フ ラン ス 料 理 を 気 軽 に 、そして 多 様 に 楽 し む 特 別 な 17日 間
ダイナースクラブ フランス レストランウィークは美 食の国 、フランス 生まれのグルメイベントです。
驚 きの 一 律 価 格で、前 菜 ･ メイン ･ デザート ･ 食 後 の飲 物のコースを 楽しむことがで きます。
参 加レストランは全 国で 約 6 0 0 軒。このチャンスにたくさん のレストランに足を 運 んで
さまざまなタイプのフランス料 理を 楽しんでみませんか？
きっと、新たな発 見や出会 いがあなたを待っています！

開催期間

スペ シャル
コ ース 価 格

※ランチ価格は店舗により異なります。価格には税 ･サービス料を含みます。

ダイナースクラブ会員先行予約
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公式サイト経由「一休 .com レストラン」にて。
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予約方法

一 般 予約

！
話で

レストランへ 直 接ご 連 絡ください。

※インターネット予約可能店のみ

（水）
から先行予約が可能。※1
・2017 年 8 月 30 日
※2
・各レストランでウェルカムドリンクを 1 杯サービス 。
・会員限定プラン「ムニュ･グルマン」を通常プランに参加しない有名店でご用意しています。※3
※ 1 プレミアムカード会員には先々行予約をご用意。詳しくはプレミアム会員専用ウェブサイトをご確認ください。
※ 2 ダイナースクラブカードのご提示とお支払いが条件です。
※ 3 プレミアムカード会員には「ムニュ･ グルマン プレミアム」をご用意 。詳しくはプレミアム会員専用
ウェブサイトをご確認ください。

Message
フ ラ ン ス 大 使 か ら の メッ セ ー ジ
料理はフランスと日本をつなぐひとつの架け橋です。
フランスと日本は、いずれも比類なきまでに料理の洗 練を極め
どちらもユネスコの世界無 形文化 遺 産に登 録されています。
今年は日本ならではのすばらしい食材とフランス料理の融合がテーマとなっており
私も非常に楽しみです。 皆 様が 今 年のダイナースクラブ フランス レストランウィークを
楽しんでいただけることを願っています。
駐日フランス大 使

ロ ー ラン ・ ピック

ダイ ナ ース ク ラ ブ か ら の メッ セ ー ジ
ダイナースクラブが、初年度から７年連 続で フランス レストランウィークの
特別協賛を務められます事をたいへん光栄に思っております。
今年は、日本 各地に根付いた食材に注目します。
ぜひここでしか味 わえない食事と共に、
ご家 族、
ご友 人と楽しい時間をお過ごしください。
また、本イベントが地方や次世代を担うシェフが注目されるきっかけとなり
日本における食 文化のさらなる発展につながるよう願っています。
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

主催

ダ イ ナ ース ク ラ ブ と は

フランス レストランウィーク事務局

ダイナースクラブは日本初のクレジットカードとし

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）

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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フルールド･オリーブ
北海道札幌市豊平区豊平 6 条 6-5-16
011-815-5151

アキ ナガオ
北海道札幌市中央区南 3 条西 3-3G DINING 1F
011-206-1789

フレンチレストラン バンケット
北海道札幌市中央区南 4 条西18-2-23
ピュアコート円山 1F
011-562-1221

オーベルジュ･ド ･リル サッポロ
北海道札幌市中央区南1条西 28-3-1
011-632-7810

スカイレストラン ロンド
北海道札幌市中央区北 5 条西 5-2 23F
センチュリーロイヤルホテル
011-221-3008

ラ･シュミネ
北海道小樽市花園1-11-17
0134-33-1885

レストラン 唐草館
北海道函館市青柳町 21-23
0138-24-5585

鉄板 焼 ギャグナー
北海道札幌市中央区南 4 条西 3-1-2
N-PL ACEビル２F
011-596-7910

レストラン 黒島
北海道札幌市中央区南 4 条西 2
レコルト札幌 B1F
011-530-9640

ノーザンテラスダイナー
北海道札幌市中央区北 1条西 4東館 1F
札幌グランドホテル
011-261-3376

レストラン ノルテ
北海道函館市豊川町 12-6 ラビスタ函館ベイ 1F
0138-23-6377

フランス料理 ル･ジャンティオム
北海道札幌市中央区南 4 条西 8 サンプラーザ札幌 1F
011-531-2251

レストラン ビブレ
北海道上川郡美瑛町字北瑛第 2
0166-92-8100

ロワゾー パー マツナガ（ 北 海 道・函 館 ）

函館産昆布
塩昆布、椎茸

松永和之
日本は四季が明確で、各地方の料理の表現方法がおもしろいと思います。
世界的にも健康志向が強くなり、ヘルシーな日本の食はますます注目されて
います。今回は北海道産であることや、フランス料理になじみがないという
理由でこの 食材を選びました。北海道の魅 力 を 料 理 で 表 現 しま す。

P5 左中 掲 載

ロワゾー ･ パー ･ マツナガ

北海道函館市柏木町 4-5 0138-84-1858
ダイナ ースクラブ ム ニュ・グルマン

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

タテオカ タケシ
北海道札幌市中央区南 3 条西 2 K T3 条ビル 1F
011-232-2022

函 館の魅 力がつまった 1ツ星レストラン

注目の 食 材 は

SHIKOKU

四国

ル･ミュゼ
北海道札幌市中央区宮の森1条14-3-20
011-640-6955

和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介

CHUGOKU

中国

リアン
北海道札幌市中央区大通西 20-3-10 MOR20 1F
011-641-4870

ダイニングワインレストラン レン
北海道札幌市中央区南五条西 2-1-4
TM26ビル 9F・10F
011-211-5790

ビストロ 清水亭
北海道札幌市中央区狸小路 7 タヌキスクエア 1F
011-233-5106
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ラ ブランシュール
北海道札幌市中央区北 1条西 28-2-35
MOMA place 3F
011-621-0929

KINKI

近畿

コートドール
北海道札幌市中央区宮ケ丘1-2-38
011-614-1501

メリメロ
北海道札幌市中央区南 3 条西 3-11 メッセビル 2F
011-223-5075

ロワゾー・パー・マツナガ
北海道函館市柏木町4 - 5
0138-83-1858

CHUBU

中部

グラン
北海道札幌市中央区大通西16-3-8
Farandole 大通 1F
011-215-7787

マッカリーナ
北海道虻田郡真狩村字緑岡172-3
0136-48-2100

ダイ ナ ース ク ラ ブ ム ニ ュ･ グ ル マ ン
「ムニュ・グルマン」は ダイナ ースクラブ会 員 限 定 のプラン で す。
通常プランに参加しない厳選したレストランで￥12,000 円（税・サービス料込）の特別なコースをお楽しみいただけます。

KANTO

関東

イルドフランス
北海道札幌市中央区界川 2-7-6
011-561-0073

北海 道フレンチ ラ･ブリック
北海道札幌市中央区北二条東 4
サッポロファクトリー レンガ館 1F
011-206-8129

レストラン ランファン･ キ ･ レーヴ
北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1
011-791-3255

HOKURIKU

北陸

レストラン アスペルジュ
北海道上川郡美瑛町大町 2- 6「美瑛選果」内
0166-92-5522

和フレンチ ラヴィ
北海道札幌市中央区界川 2-4-32
011-513-6969

TOHOKU

東北

アイダブリュービー ろまね
北海道札幌市中央区南 4 条西 2 ホシビル ３F
011-561-1612

レストラン モリエール
北海道札幌市中央区宮ヶ丘 2-1-1
ラファイエット宮ヶ丘 1Ｆ
011-631-3155

HOKKAIDO

北海道

北海道

上記店舗はダイナースクラブ会員限定プラン「ムニュ・グルマン（ 12,000 円）」のみのご提供です。

ホテルの中にあるレストラン
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カジュアルフレンチ＆パティスリー
ノース 40-40
青森県三沢市桜町 2-7-14
0176-58-7091
ビストロ ポ･デタン
青森県八戸市番町2
0178-22-3383

レストラン タカノ
山形県寒河江市本楯 3-130-1
0237-86-0804

ウサギボタニカ
岩手県盛岡市中ノ橋通 1-3-15
019-681-4932

レストラン ニコ
山形県酒田市亀ヶ崎 3-7-2
0234-28-9777

レストラン シェ ･ パパ
宮城県仙台市青葉区国分町 2-2-11
オパール 仙台ビル 1F
022-264-1061

プチレストラン ブーケ ド フランス
青森県青森市虹ヶ丘1-10-7
017-772-7967

シェ ムラ ブル リス
岩手県盛岡市神明町10-10
019-601-5205

旬菜グリル& カフェ セレニティ
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 2F
ホテルメトロポリタン 仙台
022-267-2104

フランス料理 モン･フレーブ
岩手県盛岡市盛岡駅前北通 2-27 2F
ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング
019-625-6262

レストラン ジュノー
青森県八戸市柏崎1-6-6 8F
八戸プラザホテル
0178-44-3121

プチ グリーン
福島県郡山市駅前2-6-4 富士館ビル 1F
024-934-8899

フレンチレストラン セラン
宮城県仙台市青葉区中央 4-6-1 5F
仙台国際ホテル
022-268-1111

フレンチスタイル ラ･シュン
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原 352
0242-32-2141

オーベルジュ 古町
新潟県新潟市中央区古町通二番町669-2
ダイアパレス古町
025-228-5242

キュイジーヌ･レジョナル ･ レヴォ
富山県富山市春日56-2 リバーリトリート雅樂倶内
076-467-5550

ジュ･タドー
新潟県上越市本町3-2-30 タカハシビル 1F
025-526-3091

フランス料理 シェ･ ワタナベ
新潟県上越市南城町1-13-30
025-525-4526
フランス料理店 モナミピエロ
新潟県新潟市中央区西堀通4-824-1
025-223-3940
モンドール
新潟県新潟市中央区 東堀前通5-403 コア東堀 1F
025-229-9508

