
  

「フランスレストランウィーク」は、美食への探究心やその美しさから世界中で愛されているフランス料理を、もっと
気軽に楽しんでいただくことを目的としたグルメイベントです。9年目を迎える今年は、全国650店以上のフレンチレス
トランが参加し、2019年9月20日(金)～10月6日(日)の17日間、この期間だけのお得な価格でコース料理をお楽しみい
ただけます。

海外招聘シェフ2名と、北海道、東北、関東、中部、近畿、九州、沖縄の7エリアから選出された次世代を担う15名の
フォーカスシェフには、「トレ・ボン！日本のテロワール」をテーマに各地でフランスレストランウィークを盛り上
げていただきます。実力と個性を兼ね備えたシェフ達が創り出す、“和食材”を生かしたフランス料理にご期待ください。

■「フランスレストランウィーク」イベントヒストリー
「フランスレストランウィーク」は、2011年に誕生したグルメイベントです。2010年にフランスの美食術がユネスコ
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、フランスの星つきシェフ15名が「コレージュ・キュリネール・ド・フランス」を結成。アラン・
デュカスが代表を務め、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様ざまな活動を展開しています。
「フランスレストランウィーク」は、この「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)の日本版です。
日本ではフランス料理を気軽に楽しむ機会を提供することを目的にスタートし、現在は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。

＜プレス関係者お問い合わせ＞
「フランス レストランウィーク 2019」PR事務局 (株)TANK内

担当：高本育代(070-3547-6321)・甲斐仁実(070-3815-6246)・冨嵜綾乃(070-3815-6247)
TEL：03-4330-4469 FAX：03-5469-0680 mail：contact.frw@tankpr.jp

□ タイトル
□開催期間
□テーマ
□参加店舗
□内 容

□予約方法

□予約開始

□公式サイト
□ Instagram
□ Facebook

ダイナースクラブフランスレストランウィーク 2019
2019年9月20日(金)～10月6日(日) 計17日間
トレ・ボン！日本のテロワール
全国の参加フレンチレストラン 650店舗以上（予定）
基本構成：前菜、メイン、デザート、食後の飲み物
価 格：ランチ、ディナーともに、下記のいずれかの価格でご提供

2,500円、5,000円、8,000円（税・サービス料込）
①直接店舗へ電話予約
②公式サイト「一休.comレストラン」のオンライン予約
一般予約開始 ：2019年9月03日(火)10:00～
先々行予約開始：2019年8月20日(火)10:00～ 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 ：2019年8月27日(火)10:00～ ダイナースクラブ会員のみ
https://francerestaurantweek.com/
https://www.instagram.com/france_restaurant_week/
https://www.facebook.com/frweek/

オフィシャル画像URL：https://bit.ly/2Qb5x6E

https://bit.ly/2Qb5x6E


「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」実施概要

＜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」

TEL：03-3515-7033 E-mail：office@francerestaurantweek.com
＜プレス関係者お問い合わせ＞

「フランスレストランウィーク 2019」PR事務局 (株)TANK内
担当：高本育代(070-3547-6321)・甲斐仁実(070-3815-6246)・冨嵜綾乃(070-3815-6247)

TEL：03-4330-4469 FAX：03-5469-0680 mail：contact.frw@tankpr.jp
＜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）

□主 催
□特別後援
□特別協賛
□協 賛

□後 援

フランスレストランウィーク事務局
在日フランス大使館
ダイナースクラブ（三井住友トラストクラブ株式会社）
・ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
・ミーレ・ジャパン株式会社
・エールフランス航空
・旭酒造株式会社
・ルノー・ジャポン株式会社
・ダノンジャパン株式会社
・ヴァローナジャポン株式会社
・日仏商事株式会社
・フレンチ F&B ジャパン株式会社
・株式会社アルカン

□ダイナースクラブ会員特典
①「フランスレストランウィーク 2019」の先行予約
② 来店時にダイナースクラブカードのご提示と決済で、ウェルカムドリンク1杯サービス
③「ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ@ミーレ」の先行予約とウェルカムドリンク1杯サービス
④ 会員限定プラン「ダイナースクラブムニュ・グルマン」のご利用
⑤「ガラディナー」の先行予約と特別価格の提供
□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会社として1960年に創業、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ます。
□フランス料理を世界へ発信するイベントとして、在日フランス大使館が特別後援
＜ローラン・ピック駐日フランス大使からのメッセージ＞
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、ご挨拶申しあげます。
今年、フランスレストランウィークは9年目の開催を迎えます。2020年の10周年という大きな節目に向けて、美食に情熱を
注ぎ、フランス料理を愛する日本とフランスの交流に、このイベントが貢献するであろうと確信しています。
美食は私達の、ライフスタイルや伝統の一部です。フランスと日本をつなぐ確かな架け橋であるとともに、私たちのインスピ
レーションを創造する源です。食材の魅力を最大限に引き出すフランス料理のシェフの繊細な技術と、日本の豊かなテロワー
ルやその生産者の皆様との出会いは、ますます多くの方を惹きつけてゆくことでしょう。
今年もフランスレストランウィークで、皆様が美食のひとときを堪能されますように。

