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フランス料理シェフフランス料理シェフフランス料理シェフフランス料理シェフ    アラン・デュカスアラン・デュカスアラン・デュカスアラン・デュカス    

 

 

私たちは 3 月 21 日に、世界中でフランス式ディナーを楽しんでいただきたいと

願っています。美食イベント「グード・フランス」を 2 年連続で開催する運びとなっ

たのも、フランス外務・国際開発省の効果的な取り組みのおかげです。 

それに加えて、このイニシアティブが国境や文化を超えて多くの人の心に届いたか

らでもあります。フランス料理の伝統の継承者を自認する世界中の料理人が、私たち

の呼びかけに応じて参加しました。 

私たちは美食愛好家の皆さんに呼びかけ、出席の返答をいただきました。さらに第

2 回目となる今回は、前回を上回る数の国とレストランが参加します。 

このイニシアティブの大きな成功がここにあります。というのも、フランス料理は寛容とユマニスムの言

葉で語りかけるからこそ、力強い活力に支えられていることを示しているからです。世界はこの幸福への欲

求を必要としているのです。 
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ローラン・ファビウスローラン・ファビウスローラン・ファビウスローラン・ファビウス外務・国際開発大臣外務・国際開発大臣外務・国際開発大臣外務・国際開発大臣    

 

 

「グード・フランス」は同じ日の夜に世界 5 大陸で、フランスの美食術の卓越性と

創造性を祝うという同一の目標のもとに、各地のシェフが参加して行われるキャン

ペーンです。 

昨年の第 1 回目の成功を受けて、私はこのキャンペーンが 2016 年も開催される

ことを願いました。本キャンペーンはフランスの影響力拡大に寄与することでしょ

う。 

2016 年 3 月 21 日、世界中の 1,500 を超えるレストランが参加します。昨年すで

に動員された各国駐在のフランス大使が、今年もまたグード・フランスのディナー

を主催します。 

今回はフランスの地域圏知事にも参加を要請しました。われわれは国内の若手や新鋭のフランス人シェフ

を前面に押し出すと同時に、各地方の郷土料理に焦点を当てたいと考えています。 

美食術はフランスの文化遺産です。われわれのアイデンティティーの一部です。「フランス人の美食」が

2010 年にユネスコ無形文化遺産に登録されたことがその証拠です。美食術は外国人が抱くフランスのイメー

ジや、わが国の魅力に大きな位置を占めています。フランスに滞在する外国人旅行者の 3 分の 1 近くが、わ

が国の料理とワインが主な旅行動機であるといいます。 

フランスの文化遺産の柱であり、優れた親善大使であるわが国の美食術を保護し、支援し、振興しなけれ

ばなりません。私はフランス外務・国際開発省がこの任務に全面的に取り組むよう望みました。といのもフ

ランスの影響力はさまざまな領域に及ぶからであり、わが国の外交はグローバルかつすべての領域にわたる

べきだからです。 

第 2 回グード・フランスで世界にフランスを堪能していただきたいと思います。 

3 月 21 日に皆さんのお越しをお待ちしています。 
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プレス・リリースプレス・リリースプレス・リリースプレス・リリース 
 

グード・フランスグード・フランスグード・フランスグード・フランス 

2016 年年年年 3 月月月月 21 日日日日 
 

世界世界世界世界 5 大陸で大陸で大陸で大陸で 1,500 人のシェフ、人のシェフ、人のシェフ、人のシェフ、1,500 のメニュー、のメニュー、のメニュー、のメニュー、150 人の大使人の大使人の大使人の大使… 

世界中でフランス料理を祝うディナー世界中でフランス料理を祝うディナー世界中でフランス料理を祝うディナー世界中でフランス料理を祝うディナー 

http://jp.france.fr/ja/gout-france-good-france  

 