P7 右上 掲 載

022-365-9312

レストラン イソ
新潟県新潟市中央区春日町7-13
025-290-7330

オー ミリュー ド ラヴィ
石川県金沢市高尾台1-54
076-298-8066
ジャルダン ポール ･ボキューズ
石川県金沢市広坂2-1-1 しいのき迎賓館 2F
076-261-1161
鉄板焼 川本
石川県金沢市北安江4-8-31 プレミナンスビル 1F
076-234-7706
フランス料理 プレミナンス
石川県金沢市北安江4-8-31 プレミナンスビル B1F
076-234-7701
サラマンジェフ
福井県福井市中央1-19-1 玉村第1ビル 1F
077-625-0151

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

島国日本の中でも、特に港町に生まれ育ったため、“ 海 ” という要素は自分にとっ
て大きなものです。世界の食のシーンにおいて、“ 和 ” は最早あたりまえの選 択
肢なのかと思いますが、フランス料理の基 本を尊重しつつ和の存在をバラン
スよく感じさせる料理をつくりたいと思っています。

宮城県塩釜市海岸通 7-2

菜園レストラン 薪の音
富山県南砺市野口140
0763-62-3255

創作フランス料理 モントルー
新潟県親発田市中央町2-4-15
0254-26-1526

赤 間 善太

レストラン シェヌー

エスポワール
新潟県長岡市栃尾宮沢1705-18
0258-52-4811

SHIKOKU

四国

レストラン シェヌー（ 宮城 県・塩 釜 ）

矢本産海苔
気仙沼産牡蠣
薬菜わさび

北陸地方

CHUGOKU

中国

海 の幸を愛する老 舗レストラン

注目の 食 材 は

レストラン ラ レゾン
福島県会津若松市西栄町7- 21 1F
0242-93-6355

KINKI

近畿

ロレオール 田野畑
岩手県下閉伊郡田野畑村明戸309-5
080-9014-9000

ル ･カフェ･プランタニエ
秋田県横手市十文字町字通町3-7
0182-42-0431

和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介
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ビストロ シェ･アルモニ
宮城県仙台市青葉区大町 2-7-11 長盛堂ビル 1F
022-398-6456

CHUBU

中部

ボン クラージュ
岩手県盛岡市開運橋通1-41
019-681-3434

レストラン 山崎
青森県弘前市親方町41
0172-38-5515

レストラン ミウラ
宮城県仙台市青葉区大町1-1-18 西欧館 1F
022-214-6608

KANTO

関東

シャトン
岩手県盛岡市内丸16-16 大手先ビル 1Ｆ
019-653-0234

フランス料理 シェ･ アンジュ
青森県弘前市外崎 2-7-1
0172-28-1307

レストラン ツジ
宮城県仙台市青葉区国分町2-8-34 小関ビル 1F
022-748-7446

HOKURIKU

北陸

レストランおいしんぼ
秋田県秋田市八橋本町1-1-48
018-864-1072

TOHOKU

東北

レストラン シェヌー
宮城県塩釜市海岸通 7-2
022-365-9312

HOKKAIDO

北海道

クロ ･ド ･シャルム
山形県山形市飯田 3-7-52
023-626-3788

東北

ル･ディアマンローズ
福井県福井市加茂河原1-2-8
0776-33-6751

ホテルの中にあるレストラン
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北海道
東北

和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介

注目の 食 材 は

レヴォ鶏、利賀
村産どぶろく

富山の魅力を世界へ！地産地消にこだわる1軒
キュイジーヌ・レジョナル・レヴォ（富山県・富山）
北陸

谷口 英司
関東

料理人にとって、テロワールへの感謝、理解が最も大切だと思います。
養鶏家とともに開発したレヴォ鶏も、利賀村の岩魚の酵母で仕込まれたどぶろ
くも季節や気候、文化、習慣まで、土地のあらゆる要素を映した食材です。
地元富山の食材との組み合わせに可能性を感じています。

中部

P7 右中 掲 載

キュイジーヌ ･ レジョナル ･ レヴォ

富山県富山市春日 56-2 リバーリトリート雅樂倶内

076-467-5550

近畿
中国

関東

四国
九州 ／ 沖縄

シェ タカ 高崎
群馬県高崎市栄町27-2
027-321-8108

レストラン マロン
茨城県水戸市五軒町3-1-18
029-231-1690

リストランテ ･ パティスリー ･ シムラ
群馬県高崎市新保町251
027-362-9222

フレンチレストラン オ･ラ･ラ
埼玉県鶴ヶ島市脚折2158-1
049-286-0904

オトワレストラン
栃木県宇都宮市西原町 3554-7
028-651-0108

フランス料理 アルピーノ
埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-130
048-641-9489

レストラン カクライ
栃木県宇都宮市北一の沢町4-10
ジュネスガーデン103
028-622-5333

フランス料理 クラウンレストラン
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 1F
パレスホテル大宮
048-647-3300

フランス料理 グルメ
栃木県宇都宮市戸祭台49-5
028-625-4203

エグリーズ ･ドゥ･ 葉山庵
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3-262
セントパルク教会内
048-644-6688

レストラン西洋堂
茨城県水戸市大町3-1-5
029-224-4161
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ビストロ アーブル ･ド ･ パン
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-3-8 US ビル 2F
048-789-7561
ホテルの中にあるレストラン

北海道
東北
北陸
関東

大宮璃宮 四季庭
埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7
048-662-5551

アンスティチュ･フランセ東京 ラ･ブラスリー
東京都新宿区市谷船河原町15
03-5206-2741

ビストロ カシュ カシュ
埼玉県川越市中原町1-2-2 第2櫻進ビル 3F
049-227-3684

アンド エクレ
東京都港区南青山5-5-4 ルーチェ南青山 2F
03-6712-5018

アイコニック
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ヴェルヴィア館 9 F
03-3562-7500

イタリアンフレンチレストラン ガルニエ
東京都渋谷区恵比寿4-19-19 3F
03-3280-1723

アジルジョーヌ･テラス
東京都港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番 9 F
03-3455-2592

イル ･ド ･パスィオン
東京都新宿区四ツ谷1-1 アーバンビルサカス17 1F
03-3358-8734

アタゴール
東京都江東区木場3-19-8
03-5809-9799

ヴァン･ド･ レーヴ
東京都中央区銀座1-20-1 オーキッド銀座ビル 1F
03-3563-6040

アーティショー
東京都渋谷区恵比寿2-6-29 アコルタTS
03-3446-9747

エスカーレ
東京都中央区銀座2-10-2 1F
ホテルモントレ銀座
03-3544-8925

中部

アトリエ シュシュ
東京都新宿区四谷3-1 スガビル Ｂ1F
03-5925-8708
アムール
東京都渋谷区広尾1-6-13
03-3409-1331

近畿

アリエ
東京都港区麻布十番3-7-4 COMS Azabujuban 4F
03-6435-0273

中国

アルシミスト
東京都港区白金1-25-26 フィラージュ白金 1F
03-5422-7358
アロ
東京都世田谷区玉川1-15-6 ライズプラザモール201
03-3707-5201

エディション･ コウジ シモムラ
東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 1F
03-5549-4562
エル ブランシュ
東京都港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番 5F
03-5439-4338
オオハラ･ エ･ シーアイイー
東京都港区西麻布1-11-15 西麻布 Y-FLAT B1F
03-5785-3485
オザワ
東京都港区白金台4-9-23 ツツイビル B1
03-3442-1171

四国

オテル ･ドゥ･ミクニ
東京都新宿区若葉1-18
03-3351-3810
オー ･ プロヴァンソー
東京都千代田区平河町1-3-9
03-3239-0818

九州 ／ 沖縄

オ･ モン
東京都世田谷区若林1-8-8 デンス河野
03-3795-4031
カフェ･ エ･ レストラン フィガロ
東京都港区南青山5-3-10 フロムファーストビル 1F
03-3499-6786
カフェ セレ
東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア 2F
03-3543-7272
カメレオン
東京都台東区浅草橋1-5-2 7F
03-5833-2253
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コルクルム
東京都港区六本木7-3-25
エグゼクティブアパートメント 1F
03-6434-0113

ジャン･ ジョルジュ トウキョウ
東京都港区六本木6-12-4
03-5412-7115

今彩
東京都新宿区神楽坂 6-26-8
03-5261-2841

銀座 シェ･ トモ
東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 11F
03-5524-8868

グラン銀座
東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 13F
03-6280-6129

グリル& バー 流
東京都千代田区三崎町1-1-16
庭のホテル東京
03-3293-1141
ケイスケ マツシマ
東京都渋谷区神宮前1-4-20 パークコート神宮前 1F
03-5772-2091
コジト
東京都港区西麻布 3-2-15
03-3796-3838

13

ジョルジュ アン サンク
東京都中央区銀座2-8-17 ハビウル銀座2 3F
03-6264-4408

タカズビストロ ヴィエス
東京都世田谷区玉川3-10-8 アークビル 3F
03-3707-4301

サンパ
東京都杉並区荻窪5-16-23
03-3220-2888
サン マキアージュ
東京都目黒区自由が丘2-16-19 自由が丘メープル101
03-3725-2033
シェ オリビエ
東京都千代田区九段南4-1-10 1F
03-6268-9933
シェ･ ソーマ 都立大学
東京都目黒区中根1-7-20 1F
03-6421-3034
シェ･ タカ 東麻布
東京都港区東麻布1-20-3
03-5797-7687
シェ･ ナカ
東京都国立市中1-9-77 アベイユ国立201
042-573-5077
シエル エ ソル
東京都港区白金台5-17-10 ときのもり 2F
03-6721-7110
ジャム オーケストラ
東京都千代田区六番町4-3 Gems市ヶ谷 2F
03-6268-9987

