プレスリリース

2018 年 6 月吉日

トレ・ボン！日本のテロワール
全国約 600 軒のフレンチレストランが参加する国内最大級のフランス料理イベント
「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2018」を開催いたします。
一律価格でのコースメニュー提供に加え、今年のテーマ「トレ・ボン！日本のテロワール」のもと
日本独自の食材の魅力をフランス料理でアピールします。

TOPIC1：フランス料理をより気軽に、そしておとくに楽しむ 17 日間

■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
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>が基本コース構成（内容は各店舗による）

NEW グラスワイン付き 5,000 円プラン増設！
■対象レストラン■

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

www.francerestaurantweek.com
www.facebook.com/frweek/

1

TOPIC2：和食材×フランス料理 「トレ・ボン！日本のテロワール」
フランスでは固定観念にとらわれず、かつお節やわさび、椎茸や柚子といった「和」の食材を、多くの料理人たちが
積極的に取り入れており、今や日本の素材や調味料は先端のトレンドになっています。
昨年好評だったテーマを継続し、今年も新たなフランス料理の潮流を全国の参加店でお楽しみいただきます。
→プレスガイド P.8

TOPIC3：次世代を担う 1６人のフォーカス・シェフ
海外招聘シェフ 2 名と、北海道、東北、関東、中部、近畿、九州の 6 エリアから個性と実力を兼ね揃えた逸
材 14 人をピックアップ。料理人になったきっかけや、シェフになるまでの経歴も様々な 30 代～40 代の若手
シェフ達による、未来を感じさせるフランス料理に是非ご注目ください。
→プレスガイド P.9

TOPIC4：プレイベント① 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」
東京にいながら、来日シェフや地方の人気シェフによる料理が楽しめる限定レストラン 「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナー
スクラブ＠ミーレ」。今年は 9 月 5 日（水）～16 日（日）の期間中計 8 日間開催。
→プレスガイド P.14

TOPIC5：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、東京と大阪でガラディナーを開催します。
フランスからの来日シェフ 2 名に加え、各都市で活躍する 3 名のシェフが手を携えひとつのコースを提供します。
→プレスガイド P.15

TOPIC６：食に従事している私たちができる社会貢献活動
将来「食べ手」「作り手」となる子供たちに食べる喜びを届けるために「こども食堂ネットワーク」と協力し
今年も国内外のシェフが、子供たちにフランス料理を提供します。
→プレスガイド P.20
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TOPIC3：次世代を担う 16 人のフォーカス・シェフ
【海外招聘】
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
https://www.aubergesaintremy.com/fr

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

【北海道】
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
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
http://obternirk.com

【東北】
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
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TOPIC3：次世代を担う 16 人のフォーカス・シェフ
【東北】
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
http://nacree.jp

【関東】
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
http://toyojapan.jp

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
https://www.craftale-tokyo.com

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 7 年連続
東京都渋谷区広尾 1-6-13 Tel : 03-3409-1331
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
https://www.facebook.com/yaoyu8571

【中部】
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
http://french-yamauchi.com/ja/index.php
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TOPIC3：次世代を担う 16 人のフォーカス・シェフ
【中部】
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
http://www.aligne.jp

【近畿】
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
https://www.miyakohotels.ne.jp/shima

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
http://www.yosukeyamaji.com

【九州】
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.D 1F Tel : 092-406-4437
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
https://www.greges.jp
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TOPIC4：プレイベント① フランスと地方の人気シェフの料理を味わうプレイベント
「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、個性豊かな次世代シェフの料理をお楽しみいただけます。
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します。

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、食後の飲み物付き（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、食後の飲み物付き（ソフトドリンク：フルーツジュース）

料金： 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 フランス）
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 フランス）
＊各シェフのプロフィールはプレスガイド 9～13,16 ページをご覧ください。
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TOPIC5：プレイベント② 日仏の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。

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

■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）

＊各シェフのプロフィールはプレスガイド 16、17 ページをご覧ください。
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「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は
■フランス料理の世界への発信に貢献するイベントとして
初回から在日フランス大使館の特別後援を得ています。
ローラン・ピック駐日フランス大使からのメッセージ
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。
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による特別協賛のもと開催されます。
ダイナースクラブからのメッセージ
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 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。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。

ダイナースクラブ会員特典
■先行予約：2018 年 8 月 29 日（水）10:00 から
＊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

■来店時のダイナースクラブカード提示とお支払いで、ウェルカムドリンク 1 杯サービス
■厳選約 20 店舗で特別ディナーコースメニュー「ダイナースクラブ ムニュ・グルマン」（12,000 円）提供
＊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」（18,000 円～）提供

■「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ」の先行予約
⇒プレスガイド P.●
ダイナースクラブについて
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。
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■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（三井住友トラストクラブ株式会社）

■協賛■
メゾン マム（ペルノ・リカール・ジャパン株式会社）
エールフランス航空
ミーレ・ジャパン株式会社
獺祭（旭酒造株式会社）
エビアン（ダノンジャパン株式会社）
ルノー・ジャポン株式会社
ヴァローナ ジャポン株式会社
ボワロン（日仏商事株式会社）
バーミックス、クリステル、ジャス（株式会社チェリーテラス）
ギャラリー・ラファイエット パリ・オスマン
アラン・ミリア（株式会社アルカン）
マロンゴ
ブラガール
サラド

シャトー・ド・ラマルク
ソーヴィオン
フード・アクション・ニッポン
マリーブリザール
シャトー・ミニュティ
ベイユヴェール（株式会社ティーケーシン）
ホテルニューオータニ（東京）
リーガロイヤルホテル（大阪）
メルキュールホテル銀座東京
一休.com レストラン（株式会社一休）
ヒトサラ（株式会社 USEN Media）
フランス観光開発機構
デュカス・エデュカション
レ・コレクショヌール

■イベントに関するお問い合わせ

フランス レストランウィーク事務局
www.francerestaurantweek.com
TEL : 03-3515-7033
E-mail : office@francerestaurantweek.com
■プレスお問い合わせ

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： 03-5615-8177
E-mail : frw2018_pr@audacejapan.com
■ダイナースクラブに関するお問い合わせ■

三井住友トラストクラブ株式会社 広報部
TEL : 03-6770-2630（平日 10:00～17:00）

9