第 1 回「グード・フランス」の成功を受けて、

毎春恒例のイベントにしようと、今年も 3 月 21 日

（月・祝）に開催する運びとなりました。 

フランス料理シェフ、アラン・デュカスと外

務・国際開発省の主導のもとで開催される「グー

ド・フランス」は、フランス流の生活美学や郷土

産品を前面に押し出しながら、観光国としてのフ

ランスの価値を向上させます。美食はかつてない

ほど、フランスの観光的魅力を代表する要素と

なっています。 

 

オーギュスト・エスコフィエは 1912 年、「エ

ピクロスの晩餐会」を始めました。これは同じ日

に同じメニューを、世界数カ所の都市で大勢の会

食者に供する催しでした。「グード・フランス」

は世界中のレストランの参加を得て、この素晴ら

しいアイディアを現代によみがえらせました。 

 

世界 5 大陸の 1,500 人を超えるシェフが、フラ

ンス料理の卓越性とともに、フランス料理のノウ

ハウに想を得たレシピによる特別メニューを中心

として、「分かち合う」という価値観に改めて焦

点を当てます。参加レストランは食前酒、カナッ

ペ、前菜、主菜、チーズ、デザートと、フランス

産のワインやシャンパンで構成されるコースメ

ニューを提案します。 

いずれのレシピも、脂肪分、砂糖、塩分を控え

めにした「美食」と環境に配慮した料理です。価

格設定は参加レストランに委ねられますが、各店

は売り上げの 5％を健康や環境の保全のために活

動する NGO（非政府組織）に寄付します。 

参加レストランのほかに、フランス大使館も大

使公邸でディナーを開催してイベントに参加しま

す。 

参加レストラン一覧が 2016 年 1 月 28 日より、

公式ホームページ www.goodfrance.com に掲載され

ています。世界中でだれでも自分の住む都市や国

にある参加レストランを見つけることができます。

大勢のシェフがホームページでコースメニューを

すでに公開しているので、3 月 21 日に堪能する

ディナーの内容を知ることもできます。選んだレ

ストランに直接連絡して予約を入れてください。

参加を希望するレストランから多数の要望が寄せ

られたため、応募期間を 2 月 22 日（月）まで延長

しました。審査委員会が後日、追加リストを発表

します。 

 

2016 年年年年 3 月月月月 21 日（月・祝）日（月・祝）日（月・祝）日（月・祝）*、参加レストラン、参加レストラン、参加レストラン、参加レストラン 1,500 店のうちの店のうちの店のうちの店のうちの 1 店で、シェフお薦めのコースメニュー店で、シェフお薦めのコースメニュー店で、シェフお薦めのコースメニュー店で、シェフお薦めのコースメニュー

を味わい、そのノウハウと創造性をを味わい、そのノウハウと創造性をを味わい、そのノウハウと創造性をを味わい、そのノウハウと創造性をご堪能ご堪能ご堪能ご堪能ください。ください。ください。ください。 

※ 2016年 3月 21日（月・祝）が定休日のレストランは、2016年 3月 22日（火）に開催します。 
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国際シェフ委員会国際シェフ委員会国際シェフ委員会国際シェフ委員会    

世界中のレストランを対象に、フランス料理の伝

統を生かしたコースメニュー案とともに、公式ホー

ムページ www.goodfrance.com から参加登録するよう

呼びかけられました。国際シェフ選考委員会が応募

者の中から、参加シェフのリストを確定しました。 

選考委員会は各地域の応募レストランから提示さ

れたコースメニューの一貫性と質を評価しました。 

アラン・デュカスが委員長を務める同委員会は、

ポール・ボキューズやギ・サヴォワをはじめ、ジョ

エル・ロビュション、ティエリー・マルクス、ステ

ファニー・ル・ケレック、ミシェル・ロット（ベイ

ヴュー／スイス）、ブノワ・ヴォオリエ（ロテル・

ド・ヴィル／スイス）、ジェンナーロ・エスポジト

（トッレ・デル・サラチーノ／イタリア）、クロー

ド・トロワグロ（オリンペ／ブラジル）、三國清三

（オテル・ドゥ・ミクニ／日本）、モハメド・ザイ

（ケンジ／モロッコ）、レイモン・ブラン（グレー

ト・ミルトン／イギリス）など、世界の一流シェフ

約 15 人で構成されます。 

フランスを堪能してもらうイベント「グード・フラフランスを堪能してもらうイベント「グード・フラフランスを堪能してもらうイベント「グード・フラフランスを堪能してもらうイベント「グード・フラ