和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介

自然 体の料理にこだわる 1 ツ星レストラン
シエル エ ソル（ 東 京都・白金 台）

注目の 食 材 は

酒粕、昆布
刀根柿
大和野菜

音羽 創
四季折々の食材の多様さに加え、走り、旬、名残りに合わせて調理法を変えて
いく繊細さ。重ねるだけでなく引いていく日本料理には世界も注目していると
思います。今回はフランス料理における昆布だしの可能性を探り、また未知な
る可 能 性 が 感じられ る酒 粕 も 取り上 げ ます。

P12 右 下 掲 載

シエル エ ソル

東京都港区白金台 5-17-10 ときのもり 2F

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

グリグリ
東京都港区元麻布3-10-2 VENT VERT 2F
03-6434-9015

ダイニング＆バー テンクウ
東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー 27F
ホテルメトロポリタン丸の内
03-3211-0141

SHIKOKU

四国

グランド キッチン
東京都千代田区丸の内1-1-1 1F
パレスホテル東京
03-3211-5211

サンサンロク エビス
東京都渋谷区恵比寿3-36-1 クーカイテラス 1F
03-6277-2282

ジュー ドゥ マルシェ
東京都新宿区四谷坂町12-11 BITEN 1F
03-6380-5234

CHUGOKU

中国

クーカーニョ
東京都渋谷区桜丘町26-1 40F
セルリアンタワー東急ホテル
03-3476-3404

サンクサンス
東京都港区六本木4-5-13 RAVE六本木ビル 2F
03-6455-5575

代官山ラブレー
東京都渋谷区恵比寿西1-30-13
グリーンヒル代官山203
03-3780-3090

KINKI

近畿

銀座 栃木屋本店
東京都中央区銀座7-8-8 isgビル 5F
03-6228-5058

サラマンジェ
東京都中央区銀座7-2-8 高谷銀座ビル B1F
03-6280-6481

シュマン
東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワーannex
03-3568-3344

センチュリーコート丸の内 ロゼット
東京都千代田区丸の内 2-1-1
明治生命館 B1F
03-3213-1711

CHUBU

中部

キュイジーヌフランセーズ ナリタユタカ
東京都目黒区中目黒1-10-23 リバーサイドテラス103
03-5734-1214

ザ ･ クルーズクラブ東京
東京都品川区東品川2-3-16 シーフォートスクエア 1F
03-3450-4300

熟成肉 ビストロ オギノ
東京都渋谷区富ヶ谷1-2-13 高松ビル B1F
03-5465-1342

セリエ･エ･ディーム
東京都渋谷区広尾1-4-10 鴻貴ビル 1F
03-6450-4455

KANTO

関東

神田仏蘭西料理 聖橋亭
東京都千代田区外神田2-18-17
03-5209-8831

シュヴァリエ･デュ･ヴァン レストラン ドミニク･コルビ
東京都新宿区荒木町2-9 MIT四谷三丁目ビル 2F
03-6868-5665

シルク
東京都港区南青山5-16-5 MA FIVE 1F
03-6418-1199

HOKURIKU

北陸
カリフォルニアフレンチ ヴェルテスパ
東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋SC南館 6F
03-3709-1278

ザ ･カフェ by アマン
東京都千代田区大手町1-5-6 大手町タワー
アマン東京１階別棟
03-5224-3332

シャントレル
東京都渋谷区元代々木町24-1 アブニール元代々木 1F
03-5465-0919

ジランドール
東京都新宿区西新宿3-7-1-2 41F
パーク ハイアット 東京
03-5323-3459

TOHOKU

東北

シャルキュ
東京都港区虎ノ門1-11-5 森谷ビル B1F
03-6205-4177

HOKKAIDO

北海道

コテ･ フー
東京都渋谷区鶯谷町8-10 代官山トゥエルブ2 1F
03-3461-2024

03-6721-7110

ホテルの中にあるレストラン
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北海道

タテル ヨシノ ビズ
東京都港区東新橋1-7-1 25F
パークホテル東京
03-6252-1155

パタティ パタタ
東京都台東区浅草橋5-5-5 木村ビル 1F
03-3861-7265

東北

タピルージュ
東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター 20F
03-5284-1590
デラッセ
東京都品川区上大崎2-13-45 グリーンビュー白金
03-3445-2540

北陸

トリプルアール
東京都港区六本木5-9-22 シュアービル福鮨 1F
03-6804-1938

バッカグリル＆ファーマーズ
東京都新宿区西新宿1-14-3 新宿ひかりビル 3F
03-6279-0059
葉山庵トウキョウ
東京都港区南青山2-13-10 ユニマットアネックス 6F
03-5785-1654
ピヴォワーヌ
東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-9 高木ビル 1F
03-3669-1087

関東

ビズ 神楽坂
東京都新宿区神楽坂5-43-2 ROJI 神楽坂 2F
03-3267-1337

中目黒 ビストロ ボレロ
東京都目黒区上目黒 2-47-11
03-6712-2390

ビストロ石川亭 銀座店
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館 8F
03-6228-6377

ナベノ- イズム
東京都台東区駒形2-1-17
03-5246-4056

中部

ビストロ イル ･ド･レ
東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 1F
03-3400-4755

バー& カフェ カメリア
東京都千代田丸の内1-9-1 2F
東京ステーションホテル
03-5220-1951

近畿

バー はる レストラン
東京都千代田区麹町2-8-5 麹 町285ビル
03-3556-2087

ビストロ ヴァンブリュレ 表参道
港区南青山5-8-5 Gビル南青山02 B1F
03-6419-1899

中国
和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介

四国

隅田川沿いの隠 れ家 的１ツ星レストラン
ナベノ - イズム（ 東 京都・駒 形）

注目の 食 材 は
蕎麦粉、山葵
すだち、煎餅
和牛、みりん

九州 ／ 沖縄

渡辺 雄一郎
自店のコンセプトがまさに「日本食材とフランス料理との融合」です。
テロワールの影 響を色 濃く受ける日本 料理への理 解を一層深め、積み重ね
たフランス料理の経 験の上に、“ 日本人が創るフランス料理 ” というジャン
ルを構築し、進化させていく時が来ていると感じています。
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ナベノ - イズム

東京都台東区駒形 2-1-17
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03-5246-4056
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北海道
東北

ビストロ エガリテ
東京都目黒区駒場1-16-9 片桐ビル 1F
03-5790-9629

ビストロ ル ･ パリジャン
東京都新宿区岩戸町19 高野ビル 1F
03-5579-2866

ビストロ クプレ
東京都港区北青山3-14-1
03-6427-9891

ビストロ ル プュイドール 金の井戸
東京都渋谷区恵比寿西1-12-8 グレースコート 中2F
03-3463-0455

ビストロ グラン ソレーユ
東京都杉並区西荻北 3-9-13 ラメール･アネックス 1F
03-6913-8787

ビストロ レ･ シャンソン
東京都中央区銀座2-9-4 2F
メルキュールホテル銀座東京
03-4335-1110

北陸

ビストロ グルマン
東京都渋谷区宇田川町16-14 パティオビル 2F
03-5489-0960

関東

ビストロ コロリス
東京都新宿区西新宿7-16-1 第三歯朶ビル 1F
03-5389-1441
ビストロ シャンパーニュ トレゾール
東京都港区西麻布3-17-29 富士見坂プレイス B1F
03-3470-1968

中部

ビストロ シュー
東京都港区白金台5-11-4 バルビゾン21 2F
03-5422-9539
ビストロ チカラ
東京都港区虎ノ門3-11-8 山田ビル 1F
03-5408-6328

近畿

ビストロ トランク
東京都中野区中野3-36-4
03-6382-7891

中国

ビストロ ヒロ
東京都北区赤羽1-40-2
03-3903-0001
ビストロ ファヴォリ 代官山
東京都目黒区青葉台1-4-8 山手スペース 1Ｆ
03-6416-3665

四国

ビストロ ブノワ
東京都渋谷区神宮前5-51-8 ラ･ポルト青山 10F
03-6419-4181

九州 ／ 沖縄

ビストロ ボンファム
東京都港区赤坂1-3-13 溜池鈴木ビル 1F
03-3582-0200
ビストロ マツ
東京都渋谷区赤坂4-2-2 赤坂鳳月堂本店ビル 2F
03-6435-5477

ビストロヌー
東京都千代田区外神田2-10-8
03-3251-0080
日比谷パレス
東京都千代田区日比谷公園1-6 日比谷パレス
03-5511-4122
ピルエット
東京都港区虎ノ門1-23-3
虎ノ門ヒルズガーデンハウス 1F
03-6206-6927
ブラッスリー ギョラン
東京都中央区八丁堀2-1-9 川名第一ビル 1F
03-5244-9523
ブラッスリーハルナ
東京都港区白金1-29-13
03-6450-2487
ブラッスリー ポール ･ ボキューズ 銀座
東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート銀座 10F
03-5159-0321
ブラッスリー ポール ･ ボキューズ 大丸東京
東京都千代田区丸の内1-9-1
グラントウキョウノースタワー 12F
03-5218-2211
ブラッスリー ポール ･ ボキューズ ミュゼ
東京都港区六本木7-22-2 国立新美術館 3F
03-5770-8161
ふらんす料理 オステルリーラベイ
東京都中央区東日本橋2-27-4 B1F
03-3863-2552
フランス料理 セルジュ＆ジェーン
東京都杉並区松庵3-25-9 北斗参番館ビル 1F
03-5941-9133