□ 2019年もダイナースクラブの特別協賛のもと開催
＜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 五十嵐幸司＞
「ダイナースクラブ」が、2011年の第1回以来タイトルスポンサー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。
また来年2020年には、フランスレストランウィークは第10回、ダイナースクラブは60周年という大きな節目を迎えます。
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。

・マロンゴ
・ブラガール
・レ・グラン・シェ・ド・フランス
・三国ワイン株式会社
・株式会社ニュー・オータニ
・株式会社一休
・フランス観光開発機構
・My Little Box株式会社
・デュカス・エデュケーション
・レ・コレクショヌール
・株式会社ティーケーシン

フード・アクション・ニッポン



フランス レストランウィーク 2019を盛り上げる関連イベント

□タイトル
□ 開催期間
□ 開催場所
□ 内 容

□ 料 金

□ 予約開始

□ 予約方法
□ 出演シェフ

ラ・ターブル・ドゥ・ダイナースクラブ@ミーレ
2019年7月～9月の期間中、計8日間開催予定
ミーレ・センター表参道 2階サロン（東京都港区南青山4-23-8）
①ランチ（前菜、メイン、デザートのコース料理）各日20名限定
ドリンク：アペリティフワイン、ロゼワイン、食後の飲み物

②ディナー（前菜、メイン、デザートのコース料理）各日20名限定
ドリンク：アペリティフワイン、シャンパーニュ、日本酒、白ワイン、赤ワイン、食後の飲み物

①ランチ 5,000円（税、ドリンク込）
②ディナー 10,000円（税、ドリンク込）
2019年6月24日(月)10:00～
ダイナースクラブ会員先行予約は、6月21日(金)10:00～
公式サイト「一休.comレストラン」のオンライン予約
7月 5日(金)・ 6日(土) 【石川県】橋田 祐亮（ラ・クロシェット）
7月26日(金)・27日(土) 【沖縄県】渡真利 泰洋（紺碧ザ・ヴィラオールスイート レストラン エタデスプリ）
8月23日(金)・24日(土) 【福島県】中田 智之（なか田）
9月21日(土)・22日(日) 【来日シェフ】ドミニック・ロリー（ル・ルイキャーンズ-アラン・デュカス・ア・ロテル・ド・パリ）

【来日シェフ】ミカエル・バルトチェッティ（シャングリ・ラ ホテル パリ）

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人気シェフをお迎えし、スペシャルダイニングをお楽しみいただく
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」が今回も登場します。
ドイツのプレミアム家電ブランド「ミーレ」のラグジュアリーで洗練された空間を舞台に、シェフ達が選ぶ
「地元ならではの“和食材”」を取り入れたお料理をご用意します。

□ タイトル
□ 開催日時
□ 開催場所
□ 料 金

□ ドレスコード
□ 予約開始

□ 予約方法
□ 出演シェフ

ガラディナー
2019年9月19日(木）受付とアペリティフ 18:15～ ドアオープン 18:30 / 開宴 19:00
ホテルニューオータニ 宴会会場「芙蓉の間」（東京都紀尾井町4-1）
一般 40,000円（税、サービス料込）
ニューオータニクラブ会員 35,000円（税、サービス料込）
ダイナースクラブ会員 30,000円（税、サービス料込）
ブラックタイ・着物・イブニングドレス
2019年6月24日(月) 10:00～
ダイナースクラブ会員先行予約は、6月21日(金)10:00～
公式サイト「一休.comレストラン」のオンライン予約
フランス招聘シェフ2名、日本で活躍するシェフ5名がスペシャルディナーを提供

