおいしさ。 

フレンチアルプスの氷河期の地層を約 15 年、ゆっくりと流れ、ミネラルをバランスよく取り込み、 一瞬たりとも外気に

触れることなくボトリング。 殺菌や除菌も一切しない、自然が生んだそのままの "ナチュラルミネラルウォーター"。  

www.evian.co.jp 
 

 

ルノー・ジャポン株式会社 
ルノーは、フランスを代表する自動車メーカーです。「生活を楽しむ」という文化が根付いているフランスで造られる車

は、機能的であることはもちろん、デザイン性が高く、フランスの風景に映える個性的なボディカラーが特徴です。 

ルノー・ジャポンは、「Passion for life」をスローガンに、お客様の好きなことや楽しみ、そして毎日の豊かな生活を 

ルノー車を通じてサポートすることを目指しています。 

www.renault.jp 
 

 

ヴァローナ ジャポン株式会社 

世界中のトップ・シェフに愛されるフランスのチョコレート「ヴァローナ」。1922 年の創業以来、伝統を継承しつつも、豊
かな創造力で常に新しい価値を切り拓き、最高のショコラをつくり続けています。“味わい”を通して、みなさまに笑顔と

喜びを届けられていれば、何よりの幸せです。 

www.valrhona.co.jp   オンライン・ブティック http://boutique.valrhona.co.jp 
 

 

ボワロン（日仏商事株式会社） 
冷凍フルーツのスペシャリストであるボワロン社。1942 年に創業し、1970 年に冷凍ピューレを開発しました。現在 55

種類以上の厳選したフルーツが製品化され、最高品質のピューレを提供しています。 

厳しい検査と卓越された技術によって、年間通して一定の品質を保証し、フルーツ本来のはっきりとした風味とフレッ
シュな香り、及び鮮やかな色を皆様にお届けしています。その品質が 80 ヶ国のシェフに高く評価され、世界ナンバー

1の実績を誇ります。 

www.nichifutsu.co.jp 
 

 

バーミッククス、クリステル、ジャス（株式会社チェリーテラス） 
機能と、品質と、さわやかで飽きのこないデザインを兼ね備えた、長く大切に使えるキッチン&テーブルウェアを取り扱

うチェリーテラスから、多くのシェフも愛用のスイス製ハンディフードプロセッサーbamix(バーミックス)、フランス製ステ
ンレス鍋 CRISTEL(クリステル)、そしてフランス製陶磁器 Jars(ジャス)をご紹介します。 

www.cherryterrace.co.jp 

 

 

ギャラリー・ラファイエット パリ・オスマン 

パリの中心部に位置し、売場総面積 7 万㎡を誇る百貨店のギャラリー・ラファイエットは、パリジャン・エレガンスのシン
ボルであり、リーズナブルなものからラグジュアリーな商品まで 3500を超えるブランドをお取り扱いしています。 

建造 100 年を超えたネオビザンチン様式のクーポール（丸天井）がある本館をはじめ、紳士・食品館、メゾン館の 3

館には、モード、高級宝飾品、コスメ、インテリア雑貨、キッチン用品、グルメ食材が勢揃い。幅広い品揃えの中からま
とめてお買物ができるので時間の節約にも便利です。https://haussmann.galerieslafayette.com/ja 
 

 
アラン・ミリア（株式会社アルカン） 
アラン･ミリアはリヨン郊外オルリエナで果樹園を営む家に生まれ、果樹園経営に 15 年携わったのち、「自ら作った果

実に更なる価値を与えたい」という強い思いから、1997 年に 6 種類のジュースとネクターを発表。ルレ・エ・シャトーの
ソムリエたちから高い評価を得、アラン･ミリアブランドとして発売開始。 現在ジュースとネクターのラインナップは37種
類にのぼり、フランス国内の 4 ツ星･5 ツ星レストランの半数以上、約 1300 店のトップレストランで使用されています。

公式サイト（一般向けオンラインショップ）www.grandecuisine.jp/shopbrand/brand_alainmilliat 
 

 

マロンゴ 

マロンゴは 1934 に創業、年間 7000 トンを生産、80 種類のオリジナルとブレンドコーヒーを製造、伝統的な農法で栽
培されたコーヒー豆を手摘し、焙煎過程ではゆっくりローストされる豆を常に細かくチェックすることで、比類なき風味を