ビストロ マルクス
東京都中央区銀座5-8-1 GINZA PLACE 7F
03-6280-6234

フランス料理 ル ･トリアノン
東京都港区高輪 3-13-1 1F
グランドプリンスホテル高輪
03-3447-1111

ビストロ ミルエテ
東京都世田谷区大原1-63-9 アーク笹塚ビル 1F
03-3321-7781

フルカワヤ
東京都北区王子1-2-2 第2幸栄ビル 2F
03-5974-0122

ビストロ ル ･ シャ ノワール
東京都港区赤坂2-18-19 赤坂シャレーⅡ B103
03-6459-1460
17

ホテルの中にあるレストラン

プレヴナンス
東京都港区南青山2-13-7 マトリス 1F
03-6804-3182

モナリザ 恵比寿本店
東京都渋谷区恵比寿西1-14-4
03-5458-1887

フレンチ アンシャンテ
東京都港区新橋1-2-6 2F
第一ホテル東京
03-3596-7735

モナリザ 丸の内
東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸ビル 36F
03-3240-5775

マーヴェラス パラディ白金
東京都港区白金6-4-3 マーヴェラスガーデンコート
03-6450-3998

ラ･ブランシュ
東京都渋谷区渋谷 2-3-1 青山ポニーハイム 2F
03-3499-0824

ラ･ ベルリュンヌ
東京都中央区銀座 8 -7-2 銀座藤井ビル 2 地下 1F
03-6274-6459

ミクニ マルノウチ
東京都千代田区丸の内2-6-1
丸の内ブリックスクエア アネックス 2F
03-5220-3921

ラ ボンヌ ターブル
東京都中央区日本橋室町 2-3 -1 COREDO室町2 1F
03-3277-6055

ミリュウ
東京都港区東麻布2-23-12 エルモ麻布 1F
03-3568-7850

ラ･メール･ プラール
東京都千代田区丸の内 3-5 -1
東京国際フォーラムhallA 1F
03-5252-7171

ムール＆ビストロ マッサ 中目黒
東京都目黒区上目黒1-13-5 デルタ中目黒
03-6455-1459

ラ･レプブリック
東京都江東区深川 2-12-7 喜久屋ビル101
03-5647-6880

メザニーン
東京都中央区日本橋室町3-3-1 2F
03-3243-0804

ラ･ロシェル南青山
東京都港区南青山 3-14-23
03-3478-5645

メゾン･ド･スリジェ
東京都渋谷区鉢山町2-2
03-6413-1820

ライラ
東京都港区赤坂 7-5-34
インペリアル赤坂フォーラム 1F
03-6441-2096

ル ファヴォリ 紀尾井町
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 3F
03-6272-3734

ルヴェソンヴェール橄欖
東京都目黒区駒場 3-8-1
東京大学ファカルティハウス 2F
03-5790-5921

ル･プリュース ヒロオ
東京都港区南麻布5-15-20 フラワーマンション 2F
03-6721-7382

ルヴェソンヴェール本郷
東京都文京区本郷 6-16-4 フォーレスト本郷 1F
03-5840-8088

和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介

江 戸東 京の文化を彩るこだわりの 1 軒
星のや東 京 ダイニング（ 東 京都・大手 町 ）

注目の 食 材 は
新潟産シオデ
長野産ウワミズ
ザクラの実など

浜田 統 之
グローバル化により同質化が進む世界のトレンドの中で、“ 日本に来ないと食
べられない ” フランス料理を突き詰めたい。 ありのままの自然に育ち、縄 文
時 代から食べられてきた食 材にフランス料 理の技 法を駆使して、豊かな日
本の風土を器に表現します。
P 2 3 右中 掲 載

星のや東京 ダイニング

東京都千代田区大手町 1-9-1 B1F

03-6214-5155

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

三笠会館 本店 フランス料理 榛名
東京都中央区銀座5-5-17 三笠会館本店 2F
03-3289-5669

ルヴェール
東京都港区赤坂3-16-2 榮林 5F
03-6459-1135

SHIKOKU

四国

ラ プロヴァンス
東京都港区海岸1-16-2 1F
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
03-5404-2222

ル･ビストロ･資生堂
東京都新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店 新宿店 8F
03-5321-8134

CHUGOKU

中国

マルクト
東京都世田谷区玉川1-17-16
03-3708-7723

メゾン ･ド ･ミナミ フレンチ割烹 ドミニク･ ルビ
東京都新宿区荒木町2-9 MIT四谷三丁目ビル 2F
03-6868-3550
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ラ･プチ マルシュ
東京都中野区東中野 3-2-7 Möet 1F
03-5332-3715

ルディック
東京都台東区浅草3-18-6 浅草ビル102
03-5849-4169

リューズ
東京都港区六本木4-2-35
アーバンスタイル六本木 B1F
03-5770-4236

KINKI

近畿

マチュリテ
東京都中央区八丁堀1-4-5 1F
03-6280-3784

ラ･ ファソン古賀
東京都渋谷区上原1-32-5 ロイヤルテラス 1F
03-5452-8033

ル･ ジャポン
東京都目黒区青葉台2-10-11 西郷山スペース GF
03-5728-4880

ランファン クーエクー
東京都中央区銀座 7-2-8 高谷銀座ビル 6F
03-3569-0117

CHUBU

中部

ボンシュマン
東京都目黒区五本木2-40-5 Beat101
03-3791-3900

ラ ･ カンパーニュ
東京都千代田区大手町1-3-2
大手町カンファレンスセンター B1F
03-5293-1171

ルグドゥノム ブション リヨネ
東京都新宿区神楽坂4-3-7
03-6426-1201

ランス ヤナギダテ
東京都港区北青山 3-10-13
03-3407-3538

KANTO

関東

ベージュ アラン･デュカス 東京
東京都中央区銀座3-5-3
シャネル銀座ビルディング 10F
03-5159-5500

モルソー
東京都品川区上大崎 2-18-25-101
03-3491-1646

ル カフェ ドゥ ジョエル･ロブション
東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋 2F
03-5255-6933

HOKURIKU

北陸

フレンチレストラン モノリス
東京都渋谷区渋谷2-6-1 平塚ビル 1F
03-6427-3580

ラドニス
東京都渋谷区神宮前2-3-30
神宮前ベーシックビル1F
03-6721-1881

TOHOKU

東北

メゾン ポール･ボキューズ
東京都渋谷区猿楽町17-16 代官山フォーラム B1F
03-5458-6324

HOKKAIDO

北海道

フルヤ オーガストロノム
東京都港区赤坂4-3-9 赤坂藤マンション 1F
03-5797-7527

ダイナ ースクラブ ム ニュ・グルマン

上記店舗はダイナースクラブ会員限定プラン「ムニュ・グルマン（12,000 円）」のみのご提供です。

ホテルの中にあるレストラン

ストウブを使ったお料理を楽しめるレストラン
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北海道
東北
北陸
関東

ル ブルギニオン
東京都港区西麻布3-3-1 ナガイビル
03-5772-6244

レストラン エム
東京都新宿区市谷柳町41-2 エスバレー 2F
03-3225-0090

ル ポトローズ
東京都港区元麻布3-11-2 カドル麻布十番 5F
03-6406-0008

レストラン オカダ
東京都渋谷区広尾 5-17-11 アーパス広尾 1F
03-5475-1521

ル マグレブ シャンデリア
東京都港区西麻布1-12-5 1F
03-3478-1270

レストラン カイラダ
東京都中央区銀座 2-14-6 第2松岡ビル 1F
03-3248-3355

ルレ･サクラ
東京都世田谷区新町1-36-9 コーポラス米倉 1F
03-5760-6319

レストラン コット
東京都港区西麻布3-17-22 モダンフォルムビル B1
03-5775-7457

ル ･レモア
東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング 5F
03-5224-8771

レストラン コバヤシ
東京都江戸川区平井5-9-4
03-3619-3910

中部

レインボーブリッジビュー
ダイニング&シャンパンバー マンハッタン
東京都港区海岸1-16-2 6F
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
03-5404-3921
レ･リース
東京都世田谷区赤堤3-3-11
03-3324-6883

近畿
中国
四国
九州 ／ 沖縄
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レ ロジェ ビストロ ド ロア
東京都中央区京橋 3-1-1 東京スクエアガーデン 1F
03-5542-1805
レスアルカーナ 青山
東京都港区南青山4-21-26 RUELLE青山 B2F
03-5775-2233
レスアルカーナ 広尾
東京都港区南麻布5-11-15
03-5793-8890
レスアルカーナプレミア
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 41F
03-5537-7365
レストラン アノレーブ
東京都中央区銀座4-9-13
銀座 4丁目タワー ザ･リュクス銀座 5F
03-6264-2227
レストラン アミューズ
東京都調布市仙川町1-3-5
03-3305-5658

レストラン シュヴァリエ
東京都港区三田 2-7-20
03-3798-5571
レストラン タテル ヨシノ 銀座
東京都中央区銀座 4-8-10 PIAS GINZA 12F
03-3563-1511
レストラン タニ
東京都港区南青山3-2-6 モリヤサンライトビル 2F
03-6804-2266
レストラン パッション
東京都渋谷区猿楽町 29-18
ヒルサイドテラスB棟1号
03-3476-5025
レストラン パフューム
東京都品川区東五反田 4-7-29 NK 五反田ビル 1F
03-6450-4205
レストランひらまつ レゼルヴ
東京都港区西麻布4-3-7
03-5766-6880
レストラン フウ
東京都港区南青山1-26-16
03-3479-0230
レストラン マ･プール
東京都文京区西片2-19-17 北川ビル 1F
03-3868-2518
レストラン ママ
東京都港区南青山7-4-17 1F
03-6433-5573