ガラディナー |  一夜限りの日仏シェフの饗宴
「フランス レストランウィーク 2019」の開催を祝し、一夜限りの日仏饗宴のガラディナーを開催します。
今年は、フランスからシェフとパティシエが2名来日、日本で活躍するシェフとパティシエの5名と共に
皆様を夢のような時間へと誘います。
7名のシェフが創造性豊かな一皿を担当する、この日だけのスペシャルディナーをお楽しみください。

・オマール海老

・フォアグラ

・魚
・鮑

・肉

・セドラ

・フロマージュ ブラン

：ドミニック・ロリー

：三國 清三

：赤坂 洋介
：樋口 宏江

：太田 高広

：ミカエル・バルトチェッティ

：島田 進

（ル・ルイキャーンズ-アラン・デュカス・ア・ロテル・ド・パリ｜シェフ）来日予定

（オテル・ドゥ・ミクニ｜オーナーシェフ）

（ピエール・ガニェール｜エグゼクティヴシェフ）
（志摩観光ホテル｜総料理長）

（ホテルニューオータニ｜統括料理長）

（シャングリ・ラ ホテル パリ｜シェフパティシエ）来日予定

（パティシエ・シマ｜オーナーシェフ）

※詳細は改めてリリース予定

※詳細は改めてリリース予定



次世代を担う 15名のフォーカスシェフ
＜シェフプロフィール＞
1978年10月北海道浦河町生まれ。ホテルで経験を積み「モナリザ」丸の内店(東
京都)を経て、2007年1月よりフレンチレストラン「ミクニ サッポロ」の厨房に
入る(2009 年より副料理長)。その後、札幌市内のフランス料理の料理長、日本
クルーズ客船株式会社「ぱしふぃっく びいなす」のシェフを経て、2018年4月
よりフレンチレストラン「ミクニ サッポロ」料理長に就任。

＜注目の和食材＞
・十勝産 エゾ鹿肉
・日高沖 秋鮭「銀聖」
・利尻産 昆布

＜店舗情報＞
北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地 札幌ステラプレイス センター9F
TEL：011-251-0392
https://www.jrhotels.co.jp/tower/restaurant/mikuni/

二本柳 眞（ニホンヤナギ マコト）
Makoto Nihonyanagi

ミクニ サッポロ JRタワーホテル日航札幌 ｜料理長
Mikuni Sapporo （JR tower hotel nikko sapporo）

中田 智之（ナカタ トモユキ）
Tomoyuki Nakata

なか田｜オーナーシェフ
Nakata

＜シェフプロフィール＞
1983年神奈川県生まれ。子供時代に福島県郡山市へ。地元の日本調理技術専門
学校卒業後、都内洋食店やフランス料理店等でスーシェフを務める。
2014年、山形の地産地消「アル・ケッチァーノ」奥田シェフに師事。復興レス
トランのシェフに就任。2018年フリーランスでアドバイザー業の傍ら、講演会
や食育などを通し知産知消の推進を図る。2019年2月、一日2組限定、知産知消
レストランなか田をオープン。

＜注目の和食材＞
・福島県郡山市 郡山ブランド野菜協議会産、万吉どん(玉ねぎ)
・福島県郡山市 熊田水産の磐梯鯉
・福島県産 しいたけ、舞茸、エリンギ、たもぎだけ、ヒラタケ

＜店舗情報＞
福島県郡山市清水台1-6-23
TEL：090-7563-4949

＜シェフプロフィール＞
1980年生栃木県生まれ。1998年に料理人を志し都内のレストランに入店。翌年
「銀座レカン」に入社。2003年地元栃木に戻りホテルエピナール那須に勤務。
2010年よりレストランのシェフに就任。その間レストランのリニューアルを機
に渡仏。パリ、ニースで研修後メリメランジュオープンに際して帰国し、現在に
至る。

＜注目の和食材＞
・淡水魚（ヤマメ、イワナ、ヤシオマス）
・地元野菜

＜店舗情報＞
栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地
TEL：0287-78-6000
https://www.epinard.jp/restaurant/melimelanges/index.html

吉田 拓朗（ヨシダ タクロウ）
Takuro Yoshida

メリメランジュ ホテルエピナール那須｜料理長
Méli Mél'Anges (Épinard Nasu)

榎本 奈緒子（エノモト ナオコ）
Naoko Enomoto

ジュー ドゥ マルシェ｜オーナーシェフ
Jour de Marché

＜シェフプロフィール＞
1976年神奈川県生まれ。22歳から5年間都内レストラン勤務後渡仏し、リヨン
のレストランで6年にわたって「ニコラ ル ベック」(2つ星) 、「レ・テラス・
ド・リヨン」(1つ星) 、「ジュー ドゥ マルシェ」などに勤務。2010年に帰国後、
西麻布の「プロヴィナージュ」、神楽坂「ピアッティ カステリーナ」でシェフを
務めたのち2015年4月に「ジュー ドゥ マルシェ」をオープン。