ンス」ンス」ンス」ンス」    

フランスの観光産業は「国の宝」です。国内総生

産（GDP）の 7.5％を占め、雇用規模は 200 万人近

くになります。フランスを訪れた外国人旅行者は

2015 年、8,380 万人に達しました。 

今日、美食は外国人観光客がフランスを旅行先に

選択する決定的な基準の一つ（全体の 1/3）で、フ

ランス文化の海外普及にも大きく貢献しています。 

「グード・フランス」は今年もまたフランス観光

振興の優れた手段として、フランス観光産業の飛躍

的な発展の促進に寄与するでしょう。 

 

フランスの地方を訪ねる旅にいざなう「グード・フランスの地方を訪ねる旅にいざなう「グード・フランスの地方を訪ねる旅にいざなう「グード・フランスの地方を訪ねる旅にいざなう「グード・

フランス」フランス」フランス」フランス」    

イベントではフランス各地方の観光振興を目的と

する「フランス旅行目的地契約」が前面に押し出さ

れます。この契約は自然・芸術・建築遺産、スポー

ツ活動、ウェルビーイングなどを中心として、都市

部や農村部、沿岸地方や山岳地方の価値を高めるこ

とを目的とします。 

20 件の旅行目的地契約が 2014 年 12 月から 2015

年 6 月にかけて、フランス外務・国際開発省で締結

されました。対象地域はルーヴル・ランス周辺、

オーヴェルニュ、ビアリッツ湾、ボルドー、ブル

ゴーニュ、ブルターニュ、コルシカ、ドルドーニュ、

フランス領ギアナ、ヴォージュ山塊、モン・サン=

ミシェルとその湾、美食都市リヨン、ジュラ山地、

ノルマンディー－イール・ド・フランス「印象派の

地」、パリ（「拡張都市」）、プロヴァンス、ピレ

ネ、ヴァル・ド・ロワール、ヴァレ・ド・ラ・シャ

ンパーニュ、アルプス山脈です。 
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内外のレストランが幅広く参加内外のレストランが幅広く参加内外のレストランが幅広く参加内外のレストランが幅広く参加 
 

国際シェフ委員会によって 1,500 店以上が選定されました。ビストロからブラッスリー、現代的なレストラ

ン、高級レストランに至るまで、すべての参加店のシェフがその持てるノウハウと創造力を発揮して、多くの

会食者の方にディナーを楽しんでもらおうと意気込んでいます。 

 

フランスでは国内各地のシェフが、地方色豊かな

料理でもてなします。 

オーヴェルニュ地方とローヌ=アルプ地方では、

ジュリアン・アラノ（ル・クレール・ド・ラ・プ

リュム）。 

プロヴァンス=アルプ・コード・ダジュール地方

では、ジェラルド・パセダ（ル・プティ・ニース）、

マウロ・コラグレコ（ミラジュール）。 

ミディ=ピレネ地方では、ピエール・ランビノン

（ル・ピール）。 

ノルマンディー地方では、オリヴィエ・ダ・シル

ヴァ（ロダス）、ジャン=リュック・タルタラン。 

パリでは、アクラム・ベナラル（レストラン・ア

クラム）、フレデリック・ヴァルドン（39V）、

ジャン=ルイ・ノミコス（レ・タブレット）、マ

チュー・サガルドイ

ト（ラガペ）、ピ

エール・サン（ピ

エール・サン・イ

ン・オベルカンフ）。 

世界各地の有名

シェフも参加します。 

ガストン・アクリ

オ・ジャラミロ（リ

マ／ペルー）、マル

コ・サッコ（ヴェル

バーニア／イタリ

ア）、三國清三（東京／日本）、レイモン・ブラン

（グレート・ミルトン／イギリス）など。 

在外フランス大使館で開催するディナーでもフラ

ンス人シェフが腕を振るいます。 
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第第第第 1 回グード・フランスの数値回グード・フランスの数値回グード・フランスの数値回グード・フランスの数値 