レストラン アルゴ
東京都千代田区麹町1-12
ONE FOUR TWOビル 9F
03-3265-5504

レストラン ミヤハラ
東京都新宿区下宮比町3-12 明成ビル 1F
03-3260-5588

レストラン エクロール
東京都中央区築地 3-12-12 JKプラザ 1F
03-3545-6868

レストラン メイ
東京都品川区東五反田 2-7-7
03-6409-6039

ホテルの中にあるレストラン

ストウブを使ったお料理を楽しめるレストラン

レストラン ル ･クープシュー
東京都新宿区西新宿1-15-7
03-3348-1610

レトノ
東京都中央区八丁堀2-8-2
03-6228-3138

ワイン食堂 がっと
東京都渋谷区円山町17-2
03-3464-5568

ワインバザール プチ パリ
東京都新宿区神楽坂5-7-3 山桝ハウス 1F
03-6457-5585

カティア ストーブ＆ワイン
神奈川県横浜市中区太田町2-21-2
045-681-0338
キャトル ･フイユ
神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-3-3
第2飯田ビル 2F
045-971-5716
グランシェール葉山庵
神奈川県横浜市西区みなとみらい5-3-1Filmee 1F
045-227-3785
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ブラスリー ミリー ラ･フォーレ
神奈川県横浜市中区山下町77 1F
ローズホテル横浜
045-681-2916
三笠会館 湘南フレンチ 鵠沼店
神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-11-23
0466-34-5851
ミクニ ヨコハマ
神奈川県横浜市西区高島2-19-12
ヨコハマスカイビル 29F
045-442-0430
リパイユ
神奈川県横浜市中区住吉町6-67-1
RKプラザベイサイドヴィユ横濱 1F
045-212-5989
ル サロン ド レギューム
神奈川県横浜市中区海岸通4-20-2
045-228-9952

オーベルジュ ･ ド ･ リル ･ トーキョー
東京都港区西麻布 1-6-4
03-5785-8880
キュイジーヌ[s] ミッシェル ･ トロワグロ
東京都新宿区西新宿 2-7-2 1F
ハイアット リージェンシー 東京
03-3348-1234（ホテル代表）
サンス ･ エ ･ サヴール
東京都千代田区丸の内 2-4-1
丸の内ビルディング 35F
03-5220-2701
ソンブルイユ
東京都千代田区富士見 1-8-12
03-5212-4121
ドミニク ･ ブシェ トーキョー
東京都中央区銀座 1-5-6
銀座レンガ通り福神ビル 2F
03-6264-4477

ル・パン バーラヴァン
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
京急百貨店 3F
045-843-9558
レ サンス
神奈川県横浜市青葉区新石川2-13-18
グレイスビーノ
045-903-0800
レストラン エスカーレ
神奈川県横浜市中区山下町6-1 13F
ホテルモントレ横浜
045-661-8023
レストラン エルミタージュ
神奈川県横浜市中区若葉町2-31 ビクトリアビル B1F
045-263-2263

ピエール ･ ガニエール
東京都港区赤坂 1-12-33 36F
ANA インターコンチネンタルホテル東京
03-3505-9505
星のや東京 ダイニング
東京都千代田区大手町１- ９-1 B1F
星のや東京
03-6214-5155
ラ ターブル ドゥ ジョエル ･ ロブション
東京都目黒区三田 1-13- １
恵比寿ガーデンプレイス
シャトーレストラン ジョエル・ロブション 1F
03-5424-1338 又は 03-5424-1347
六本木テラス フィリップ ･ ミル
東京都港区赤坂 9-7-4
東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F
03-5413-3282

中部

キャセロール
山梨県甲府市善光寺町2769
055-232-7992

フランス料理 キュイエット
山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢1129
0551-23-1650

キュイジーヌ アール
山梨県南都留郡富士河口湖町船津 288-1
大橋テナント 2F
0555-72-8776

ル ･プラトー
山梨県北杜市高根町清里3545
清里高原ホテル
0551-20-8111

シュヴァル
山梨県富士吉田市上吉田 6107-10 1F
0555-23-5680

レストラン ル ピオニエ
山梨県北杜市大泉町西井出8240-8306
0551-45-6823

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

海辺のレストラン ラ･プラージュ
神奈川県三浦郡葉山町堀内998 シーサイド葉山内
046-875-3134

ビストロ･ブルゴーニュ
神奈川県 横須賀市本町3-27 19F
メルキュールホテル横須賀
046-821-1594

ダイ ナ ース ク ラ ブ ム ニ ュ･ グ ル マ ン
「ムニュ・グルマン」は ダイナ ースクラブ会 員 限 定 のプラン で す。
通常プランに参加しない厳選したレストランで￥12,000 円（税・サービス料込）の特別なコースをお楽しみいただけます。

SHIKOKU

四国

ワンズ バイ ソスウ
東京都渋谷区神宮前3-30-12
Gビル神宮前03 1F
03-6447-2658

にき亭
神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜 10F
045-465-5969

CHUGOKU

中国

ワインバー スペード
東京都港区麻布十番3-6-2 NS麻布十番ビル 2F
03-5765-6075

トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング
神奈川県横浜市港北区新横浜 3-4 41F
新横浜プリンスホテル
045-471-1115

KINKI

近畿

ロドラント ミノルナキジン
東京都中央区銀座7-7-19 ニューセンタービル B1
03-5537-7635

メゾン･ド･ナル
千葉県成田市御所の内17-6
0476-29-4466

CHUBU

中部

ロテスリーレカン
東京都中央区銀座5-11-1 ミレニアム銀座 1F
03-5565-0770

レストラン ル ･トリアノン
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
鎌倉プリンスホテル
0467-32-1111

KANTO

関東

レスプリミタニ ア ゲタリ
東京都新宿区若葉2-7-1 ビデオフォーカスビル 1Ｆ
03-6380-5050

新横浜ラントラクト レストラン フランス料理
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-4
新横浜ラントラクト 2F
045-475-9337

レストラン ル ･ファール
神奈川県横浜市西区2-12-12 14F
ヨコハマプラザホテル
045-441-2839

HOKURIKU

北陸

レストラン ル ･ プティ･ブドン
東京都渋谷区鉢山町13-13 ヒルサイドウェストA-B1
03-5457-0086

レストラン ダンゼロ
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ 2F
045-633-3563

TOHOKU

東北

レストラン リサキ
東京都文京区根津2-10-2 ボン･ヴォワール 1F
03-3822-0336

ジュアンレパン
神奈川県鎌倉市扇が谷1-14-8
0467-25-1150

HOKKAIDO

北海道

レストラン ラ ･ カンサトゥール
東京都品川区北品川6-7-29
ガーデンシティー品川 御殿山 1F
03-5422-7846

ホテルの中にあるレストラン
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北海道
東北

イグレック
長野県長野市北石堂町1205 2F
026-228-2232

ラ･ ランコントル
長野県長野市東之門町328
026-217-0162

オーベルジュ ド プリマヴェーラ
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-11
0267-42-0095

レストラン アルペジオ
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢469-4
ルグラン軽井沢
0267-41-2030

ダイニング モーメント
長野県上水内郡信濃町古海4847
野尻湖ホテル エルボスコ
026-258-2111

北陸

ドメイヌ･ドゥ･ミクニ
長野県北佐久郡軽井沢大字追分字小田井道下46-1
0267-46-3924

関東

ノエル ビストロノミック ナガノ
長野県長野市南石堂町1266 信濃鵜路ビル 1F
0262-19-2117
ヒカリヤニシ
長野県松本市大手4-7-14
0263-38-0186

レストラン イカザ
長野県松本市大手 4-8-9
松本ホテル花月
0263-32-0114
レストラン シェ･マサ
長野県長野市南千歳 2-7-12
ウィンベル大通り館 2Ｆ
026-224-8007
パルファン
岐阜県岐阜市菅生5-4-7
058-294-1021

中部

フレンチレストラン オーエセル
岐阜県岐阜市宇佐 3-18-15
058-275-6317

フレンチレストラン ル ･シーニュ
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢491-5
旧軽井沢ホテル
0267-42-8822

近畿
中国
和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介

100年以上の時を超える漆喰蔵のレストラン
四国

ヒカリヤニシ（ 長 野 県・松 本 ）

注目の 食 材 は

池田町原木椎茸
里山辺の蕪

九州 ／ 沖縄

田邉 真宏
長 野 がキノコの生 産日本一であること、自分 のスペシャリテ（ 自慢の一皿）
に欠か せない 食 材 であることがこの 食 材を選 んだ 理由です。 異なる風 土
を持 つ広い 長 野は多彩な 食 材の宝 庫 。 その魅 力を存 分に出した 料 理を、
皆 様に味 わっていただきたいと思います。

P24 左下掲載

ヒカリヤニシ

長野県松本市大手 4-7-14
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0263-38-0186

ホテルの中にあるレストラン

りとりーと
岐阜県多治見市平和町6-28 良和マンション 1F
0572-22-0011

ザ ラウンジ
愛知県名古屋市中村区名駅 2-43-6 1F
ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋
052-571-0111

一味真 ル ･ グリル
静岡県浜松市中区元城町218-1 1F
リッチモンドホテル浜松
053-450-5571

ターブル ドゥ クドウ
静岡県三島市文教町1-9-11 Z 会文教町ビル 1Ｆ
055-941-5678

フランス料理 ヌーヴォサンス
静岡県沼津市大岡1706-2
055-951-4410

ビストロ＆ビアカフェ カンカル
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
JRセントラルタワーズ 12F
052-562-5570

ワインラウンジ＆レストラン セパージュ
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
JRセントラルタワーズ 51Ｆパノラマサロン内
052-587-7820

近畿
レストラン ペルル
三重県鳥羽市安楽島町1061-9
ホテル アルティア鳥羽
0599-25-7711

エスカーレ
京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町604 2F
ホテルモントレ京都
075-212-3951

フランス料理 ボンヴィヴァン
三重県伊勢市本町 20-24
0596-26-3131

エール 新町
京都府京都市下京区新町仏光寺上る船鉾町400
075-371-9777

レストラン リュウ
三重県多気郡明和町金剛坂776-21
0596-52-6440

オーベルジュ ナカザワ
京都府南丹市美山町板橋舟ノ向16-1
0771-75-2001

レストラン バンボシュール
静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396-1 13F
浜名湖ロイヤルホテル
053-592-2222