＜注目の和食材＞
・気仙沼産 鰹

＜店舗情報＞
東京都新宿区四谷坂町12-11 BIITEN 1F
TEL：03-6380-5234
http://www.jourdemarche.jp/

北海道

福島県

栃木県

東京都

https://www.jrhotels.co.jp/tower/restaurant/mikuni/
https://www.epinard.jp/restaurant/melimelanges/index.html
http://www.jourdemarche.jp/


次世代を担う 15名のフォーカスシェフ

＜シェフプロフィール＞
1970年フランス、ボルドー生まれ。16歳から料理の世界に入り、幾つもの
ミシュラン星付きレストランで働き、シェフに抜擢されることも。
パリの「ラ・トゥール・ダルジャン」(当時２つ星)でセカンドシェフを務め、
「ラ・トゥール・ダルジャン」のシェフの推薦により2000年「ル・コルドン・
ブルー」の料理教授として来日。神戸校、東京校のテクニカルディレクター、
エグゼクティブシェフを歴任後2009年「シェ オリビエ」をオープン。
農事功労章・シュヴァリエ受勲。

＜注目の和食材＞
・柚子胡椒

＜店舗情報＞
東京都千代田区九段南4丁目1-10 1F
TEL：03-6268-9933
http://www.chezolivier.co.jp/

オリビエ・オドス
Olivier Oddos

シェ オリビエ｜オーナーシェフ
Chez Olivier

深谷 博輝（フカヤ ヒロキ）
Hiroki Fukaya

アルゴリズム｜オーナーシェフ
L'algorithme

＜シェフプロフィール＞
1984年茨城県生まれ。2005年に「銀座レカン」に入店。2009年渡仏し「ズ・
キッチン・ギャルリー」(パリ)に入店。2010年に帰国、「ビストロ ボンファム」
でスーシェフを務める。2013年より「カンテサンス」に勤務。2017年9月に独立。
2019年ミシュランガイド東京版1つ星獲得。

＜注目の和食材＞
・明石 伝助穴子

＜店舗情報＞
東京都港区白金6-5-3 さくら白金102
TEL：03-6277-2199
http://lalgorithme.com/

＜シェフプロフィール＞
1984年福岡県柳川市生まれ。高校卒業後、東京調理師専門学校入学。 在学中に
アルバイトから「ホテルオークラ」に入社、ホテルオークラ福岡に約5年間勤務。
24歳で渡仏。パリ郊外のビストロ、ドルドーニュ地方や南仏の星付きレストラン
で修行し、帰国後、「ロオジエ」など国内のフランス料理店でさらに修行を積む。
2014年に再渡仏、パリの「レストラン・ソラ」でスーシェフに就任。2017年に
帰国。 2018年6月新店舗「ウミ」シェフ就任。

＜注目の和食材＞
・梅干し

＜店舗情報＞
東京都渋谷区恵比寿4-19-7
TEL：03-6456-4306
https://restaurant-umi.jp/

藤木 千夏（フジキ チナツ）
Chinatsu Fujiki

ウミ｜シェフ
Umi 

ロナン・カドレル
Ronan Cadorel

パーク ハイアット 東京｜総料理長
Park Hyatt Tokyo

＜シェフプロフィール＞
フランス、ブルターニュ生まれ。「ラセール」(パリ)ではジャンルイ・ノミコス、
「エノテカ ピンキオーリ」(フィレンツェ)ではアニー・フェオルド、「オ トゥル
ガスコン」(パリ)ではアラン・デュトゥルニエといった名だたるシェフや、「ダ
ニエル ブルー」(NY)、「ゴードン ラムゼイ」(ロンドン)といったダイニングで
研鑽を積む。 ハイアットグループには2015年1月に加わり、ハイアット リー
ジェンシー カサブランカ(モロッコ)の総料理長を経て、2018年に「パーク ハイ
アット 東京」の総料理長に就任。

＜注目の和食材＞
・鹿児島県 地鶏
・山形県 豚肉
・北海道 雲丹
・千葉県 伊勢海老
・九州 ホロホロ鳥 など

＜店舗情報＞
東京都新宿区西新宿3-7-1-2
TEL：03-5322-1234
https://restaurants.tokyo.park.hyatt.co.jp/