創り出しております。また、フランスにおけるフェアトレードと有機栽培によるコーヒー豆の焙煎企業としてリーダー的存
在でもあります。 

www.malongo.com 

 

 

 

http://www.evian.co.jp/
http://www.renault.jp/
http://www.valrhona.co.jp/
http://boutique.valrhona.co.jp/
http://www.nichifutsu.co.jp/
http://www.cherryterrace.co.jp/
https://haussmann.galerieslafayette.com/ja/
http://www.grandecuisine.jp/shopbrand/brand_alainmilliat/
http://www.malongo.com/
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ブラガール 

ブラガール社は、フランスで 80 年の歴史をもつコックコートの老舗ブランドです。創業以来、伝統に従いフランス産の
生地にこだわり、つねに品質、デザイン、技術面において優れた製品をつくり続けています。また、流行のトレンドにも
気を配りつつ、プロフェッショナルな仕事の現場で、技術や才能を高め、情熱を駆り立てるような新製品を企画開発し 

役立つことを使命と考えています。 

http://bragard.co.jp 
 

 

サラド 

サラドはフランス南西部のグルメに特化してきたブランドです。創立は 1850 年でフォアグラの老舗メーカーとして長い

歴史を持ちますが、2007 年にジャンボン・ド・バイヨンヌに特化した非加熱部門もスタートし、ホテル・レストラン市場に
おいて高く評価されております。フランスが誇るフォアグラ、生ハムの味をご賞味ください。 

www.sarrade.fr 

 

 

シャトー・ド・ラマルク 

シャトー・ド・ラマルクは、ボルドーのオー・メドック、マルゴーとサンジュリアンの間に位置する、千年の歴史を誇るシャト
ーです。オー・メドック最高レベルのシャトーとしての名声が評価され、1983年、グラン・クリュ格付シャトー等トップクラ
スのシャトーで構成されるユニオン・デ・グラン・クリュ・ド・ボルドーのメンバーに加わりました。グラン・クリュ格付の有名

シャトーにひけをとらない品質の高さを誇りとしています。 

www.milliontd.co.jp/winery/201 
 

 

ソーヴィオン 

ソーヴィオンは、フランス ヴァル・ド・ロワール地方ナント市の中心地であるヴァレに位置する家族経営のワイナリーで

す。１９３５年にセーヴル・エ・メーヌ地区で最も古いシャトーの一つであるシャトー・デュ・クレレを所有しました。ミュスカ
デの品質向上と世界的な知名度の獲得に貢献してきた生産者ですシャトー・デュ・クレレは、柑橘系のアロマとともに 

白い花のブーケが感じられます。ふくらみがあり、味わい深いミュスカデワインです。

www.nlwine.com/winery/sauvion 
 

 

フード・アクション・ニッポン 

フード・アクション・ニッポンは、日本の食を次の世代に残し、創るために、民間企業・消費者・国等
が一体となって推進する国産農林水産物の消費拡大のための国民運動です。消費者が国産農林

水産物を選択し、使う・食べることで、より多くの農林水産物が日本の豊かな自然の恵みとして生産
されます。そして、食にかかわる皆様が、国産農林水産物を使った美味しく特徴ある商品や料理 

食生活を提案することにより、「豊かな美味しい食に満ちたニッポン」を実現したいと願っています。 

 

 

マリーブリザール 

フランス産プレミアムリキュール「マリーブリザール」は 1755 年に、フランス・ボルドーで設立された 250 年以上の歴
史を持つ世界で最も愛飲されているリキュールメーカーの一つです。各リキュールの原料は天然素材から作られ 

果実そのものをかじったかのような新鮮さと、フルーツ感が世界中のバーテンダー、パティシエに評価されています。

www.mariebrizard.com 

 

 

シャトー・ミニュティ 

コートダジュールの近郊でおよそ 3代にわたりワインビジネスを営んできました。1990年に、現オーナーのフランシス
とジャン・エチエンヌが経営を引継ぎ、MINUTY を世界的なブランドに飛躍させました。サン・トロぺ湾を見渡せるガッ

サンとラマチュエル村の斜面にぶどう畑があり、温暖な海洋性気候の恩恵を受けています。地中海からのミネラル分
を含んだ海風は、ぶどうを繊細な味わいに変化させ、エレガントで酸味のバランスの良いワインとなります。
www.sapporobeer.jp/wine/winery/france/ch_minuty/index.html 

 