フランス料理 壺中天
愛知県名古屋市東区葵1-19-30
052-508-8850

フランス料理 ぎんぎん
滋賀県東近江市妙法寺町875-1 アーバンリバティ 1Ｆ
0748-22-7856

京の野菜とジビエの町家レストラン むすびの
京都府京都市伏見区京町1-244
075-574-7482

フランス料理 サンク
愛知県名古屋市東区代官町17-15
052-325-7395

フレンチ ベルレカミエ
滋賀県大津市萱野浦23-1
ロイヤルオークホテル
077-543-0111

祇園 キャレ ド ミュー
京都府京都市東山区祇園町南側 572
075-551-0431

カジュアルダイニング アイリス
愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4 18F
名鉄グランドホテル
052-582-2232
キハチ名古屋ＪＲセントラルタワーズ
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
ＪＲセントラルタワーズ 12F
052-533-0707

フレンチレストラン エスコフィエ
愛知県名古屋市中区錦1-19-30 1F
名古屋観光ホテル
052-231-7758
ムッシュいとう
愛知県名古屋市中村区名駅3-23-13 2F
ロイヤルパークホテル ザ 名古屋
052-300-1117
ラ･グランターブル ドゥ キタムラ
愛知県名古屋市東区主税町4-84
052-933-3900

アカガネリゾートキョウトヒガシヤマ 1925
京都府京都市東山区下河原通高台寺塔之前
上る金園町400-1
075-551-3633
アンバーコート
京都府京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地
ホテル日航プリンセス京都
075-342-2156

嵯峨 旅籠屋
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町17-11
075-864-3022
西洋厨房 いとう
京都府京都市東山区古門前通石橋町307
090-2043-2021
タツキ
京都府京都市左京区北白川久保田町16-1 1F
075-708-5033

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

ウィズ バイ サイプレス
愛知県名古屋市中村区名駅 2-43-6 B1F
ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋
052-571-0111

SHIKOKU

四国

ブラッスリー ポール ･ ボキューズ ラ･メゾン
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
JRセントラルタワーズ 12F
052-563-4455

CHUGOKU

中国

フレンチ コワン
静岡県富士宮市ひばりが丘850-2
0544-29-7501

アリーニュ
愛知県名古屋市東区東桜1-9-19 成田栄ビル 2F
052-961-4750
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ビストロ バッカス
愛知県名古屋市中区新栄 2-10-14
プレストンズ新栄 1F
052-242-1178

レストラン アンボメ
愛知県名古屋市千種区覚王山道 8-18
ホテル ルブラ王山
052-762-3151

レストラン･ラ･フロレゾン･ドゥ･タケウチ
愛知県名古屋市中区栄 2-12-12
アーク栄白川パークビル 1F
052-218-6738

KINKI

近畿

浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン
静岡県湖西市横山317-93
053-578-1000

ドラード
愛知県名古屋市中区栄3-10-14
ピボットライオン 2F
052-253-5215

ル マルタン ペシュール
愛知県名古屋市千種区小松町6-15
052-733-3373

レストラン ツキダテ
愛知県名古屋市中区錦2-5-25 袋町ビル 3F
052-203-0077

CHUBU

中部

シェ･モンピエール
静岡県静岡市駿河区敷地1-5-27
054-236-0255

鉄板キュイジーヌ カフカ
愛知県名古屋市西区那古野2-19-13
052-485-8256

ルバーブ
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング 3F
052-414-4861

レストラン シェ･コーベ
愛知県名古屋市昭和区広路町梅園24
052-832-7584

KANTO

関東

カワサキ
静岡県静岡市常磐町1-8-5
BROOKLYN SQUARE 2F
054-272-0066

セレスティ
愛知県名古屋市瑞穂区松月町1-3
052-852-6660

ル クプル ダテ
愛知県名古屋市東区葵1-14-20
エスティメゾン葵 1F
052-933-1002

レストラン サブロサ
愛知県名古屋市中区錦3-13-13 M-one 錦ビル 8F
052-968-2666

HOKURIKU

北陸

オペラ
静岡県沼津市上土町100-1 NATTYマンション 1F
055-951-3878

スカイレストラン＆バー スターゲイト
愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 30F
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
052-683-4638

ラ･トリロジー
愛知県名古屋市中区千代田5-11-33
STプラザツルマイ B1F
052-262-9020

TOHOKU

東北

グランファミーユ･ シェ松尾 名古屋松坂屋店
愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店 9F
052-264-3644

HOKKAIDO

北海道

メゾン ドゥ ジャルダン
岐阜県恵那市長島町中野350-3
0573-26-2941

エヴァンタイユ
京都府京都市左京区岩倉西五田町1-2
075-712-0750

ホテルの中にあるレストラン

ストウブを使ったお料理を楽しめるレストラン
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北海道

旅籠屋仏和心料理 アーム･ドゥ･ギャルソン
京都府京都市中京区中町通夷川上ル鉾田町292
075-213-3016

東北

ナチュラルフレンチ ビストロ･ヨシムラ
京都府木津川市相楽新堂前5-2
0774-46-9900

フランス料理 野村松花堂
京都府京都市中京区山本町418-3
メゾンドフルール御幸町 1F
075-251-0115
フランス料理ルレ･ヴェルダン
京都府京都市左京区川端通孫橋上る孫橋町31
075-751-5517

北陸
関東
中部

ビストロ エル ジノ
京都府京都市中京区一之船入町537-31
リベルタス御池 2F
075-213-3932

フランス料理 レジョン
京都府京都市中京区西大文字町610-3-2
075-708-7073

ビストロ カワノ
京都府京都市東山区宮川筋4-321-6
075-531-3837

フレンチキュイジーヌ ティアレ
京都府京都市中京区麩屋町通押小路上ル尾張町234
075-253-4733

ビストロ 銀
京都府京都市左京区北白川小倉町4
075-202-4957

ラ･ パール ･デュー
京都府京都市左京区田中里ノ前町59
075-711-7643

ビストロ グレロ
京都府京都市東山区祇園町南側 570-118
075-744-1256

ラ･ポルト･ド･ヴェリテ
京都府京都市中京区六角室町西入ル玉蔵町123
グランレブリー六角室町 B1
075-231-1538

ビストロ ラ･マンドリン
京都府京都市東山区祇園切通し清本町364-5
切通しビル 4F
090-9697-6539

近畿

ビュー＆ダイニング コトシエール
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル
JR京都駅中央口 15F ホテルグランヴィア京都
075-342-5522

中国

フランス料理 ブルジョン
京都府京都市東山区祇園町南側 570-50
ジョイギオンビル 1F
075-533-0222
フランス料理 ボルドー
京都府京都市北区大宮玄琢南町35-5
075-492-6901

ルルソンキボア
京都府京都市北区上賀茂豊田町52
075-701-7155
レストラン祇園おくむら
京都府京都市東山区祇園町北側255
075-533-2205
レストラン グランドビュー
1 三条けあげ）3F
京都府京都市東山区粟田口華頂町（
ウェスティン都ホテル京都
075-771-7163
レストラン セ サンパ
京都府京都市中京区御池堀川西入ル大文字町233-1
ナムロード二条城南 1F
075-812-2383

四国
九州 ／ 沖縄
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ダイ ナ ース ク ラ ブ ム ニ ュ･ グ ル マ ン
「ムニュ・グルマン」は ダイナ ースクラブ会 員 限 定 のプラン で す。
通常プランに参加しない厳選したレストランで￥12,000 円（税・サービス料込）の特別なコースをお楽しみいただけます。

匠 奥村
京都府京都市東山区祇園町南側 570-6
075-541-2205

ラ･ビオグラフィ
京都府京都市中京区衣棚通御池下ル西側長浜町 152
075-231-1669

山地陽介
京都府京都市東山区祇園町南側 570-151
075-561-8001

リョウリヤ ステファン パンテル
京都府京都市中京区柳馬場通丸太町下ル 4-182
075-204-4311

ホテルの中にあるレストラン

レストラン ラトゥール
京都府京都市左京区吉田本町
京都大学時計台記念館 1F
075-753-7623

イザイ
大阪府大阪市北区西天満4-2-12 ドムール天満 1F
06-6363-1779

ワインバー ミュルジェ
京都府京都市東山区祇園縄手通り新橋下ル弁財天町8-1
祇園一番館ビル 3F26号
0757-08-6246

ア･ラ･ルーシュ
大阪府大阪市住吉区苅田3-17-4 エクセルアビコ 1F
06-6697-6632

ヴレ･ド･ヴレ シェヒロ
大阪府大阪市西区新町1-24-8
マッセノース四ツ橋ビル 1F
06-6535-7807

エッサンシエル
大阪府大阪市中央区北浜1-1-28 ビルマビル 7F
06-4963-3767

フレンチレストラン フルーヴ
大阪府大阪市北区梅田3-1-1 19 F
ホテルグランヴィア大阪
06-6347-1437

エプバンタイユ
大阪府大阪市中央区南船場4-13-19
06-6252-4648

フレンチレストラン モリ
大阪府堺市西区鳳西町2-17-5
072-265-4119

オールデイダイニング リモネ
大阪府大阪市北区中之島5-3-68 1F
リーガロイヤルホテル
06-6441-1056

ミチノ･ル ･トゥールビヨン
大阪府大阪市福島区福島6-9-11 神林堂ビル 1F
06-6451-6566

カランドリエ
大阪府大阪市中央区本町3-2-15 小原3ビル 1F
06-6252-5010

メゾン タテル ヨシノ
大阪府大阪市北区堂島浜1-3-1
ANAクラウンプラザホテル大阪 2F
06-6347-1128

エスカーレ
大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 22F
ホテルモントレ グラスミア大阪
06-6644-5762