東京都

東京都

東京都

東京都

http://www.chezolivier.co.jp/
http://lalgorithme.com/
https://restaurant-umi.jp/
https://restaurants.tokyo.park.hyatt.co.jp/


次世代を担う 15名のフォーカスシェフ
＜シェフプロフィール＞
1975年愛知県生まれ。1995年辻調グループフランス校卒業後、神戸のフレンチ
レストランに入店。 2005年愛知万博フランス館勤務。オーベルニュ地方、アル
ザス地方、サンテティエンヌ近郊のレストランで研修後、兵庫、愛知のレストラ
ンに勤務。2014年からスーシェフ、2017年よりシェフとして長野県白馬村の
「白馬リゾートホテル ラ・ネージュ 東館」に勤務。

＜注目の和食材＞
・白馬 蕎麦粉、黒米 、大王岩魚、信州サーモン
・信州新町 仔羊(サフォーク種) 、信州プレミアム牛肉
・大町 黒豚 ・高山村 大鹿村産 鹿肉
・池田町 エディブルフラワー、ハーブ、野菜
・上伊那郡中川村 メイヤーレモン

＜店舗情報＞
長野県北安曇郡白馬村北城4744 和田野の森
TEL：0261-72-7111
https://www.laneige-higashikan.com

落合 昭光（オチアイ アキミツ）
Akimitsu Ochiai

白馬リゾートホテル ラ・ネージュ東館｜料理長
Hotel de La Neige HIGASHIKAN

橋田 祐亮（ハシダ ユウスケ）
Yusuke Hashida

ラ・クロシェット｜オーナーシェフ
la clochette 

＜シェフプロフィール＞
1980年東京都生まれ。辻調理師専門学校フランス校を卒業、フランス・リヨンの
「ポール・ボキューズ」(3つ星)で研修。2002年 東京・広尾のフランス料理店
「サリュー」に勤務。 2008年渡仏。「ミシェル・トラマ」(3つ星) 、「メゾン デ
コレ」(1つ星)、「ラ・マール・オ・ゾワゾー」 (1つ星)、「ラクセル」(1つ星) 、
「ラ・ヴィラ・アルカンジュ」(2つ星)等、星付きレストランを中心に9店で修行。
「ラ・ヴィラ・アルカンジュ」ではスー・シェフとしてカンヌ国際映画祭のVIP席
の料理を3年連続で担当。2014年末に帰国、翌1月石川県羽咋市に移住。2015年
「夢喰庵」(石川県羽咋市)に勤務。2016年ミシュランガイド富山・石川特別版で1
つ星を獲得。2017年�ラ・クロシェット」(石川県羽咋市)をオープン。

＜注目の和食材＞
・羽咋市 自然栽培の野菜 ・七尾市中島 宮本さんの牡蠣
・氷見 稲泉農園 自然栽培山ぶどう ・へしこ(魚を糠漬けにした北陸の発酵食)
・能登 海藻(アカモク、ジンバソウ、ヤツマタモク 等)
・七尾市 能登島 フジタファームの西洋野菜(フェンネル、アーティーチョーク、
ビーツ等)

＜店舗情報＞
石川県羽咋市柳田町ほ79-1
TEL：0767-23-4712
http://clochette-noto.jp

藤本 義章（フジモト ヨシアキ ）
Yoshiaki Fujimoto

レストラン ディファランス｜オーナーシェフ
Restaurant Difference

＜シェフプロフィール＞
1983年大阪府生まれ。高校卒業後ホテル日航大阪に就職。5年間鉄板焼に従事、
その後6年間フランス料理に従事。その間、数々のフランス料理コンクールで入
賞を果たす。2013年「レストラン ディファランス」をオープン。

＜注目の和食材＞
・北庄司酒造 酒粕
・はなふさ 花乃牛
・羽曳野 無花果

＜店舗情報＞
大阪府大阪市西区靱本町1丁目16-12
TEL：06-6479-1140
http://difference.upper.jp/

長野県

石川県

大阪府

＜シェフプロフィール＞
1972年兵庫県県生まれ。辻調グループ フランス校卒業後、「ポール・ボキュー
ズ」で研修。「ラ・ベカス」、「ラ・ヴィーナス」などで働いた後、独立して
「アミタ」をオープン。