 

ベイユヴェール 

創業 1980年、フランス西部の玄関口ナント市近郊のマシュクール村に本拠地アトリエを置くフロマジェリー。 
現在パリをはじめ、フランス中西部に約 60店舗のフロマージュブティックを有する。酪農家でありチーズ熟成士でも 
ある当主パスカル・ベイユヴェールのクリエイションと技術が生み出す発酵バターとフロマージュは、フランスのホテル

やレストラン業界にも多数の顧客を持つ。 
www.beillevaire.jp 
 

 

 

 

http://bragard.co.jp/
http://www.sarrade.fr/
http://www.milliontd.co.jp/winery/201
http://www.nlwine.com/winery/sauvion/
http://www.mariebrizard.com/
http://www.sapporobeer.jp/wine/winery/france/ch_minuty/index.html
http://www.beillevaire.jp/
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ホテルニューオータニ（東京） 

東京オリンピックが開催の 1964年に開業した、ホテルニューオータニは、国内 13、海外 2つのグループホテルを展
開。本社のある、ホテルニューオータニ（東京）は 400年の歴史を誇る１万坪の広大で緑豊かな由緒ある日本庭園
に囲まれたラグジュアリーホテル。客室数 1,479、宴会場 33、レストラン 38を備え、伝統と進化が築きあげたおもて

なしで、世界の皆さまを心よりお迎えいたします。 

www.newotani.co.jp/tokyo 
 

 

リーガロイヤルホテル（大阪） 
国内 9ホテルを展開する「リーガロイヤルホテルグループ」の旗艦ホテルです。80年以上の歴史があり、日本有数の

伝統と格式を誇ります。また、国際的最高級シティホテルにふさわしいあらゆる施設と機能を有しており 

客室 1,042室、レストラン・バー20店、宴会場・会議場 56室を備え、ホテルでは最大級の屋内スイミングプール 

世界のトップブランドを含む 60店以上が軒を連ねるショッピングアーケード、文化教室、“ホテイチ”のさきがけとなった

日本最大のホテルテイクアウトショップ「グルメブティック メリッサ」、などもあります。 

www.rihga.co.jp/osaka 
 

 

メルキュールホテル銀座東京 
メルキュールホテル銀座東京へようこそ！ 東京の中心に位置し、銀座通りと 晴海通りのショッピング街にほど近く 

東京歌舞伎座、築地市場や皇居、東京駅や東京国際フォーラムへも徒歩圏内です。銀座周辺でのビジネス・レジャ
ーはもちろんのこと、抜群のアクセスにより都内全域での行動に便利です。交通アクセスも充実しており、東京メトロ各
線（銀座駅）を始め 地下鉄有楽町線（銀座一丁目駅はホテル地下直結）、 都営浅草線（東銀座駅）、JR 線（有楽

町駅）が利用可能。フランス人デザイナーにより設計された和とフレンチの融合した空間で、特別な時間をお過ごしく
ださい。おもてなしに溢れるスタッフが皆様の快適なご滞在をお約束します。 

http://www.mercureginza.jp 

 

 

一休.com レストラン(株式会社一休) 

全国 6000 店以上の厳選レストランの情報を掲載した国内最大級のレストランオンライン予約サイトです。特別料金
&限定プランなどで 24 時間 365 日いつでも空席検索・即時予約ができます。 

https://restaurant.ikyu.com 

 

 

ヒトサラ（株式会社 USEN Media） 

「料理人の顔が見えるグルメサイﾄ」として誕生から 6 年。プロの撮影・取材によるクオリティの高い店舗ページが好評
を博し、11,000 人を超えるシェフを掲載する「料理人掲載数 No.1 グルメサイト(※1)」に成長しました。トップシェフの
生き方に迫った〔シェフのヨコガオ〕、プロが選ぶ良店を紹介する〔シェフがオススメするお店〕、国内外の食トレンドを取

材した〔ヒトサラスペシャル〕など独自の編集コンテンツも充実。食に意識の高いユーザーを増やしています。 

www.hitosara.com/Tokyo     ※1：東京商工リサーチ調べ 

 

 

フランス観光開発機構 

フランスの政府観光局としてフランス各地の観光情報を公式ウェブサイト（jp.france.fr）にて紹介しています。グルメや

ワイン、スイーツ、期間限定のイベント情報も随時更新していますので、旅行前にはぜひチェック ! 最も旬な情報は
SNS「フランスいいね！」で配信中です。 

 