カルト ブランシュ
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-1-1
IDE-A midousuji B1F
06-6252-0880

ヤサイ フレンチ ノール
大阪府大阪市北区梅田2-2-2
ヒルトンプラザウェスト B2
06-4798-0388

キュニエット
大阪府大阪市北区堂島1-3-16
堂島メリーセンタービル 4F
06-6345-0890

ヤサイフレンチ ビーピー
大阪府大阪市中央区難波5-1-18
なんばダイニングメゾン 8F
06-6633-7388

ザ ･フレンチ ブルー
大阪府大阪市中央区島町2-2-10 天満橋コープ 1F
06-6809-4608

ラ ヴィーニュ
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-10-3 エースビル B1F
06-6251-1630

スペシャリティレストラン マルメゾン
大阪府大阪市北区茶屋町19-19
ホテル阪急インターナショナル 25F
06-6377-3648

ラ ･フェット ひらまつ
大阪府大阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバルタワー 37F
06-6233-1139

鉄板焼 ･フレンチ･ 和洋会席 ボナージュ
大阪府豊中市新千里東町2-1 2F
千里阪急ホテル内
06-6871-8447

ラ･ ベカス
大阪府大阪市中央区平野町3-3-9 1F
06-4707-0070

かつお節と同様の手法で、塩 漬けにした鶏、猪、鹿を削り節にし、日本古来の
食材による “ うまみ ” を取り入れています。夏のイメージの強い鱧ですが、脂
がのって味わいが増す秋にも使いたい食材。この濃 厚なうまみを、フランス料
理のテクニックで十二分に活かします。

ヌーヴ
大阪府大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル 4F
06-6341-0141

ラグナヴェール プレミア
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 大阪ステーションシティ
ノースゲートビルディング 28F
06-6341-4433

ビストロ ニ ･ド ･ワゾォー
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-13-33 1F
06-6251-0771

ラペティ･ロアラブッシュ
大阪府大阪市中央区今橋2-1-10 ダイセンビル 1F
06-6208-1808

P 30 左 下 掲 載

ブーチック
大阪府大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館 2F
06-6136-5008

リュミエール
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15
UNAGIDANI-BLOCK 3F
06-6251-4006

アニエルドール

大阪府大阪市西区西本町2-4-4 阿波座住宅三栄ビル 1F

06-4981-1974

ホテルの中にあるレストラン

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

藤田 晃成

SHIKOKU

四国

アニエルドール（ 大阪 府・本町）

徳島産および
淡路島産鱧

CHUGOKU

中国

古典に独創性をプラスした最先端フレンチ

注目の 食 材 は

KINKI

近畿

エ･ オ ＜ベルナール･ロワゾー･スィニャテュール＞
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカスダイニング 14F
06-6654-6446

和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介
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プレスキル
大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona 2F
06-7506-9147

CHUBU

中部

アニエルドール
大阪府大阪市西区西本町 2-4-4 阿波座住宅三栄ビル 1F
06-4981-1974

ヴェルミヨン･ マホロバ
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-10
心斎橋井上ビル 1F
06-6251-1909

エスパス マコト
大阪府大阪市中央区南船場1-11-19
プレサンス心斎橋ザ･スタイル 1F
06-6262-1885

KANTO

関東

アドック
大阪府大阪市福島区福島1-1-48
堂島クロスウォーク内
06-6225-8814

ヴァンサンク ･ ブランシュ
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-31
06-6245-6223

フランス料理 エスカーレ
大阪府大阪市北区梅田3-3-45 8F
ホテルモントレ大阪
06-6458-5647

HOKURIKU

北陸

ローズルーム
京都府京都市中京区堀川通二条城前 B1F
ANAクラウンプラザホテル京都
075-231-1155

エスカーレ
大阪府大阪市中央区城見2-2-22 15F
ホテルモントレ ラ･スール大阪
06-6944-7481

TOHOKU

東北

アンヴェール
大阪府大阪市中央区東心斎橋2-3-21
06-7502-5455

HOKKAIDO

北海道

レストラン 東山庭
京都府京都市東山区清水4-166
075-533-7715
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北海道

ダイ ナ ース ク ラ ブ ム ニ ュ･ グ ル マ ン
「ムニュ・グルマン」は ダイナ ースクラブ会 員 限 定 のプラン で す。
通常プランに参加しない厳選したレストランで￥12,000 円（税・サービス料込）の特別なコースをお楽しみいただけます。

東北

ラ･ベ
大阪府大阪市北区梅田 2-5-25 5F
ザ・リッツ・カールトン大阪
06-6343-7020

レストラン ラ シーム
大阪府大阪市中央区瓦町 3-2-15 瓦町ウサミビル 1F
06-6222-2010

北陸
関東

リュミエール レスプリカ
大阪府大阪市中央区難波5-1-18
高島屋大阪店なんば ダイニングメゾン 9F
06-6633-2281

中部

ル ドール
大阪府大阪市中央区本町3-6-12 １･ 2F
セントレジスホテル大阪
06-6258-3333
ルヴニール
大阪府大阪市北区西天満1-7-4 協和中之島ビル 1F
06-6360-7551

近畿

ルポンドシエル
大阪府大阪市中央区北浜東 6-9 ルポンドシエルビル
06-6947-0888
ル ･レストラン･ドゥ･ヨシモト
大阪府大阪市北区天満 4-16-5
06-6352-1554

中国
四国
九州 ／ 沖縄
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レストラン アラスカ フェスティバルタワー
大阪府大阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバルタワー 2F
06-6222-1800
レストラン アンソレイユ
大阪府吹田市千里万博公園1-5
ホテル阪急エキスポパーク内
06-6878-3900

芦屋モノリス
兵庫県芦屋市大桝町5-23
0797-38-3355
アンシャンテ
兵庫県神戸市中央区中山手通 2-16-4 中西ビル 1F
078-855-5277
オーベルジュ豊岡1925
兵庫県豊岡市中央町11-22
0796-26-1925
カドー･ドゥ･ラ･メール
兵庫県南あわじ市阿那賀1109 ホテルアナガ
0799-39-1111
カフェテラス ド パリ
兵庫県神戸市中央区北野町4-9-2
異人館倶楽部パートⅢ 3F
078-252-1113
神戸迎賓館 邸宅レストラン ル ･アン
兵庫県神戸市須磨区離宮西町2-4-1
078-739-7600
コシモ ･プリュス
兵庫県芦屋市業平町7-16 メゾン高橋 1F
0797-25-0040
篠山城下町ホテル ニッポニア
兵庫県篠山市西 町25 ON AE 棟
0120-210-289

レストラン ヴァリエ
大阪府大阪市北区中之島3-3-23
中之島ダイビル 2F
06-4803-0999

シェ･ ローズ
兵庫県神戸市中央区山本通3-7-25 メゾントーア 1F
078-242-1014

レストラン シャンボール
大阪府大阪市北区中之島5-3-68 29F
リーガロイヤルホテル大阪
06-6441-0953

スカイレストラン レトワール
兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲1034 6F
六甲山ホテル
078-891-0301

レストラン ラシック
大阪府大阪市中央区高麗橋４-5-12
TERASOMA ビル 1F
06-6202-5558

ダイニング イグレック
兵庫県神戸市中央区山本通3-3-20
神戸北野ホテル
078-271-3711

旧桜宮公会堂
大阪府大阪市北区天満橋1-1-1 旧桜宮公会堂
06-6881-3330

竹田城城下町ホテル エン
兵庫県朝来市和田山町竹田字上町西側 363 番
079-674-0501

ホテルの中にあるレストラン

ストウブを使ったお料理を楽しめるレストラン

ビストロ カフェ ド パリ
兵庫県神戸市中央区山本通り1-7-21
078-241-9448

レストラン サンヴェルジュ メゾン
兵庫県姫路市紺屋町23
079-223-1122

フランス料理 プリドール
岡山県岡山市北区駅元町1-5 19F
ホテルグランヴィア岡山
086-233-3138

ブラッセリー? ル プレジール
兵庫県神戸市中央区山手通り2-10-22 仲野ビル 4F
078-251-0220

レストラン パトゥ
兵庫県神戸市中央区中山手通3-5-10
サンシャイン中山手 1F
078-392-8216

レストラン ソラ
岡山県岡山市北区中山下1-8-45
NTTクレド岡山ビル 21F
086-234-7312

レストラン花の館 パラディ北野
兵庫県神戸市中央区北野町2-16-8
078-271-2979

シマラボ
広島県広島市中区上八丁堀4-1
アーバンビューグランドタワー 12F
082-511-1618

フレンチダイニング レストラン イグレックベガ
兵庫県神戸市中央区元町通1-7-1 VEGAビル 6F
078-334-1909

フレンチレストラン トランテアン
兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1 本館 31F
神戸ポートピアホテル
078-303-5201

ル レストラン マロニエ
兵庫県神戸市中央区三宮2-2-1
078-331-5526

ラ･ テラス イリゼ
奈良県奈良市あやめ池北1-34-7 HANA 1F
0742-40-0066
ル ･ ベンケイ
奈良県大和郡山市北郡山町276-1
0743-53-3588
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四国
モンペリエ･ オーヴェルジュ
香川県さぬき市津田町津田3311-1
0879-42-2508

エッセン
愛媛県四国中央市三島宮川4-8-57
0896-29-5390

西洋膳所 やすなが
徳島県徳島市富田町1-27 大栄ビル 2F
088-624-5201

レストラン コートダジュール
愛媛県松山市三番町4-8-9 ミヤハル三番町ビル 1F
089-968-2794

アミティエ
愛媛県松山市南堀端町6-23
089-998-2811

オテル･ド･ヨシノ
和歌山県和歌山市手平2-1-2 和歌山ビッグ愛 12F
073-422-0001
自然派レストラン マリシーザ
和歌山県和歌山市和歌浦南3-1700
073-445-0044