＜注目の和食材＞
・兵庫県 竹野港の白イカ ・兵庫県 香住港の香住蟹
・兵庫県 神鍋高原の栃の実 ・兵庫県 朝来の鹿
・コウノトリ米の新米

＜店舗情報＞
兵庫県豊岡市滝94
TEL：0796-24-1116

後藤 久右衞門（ゴトウ キュウエモン）
Kyuemon Goto

アミタ｜オーナーシェフ
Amita

兵庫県

https://www.laneige-higashikan.com
http://clochette-noto.jp
http://difference.upper.jp/
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小岸 明寛（コギシ アキヒロ）
Akihiro Kogishi

オーグードゥジュール メルヴェイユ 博多｜シェフ
Au goût du jour merveille HAKATA

＜シェフプロフィール＞
1979年佐賀県生まれ。渡仏した際には、「ラムロワーズ」、「アラン・デュカ
ス・オ・プラザ・アテネ」、「ピエール・ガニェール」、「ミシェル・ブラス」
などに勤務。国内ではシャトーレストラン「タイユバン・ロブション」、「ピ
エール・ガニェール・ア・東京」、「ミシェル・ブラス トーヤ ジャポン」(北海
道)に勤務。その他、スイス、スペイン、モナコ、ニューヨークで研修。現在は福
岡に拠点を置く。2013年に幕を開けた、新時代の若き才能を発掘する日本最大級
の料理人コンペティションRED U-35で“準グランプリ”ゴールドエッグ受賞。

＜注目の和食材＞
・佐賀県太良町 グリーンアスパラ

＜店舗情報＞
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ 9F
TEL：092-413-5301
https://merveille.rest/

＜シェフプロフィール＞
1979年大分県出身。1999年3月辻調理師専門学校卒業。1999年4月「シーホー
クホテル」(現 ヒルトン福岡)、2004年7月「ラ メゾン ドゥ ラ ナチュール ゴ
ウ」入社。2007年3月渡仏後、ミディピレネー地方「ル ポン ドゥ ルイース」、
2009年 10月コート ダ ジュール地方「レコル・デ・フィーユ」、2014年2月
「亀の井別荘」入社。2016年2月「ラ ヴェルヴェンヌ」をオープン。

＜注目の和食材＞
・宮崎県 マンゴー ・福岡県久留米市 バニラビーンズ
・鹿児島県 紅茶 ・湯布院町 美山サーモン
・大分県 竹田市 サフラン

＜店舗情報＞
大分県由布市湯布院町川上3064-3
TEL：0977-85-7829
www.instagram.com/laverveinewataa107 

渡辺 亨（ワタナベ トオル）
Toru Watanabe

ラ ヴェルヴェンヌ｜オーナーシェフ
La Verveine

＜シェフプロフィール＞
1984年沖縄県生まれ。「パシフィックカレンツ」(麻布十番)でイタリア料理を
学ぶ。ビストロ「ブラスリー・ソロ」(駒沢)でフランス料理を学び、その後
「オーグードゥジュール」で中村保晴シェフに師事する。 その後、「レストラ
ン・アイ」(現:KEISUKE MATSUSHIMA)で火入れを学び、シェフ・ド・パル
ティに就任。渡仏後、「ジョエル・ロブション」で本場のポワソン料理を学ぶ。
「ホテル・デュ・パレ」(1つ星)、「ランペルティナン」の後、那覇の自然派ワイ
ン 「ビストロ・モンマルトル」で経験を積む。31歳で地元、宮古島の紺碧ザ・
ヴィラ オールスイートの「レストラン エタデスプリ 」総料理長就任。

＜注目の和食材＞
・沖縄県産 山羊

＜店舗情報＞
沖縄県宮古島市伊良部字池間添1195-1
TEL：0980-78-6000
https://www.konpeki.okinawa/restaurant/

渡真利 泰洋（トマリ ヤスヒロ）
Yasuhiro Tomari

紺碧ザ・ヴィラオールスイート
レストラン エタデスプリ｜料理長
Restaurant État d'esprit

福岡県

大分県

沖縄県

＜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」

TEL：03-3515-7033 E-mail：office@francerestaurantweek.com
＜プレス関係者お問い合わせ＞

「フランスレストランウィーク 2019」PR事務局 (株)TANK内
担当：高本育代(070-3547-6321)・甲斐仁実(070-3815-6246)・冨嵜綾乃(070-3815-6247)

TEL：03-4330-4469 FAX：03-5469-0680 mail：contact.frw@tankpr.jp
＜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）

https://merveille.rest/
http://www.instagram.com/laverveinewataa107
https://www.konpeki.okinawa/restaurant/