 

デュカス・エデュケーション 

デュカス・エデュケーションは、プロの為の、そしてプロ養成の為のグローバル組織として、調理及び製菓技術の学校

を運営しています。卓越を実践し、理解を深める教育プログラムを通じて、調理、製菓の両分野で最高級のスタンダ
ードを伝授しています。アラン・デュカス研修センター、フランス高等製菓学校の他、一般向けにノウハウを伝えるアラ
ン・デュカス料理学校もあります。海外提携校も多々あり、世界に向けて最高技術を発信しています。

www.ducasse-education.com 

 

 

レ・コレクショヌール 

レ・コレクショヌール、フランスを中心にヨーロッパ 11ヶ国の魅力的なホテルが 500軒以上加盟するホテルグループ。
会長を務めるのは、フランスを代表する名シェフ、アラン・デュカスです。ゆっくりと流れる時間、くつろぎに満ちた空間、 

温かなおもてなし、地域の食材をふんだんに使った料理・・・・・。さあ、次のバカンスはどこへ？
www.chateauxhotels.jp 

 

http://www.newotani.co.jp/tokyo/
http://www.rihga.co.jp/osaka
http://www.mercureginza.jp/
https://restaurant.ikyu.com/
http://www.hitosara.com/Tokyo/
http://www.ducasse-education.com/
http://www.chateauxhotels.jp/
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後援 
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在日フランス商工会議所（CCIFJ） 
在日フランス商工会議所は、1918年に設立した最も歴史ある在日外国商工会議所です。年間を通じてビジネス・文
化イベントの開催、実務サポート、出版活動を行っています。 

www.ccifj.or.jp 
 

 

アンスティチュ・フランセ日本 

2012 年 9 月にフランス大使館文化部と東京日仏学院、横浜日仏学院、関西日仏学館、九州日仏学館が統合し、
アンスティチュ・フランセ日本が誕生。フランス政府公式機関としてフランス語講座や文化イベントを東京、横浜、関

西（大阪／京都）、九州（福岡）で展開しています。ワインやチーズのセミナーなどガストロノミー関連も多く、秋には恒
例「美食の祭典」の開催を予定しています。 

www.institutfrancais.jp 

 

 

札幌アリアンス･フランセーズ 

フランス政府公認のフランス語学校・フランス文化センター。現代フランス情報センターの機能も果たすメディアテッ
ク（図書館）やギャラリースペースを備えた総合的文化スペースとして、様々な活動を展開しています。 

www.afsapporo.jp 

 

 

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会 

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会は東海地方におけるフランス語の普及、フランス文化紹介など日仏交流
のために教育・学術・芸術・経済等さまざまな分野で多彩な活動を行っています。 

www.afafa.jp 

 

 

内閣府認定公益社団法人全日本司厨士協会（AJCA） 

1959 年設立の全日本司厨士協会は、西洋料理を通して、広く国民の食生活向上に貢献しております。1958 年に
世界の料理人団体、世界司厨士協会連盟（WACS、加盟国 105ヶ国）に加盟し、2011年 4月 1日には、内閣府よ
り業界初の公益社団法人認可を受けています。 

www.ajca.jp 
 

 

一般社団法人 日本エスコフィエ協会 

日本エスコフィエ協会は初代会長・故小野正吉氏を中心に 1971年に創設されました。近代フランス料理の祖 

オーギュスト・エスコフィエの真髄に基づき、伝統あるフランス料理の継承を目的として、現代では 7 代目の福田順彦

会長のもと約 1800名の会員の所属する協会として幅広い活動を行っています。 

www.escoffier.or.jp 
 

 

トック・ブランシュ国際倶楽部 

トック・ブランシュ国際倶楽部は、フランス料理に携わる第一線級のプロフェッショナルのための世界ネットワークとして

発足し、日本では 1981 年に日本支部が創設。現在では組織も拡大し、各国との交流を保ちながら独立。約 550 名
の会員は日本のフランス料理界を代表するリーダーとして全国各地に展開し、様々な活動を行っています。 

新サイト準備中 

 

 

ゴブラン会 

ゴブラン会とは、「和」「洋」「中」の一流のプロフェッショナルが集う会として、また「食を創る人」「食を提供する人」「食
を愛する人」三位一体の会として、様々な職種の会員約 300名を有する食文化ネットワークです。 

www.gobelin.jp 

 