中国
オーンズ
鳥取県米子市安倍172-2 fraʼme 1F
0859-21-5011

レストラン ビー
広島県広島市中区三川町6-15 2F
082-247-1260

ダイニングキッチン プーハウス
鳥取県米子市西倉吉町11
0859-34-2144

九州
アニオン
福岡県福岡市中央区天神1-15-14 高木ビル 1F
092-717-3001

セィア
福岡県福岡市中央区西中洲4-9 レフトバンクビル 2F
092-791-1525

ぐるまん亭
福岡県福岡市中央区黒門2-14 コアマンション大濠 2F
092-761-2812

デフィ ジョルジュ マルソー
福岡県福岡市中央区西中洲 5-28 西中洲Mビル 2F
092-725-9310

シュエット
福岡県福岡市中央区薬院2-4-39 1F
092-791-6823

展望レストラン ラピュタ
福岡県福岡市博多区築港本町2-1 10F
福岡サンパレスホテル&ホール
092-272-1489

ホテルの中にあるレストラン

ストウブを使ったお料理を楽しめるレストラン

KYUSHU / OKINAWA

九州 ／ 沖縄

ルセット
兵庫県神戸市中央区山本通 2-2-13
第2シルクハイツ B1F
078-221-0211

仏蘭西料理 ラ･テラス
奈良県奈良市春日野町98-1 ヒルトップテラス内
0742-27-0556

ル･ ミロワール
広島県福山市宝町3-20 ダイアパレス宝町 1F
084-922-5822

SHIKOKU

四国

ル･ガニオン
兵庫県神戸市中央区下山手通1-27-10
TENSEIハンター坂ビル 1F
078-230-3511

ビストロ･ド･セラヴィ
奈良県奈良市小西町21-1 ならら 2F 2-E
0742-26-0141

ル･トリスケル
広島県広島市中区中町幟町 5-17
082-511-5031

CHUGOKU

中国

ラウンジ&ダイニング ピア
兵庫県神戸市中央区波止場町5-6 3F
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
078-325-8110

ヴェルデ辻甚
奈良県大和高田市南本町11-43
0745-25-2501

スカイレストラン エル＆アール
広島県広島市南区松原町1-5
ホテルグランヴィア広島
082-262-1107

ラルドワーズ
広島県福山市御幸町上岩成455-3
084-972-7689

KINKI

近畿

メゾン ･ド･タカ 芦屋
兵庫県芦屋市平田町1-3
0797-35-1919

ヴィラージュ アキヨシ
奈良県大和高田市秋吉199-5
0745-53-7517

ヨーロピアンコンチネンタル ル･ プラティーヌ
広島県広島市中区中町7-20 22F
ANAクラウンプラザホテル広島
082-241-1119

CHUBU

中部

フレンチレストラン アッシュ
兵庫県神戸市中央区山本通3-3-20 1F
神戸北野ホテル
050-3177-4646

エスカリエ
岡山県岡山市南区新保1611-1 ガラクシア･トーレ 1F
086-239-9377

KANTO

関東

レストラン 北野クラブ
兵庫県神戸市中央区北野町1-5-7
078-222-5123

ビストロ＆バー ロシナンテ ニセイ
広島県広島市中区立町5-12 ホテル山城屋 1F
082-545-0295

HOKURIKU

北陸

ビストロ ガニオン
兵庫県神戸市中央区北長狭通 2-4-3
078-321-0840

ビストロ ･ド ･スズキ
鳥取県米子市西町90-3
0859-22-6080

TOHOKU

東北

レシピ
兵庫県神戸市中央区山本通 2-2-13
第 2シルクハイツ B1F
078-221-0131

HOKKAIDO

北海道

テアトル ル ･ボア
兵庫県西宮市高松町2-22
兵庫県立芸術文化センター内
0798-62-1909
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北海道
東北
北陸

ピサンリ
福岡県福岡市中央区春吉2-16-12
092-721-1713

フランス料理 颯香亭
福岡県福岡市東区香椎駅東4丁目37-7
092-673-6616

ビストロ ブーレ
福岡県福岡市中央区平尾4-5-3
エステートモア平尾山荘通リ 1F
092-524-5576

フランス料理レストラン ミル ･エルブ
福岡県北九州市八幡東区西本町1-1-1
千草ホテル
093-671-1131

ビストロ ペシェミニヨン
福岡県福岡市南区大楠2-3-18
ライオンズマンション大楠 1F
092-522-2366

フレンチレストラン ル･ シャンドール
福岡県福岡市博多区下川端町3-2 B1F
ホテルオークラ福岡
092-262-1172

ビストロ ユイット
福岡県大野城市白木原1-4-13 増井ビル 1F
092-582-0358

ラ･ターブル ･ド･プロヴァンス
福岡県福岡市中央区赤坂1-13-8
赤坂ウイングビル 1F
092-732-5277

関東

ビストロ ラ ポーレ
福岡県福岡市中央区警固1-12-1
ヴィラージュけやき通り 1F
092-732-3546

ル ･シュバリエ
福岡県福岡市中央区大名2-11-18
092-713-9213

中部

ブラッスリー ポール ･ボキューズ 博多
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
JR博多シティ 9F
092-413-5110

ル ペガス
福岡県福岡市中央区西中州5-15
セントラルパークタワー 2F
092-734-0923

フランス料理 ウサギ＆かめ
福岡県福岡市中央区薬院2-11-10 朝日プラザ 1F
092-714-0697

レストラン ヴェルフォンセ
福岡県福岡市中央区平尾浄水町5-1
092-533-0258

近畿
中国
和 食 材 ×フラン ス 料 理 をクリエ イトす る注 目 の シェフ をご 紹 介

夜景を眺めながら五感で楽しむ極上フレンチ
四国

ローブランシュ（福岡県・西中洲）

注目の 食 材 は

八女茶、阿蘇産
あか牛、佐賀産
日本酒など

九州 ／ 沖縄

白水 鉄 平
日本古来 種のあか 牛 や、 ハイクオリティを誇る九 州のお茶、 日本 酒を取り
上げます。すでに外国人シェフが日本人の発想にはないすばらしい “ 和 ” の表
現をしていますが、一方でフランス料理を通して日本の食 文化を守り伝えて
いくことも、自分たち世代の料理 人の使命だと思っています。

P 3 8 左中 掲 載

ローブランシュ

福岡県福岡市中央区西中洲 4-4 RIN FIRST 2F 092-752-2122
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ホテルの中にあるレストラン

北海道
東北
北陸

レストラン カズ
福岡県福岡市中央区浄水通 3- 40 HILLS 浄水 3F
092-522-0015

ボン･ヴィータ
熊本県熊本市中央区水道町 3-5 上通 Kビル 1F
096-326-8777

レストラン サンテミリオン
福岡県北九州市小倉北区堺町 2-3-33
093-541-7089

ル コントワール
熊本県熊本市中央区南坪井町 2-6 黒土ビル 1F
096-277-1146

レストランひらまつ 博多
福岡県福岡市博多区下川端 3-1 博多リバレイン 2F
092-263-6231

ル ･ビストロ 遠山
熊本県熊本市中央区上通町 3-26 casa de piano 1F
096-328-3776

レストラン モリ
福岡県福岡市城南区東油山 515-39
092-861-4437

カフェフランセユキ
大分県大分市府内町五番街 3-7-32
グリーンヒル府内五番街 101号
097-536-2024

関東

レストラン ラ ･ カロッツァ
福岡県福岡市南区寺塚 2-7-16
092-551-4608
レストラン ル ･ ニ ･ド･ファコン
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣1-6-26
093-622-5005

中部

ロティスリー カルトポスタル
福岡県福岡市中央区桜坂 3-1-1 エバーライフ 1F
092-515-9401
ローブランシュ
福岡県福岡市中央区西中洲 4-4 RIN FIRST 2F
092-752-2122

近畿

フランス料理 ブイヨン
佐賀県伊万里市新天町497-1
0955-23-5639

中国

ヒロリシャス
長崎県長崎市築町4-1 2F
095-826-1557
プルミエ・クリュ
長崎県長崎市鍛冶屋町 6-28 1F
095-829-1061

四国

魚座
熊本県熊本市南区野口 3-18-46 1F
096-358-7675

九州 ／ 沖縄

ショコラ カフェ ビストロ
熊本県熊本市中央区下通 2-5-10
シャワーサイドテラス 1F
096-355-3157

フランス料理 ムッシュ カワノ
大分県大分市佐伯市東町 6-26
0972-24-2423
レストラン 三ツ星
大分県別府市鉄輪 284 みゆき坂
0977-67-3536
シェ オンジ
宮崎県延岡市本町1-3-8
0982-33-0301
フランス料理 花こよみ
宮崎県宮崎市千草町10-3 矢野ビル 1F
0985-29-0439
レストラン パリの朝市
宮崎県宮崎市広島1-6-8
0985-29-6137
ビストロ ル ドーム
鹿児島県鹿児島市金生町 3-1 山形屋 7F
099-227-6166
フレンチ レストラン ミディソレイユ
鹿児島県鹿児島市本港新町 5-4
099-221-5888

沖縄
イビスキュス
沖縄県南城市知念志喜屋 187-3
098-949-7002
ビストロ モンマルトル
沖縄県那覇市真嘉比 1-1-3
エリタージュ K 1F
098-885-2012
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ヌーヴェル ･ キュイジーヌ･ タカハシ
大分県大分市府内町 2-4-22 田中ビル
097-536-0700

フレンチレストラン ラトリエ
沖縄県那覇市上之屋 1-10-3
エレガンスコーポフェリーチェ 2F
098-862-8167
レストラン ビービーアール
沖縄県うるま市大田 305
098-973-1234
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