 

クラブ･プロスペール･モンタニェ日本支部 

偉大なるシェフ、“プロスペール・モンタニェ”の没後、彼を敬愛する友人達により興され、格調高いフランス料理とそ
の素材の品質を守り向上させることを目的としています。食文化に関る料理店主、料理人、ガストロノーム並びに全て
の食材関連職業を網羅したクラブです。 

www.montagne.jp  
 

http://www.ccifj.or.jp/
http://www.institutfrancais.jp/
http://www.afsapporo.jp/
http://www.afafa.jp/
http://www.ajca.jp/
http://www.escoffier.or.jp/
http://www.gobelin.jp/
http://www.montagne.jp/
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フランス農事功労章協会(MOMAJ) 

フランス農事功労章受章者協会(MOMAJ)は、日本でのフランスの食文化の振興のため、2004 年 2 月 6 日付で設

立された、日本におけるフランス農事功労章(国家功労章)の受章者の団体です。 

www.momaj.jp 
 

 

在日フランス人シェフ・パティシエの会（Amicale） 
1976 年創立。フランス料理の普及に取り組む在日フランス人シェフやパティシエの会。イベント開催や、料理情報・

求人サービスも提供しています。 

www.acpfj.com 
 

 

一般社団法人日本ソムリエ協会 

日本ソムリエ協会は 1969 年に設立され、現在会員数約 14,500 名。ワインや日本酒・焼酎その他飲料の普及とそ

れに携わる人々の資質向上を目的とし、ソムリエ等の育成、会員の資質向上のため講習会、研修会、コンク―ルの
開催関する事業、飲料と食に関する資格認定事業、ワイン検定、機関誌発行、教材作成・販売に関する事業などを
行っています。 

www.sommelier.jp 
 

 

フランスレストラン文化振興協会（APGF） 
レストラン文化の３本柱、料理の作り手とサービスする手、食べ手の啓蒙に関わる活動を実施。フランス料理コンクー
ル「メートル・ド・キュイジニエ・ド・フランス ジャンシリンジャー杯」、サービスコンクール「メートル・ド・セルヴィス杯」を主

催する。 

http://www.apgf.jp/index.html 
 

 

フランス料理文化センター（FFCC） 
フランス料理文化センター（FFCC）は、東京ガス株式会社とフランスパリ市商工会議所（現パリ市イル・ド・フランス地

方商工会議所）が日本におけるフランス食文化の振興を目指して 1990年に創設されました。 東京ガス業務用 

ショールーム「厨 BO!SHIODOME」を拠点に、主にフランス料理のプロの料理人、サービスパーソンに向けた、講習
会セミナー等を開催しています。 

http://www.ffcc.jp 
 

 

メートル・ド・セルヴィスの会 

「”メートル・ド・セルヴィス杯”サービスコンクール」の支援と継承活動を通じて、サービスマンの技能向上を図るとともに 

食文化の発展に広く貢献することを目的に 2001年 10月に設立しました。 

http://maitreservice.com 
 

 

クラブ・アトラス（Club Atlãs） 
東京近郊にあるフランス料理のレストランに携わる役職者、管理的立場を有する者が集まり、次世代への技術指導 
情報共有などを通じ、フランス料理を継承し、人材を育成していくことを目的としています。 

http://club-atlas.jp 
 

 

 

 

 

事務局 
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コレージュ・キュリネール・ド・フランス 

フランス内外におけるフランス料理の発展のために発足した有名シェフたちによるアソシエーションです。フランス料理
文化の保存と発展、優れた食材と優れた生産者のサポート、才能ある若いシェフの育成に努めています。 

www.college-culinaire-de-france.fr 
 

 

デュカス・パリ 

デュカス・パリは国際的で多様化するお客様の期待に応えるべく、質の高い料理とサービス、最新の技術力をもって
常に最高のものをご提供することを目指しています。会長であるアラン・デュカスは料理人であり、クリエイターであり 

かつ厳格な実業家でもあります。 

https://www.ducasse-paris.com 
 

http://www.momaj.jp/
http://www.acpfj.com/
http://www.sommelier.jp/
http://www.apgf.jp/index.html
http://www.ffcc.jp/
http://maitreservice.com/
http://club-atlas.jp/
http://www.college-culinaire-de-france.fr/
https://www.ducasse-paris.com/