世界 5 大陸で 1,300 店以上のレストラン（外国 85％）と 150 の大使館で、10 万人以上の会食者が 1 夜の

ディナーを堪能しました。 

世界各地の在外フランス大使館が大使公邸に約 5,000 人を招待しました。 

合計 1,500 の「グード・フランス」特別コースメニューが当夜に供され、フランスの美食を囲んで世界

中でシェフの創造力と分かち合う喜びに光が当てられました。 

世界中の報道機関が第 1 回グード・フランスを取り上げ、150 カ国で 5,000 件を超える記事が報道された

ほか、RFI（ラジオ・フランス・アンテルナシオナル）およびフランス・メディア・モンドとのパートナー

シップを通じても報じられました。加えて JC ドコーによるポスターキャンペーンが、パリおよび地方 26 都

市（ニース、メッツ、ナント、トゥールーズなど）、パリ=シャルル・ド・ゴール空港、ニューヨークの

ジョン・F・ケネディ国際空港、上海浦東国際空港などで展開されました。 



 

 

コースメニューコースメニューコースメニューコースメニューの一の一の一の一例例例例    
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ブラジルブラジルブラジルブラジル    

オリンペオリンペオリンペオリンペ    

ブラジル・リオデジャネイロ 

シェフ：クロード・トロワグロシェフ：クロード・トロワグロシェフ：クロード・トロワグロシェフ：クロード・トロワグロ 

 

前菜前菜前菜前菜 

フォワグラのテリーヌ 

 

主菜主菜主菜主菜 

サーモンのエスカロップ オゼイユ風味 

 

牛フィレの赤ワインソース（ボージョレの

フルーリーと骨髄） 

 

チーズチーズチーズチーズ 

サン・マルスラン 

 

デザートデザートデザートデザート 

デザートワゴン 

フランボワーズのミルフィーユ 

 

価格：90ユーロ（360レアル） 

日本日本日本日本    

オテル・ドゥ・ミクニオテル・ドゥ・ミクニオテル・ドゥ・ミクニオテル・ドゥ・ミクニ    

東京都新宿区若葉 1-18  

シェフ：三國清三シェフ：三國清三シェフ：三國清三シェフ：三國清三 

 

前菜前菜前菜前菜 

ブルターニュ産オマール海老の 

うま味ジュレ、金箔包み 

 

フォワグラのポワレ「ゆず味噌」風味、 

大豆のビネグレット 

 

主菜主菜主菜主菜 

スズキの背身のポシェ、 

うま味と海苔のコンソメ 

 

シャラン産鴨のロティ、 

はちみつとわさびのソース 

 

チーズチーズチーズチーズ 

ロックフォール（カルル） 

コンテ（R. ジャックマン） 

ブリ・ド・モー（ニュジエ） 

 

デザートデザートデザートデザート 

ドームショコラ「ラックノワール」、 

バニラアイスクリーム 

 

価格：155ユーロ（2万円） 

韓国韓国韓国韓国    

ル・コションル・コションル・コションル・コション    

韓国・ソウル 

シェフ：サンウォン・ジョンシェフ：サンウォン・ジョンシェフ：サンウォン・ジョンシェフ：サンウォン・ジョン 

 

前菜前菜前菜前菜 

野菜のポタージュ、くちなしの実 

 

主菜主菜主菜主菜 

帆立て貝のマルセイユ風 

 

豚のロティ、リンゴのクリームソース 

 

チーズチーズチーズチーズ 

エポワスとパンデピス 

 

デザートデザートデザートデザート 

シッケのシャーベット 

なすのコンフィとりんごのクランブル 

 

価格：34.80ユーロ（4万 2,000ウォン） 

ポーランドポーランドポーランドポーランド    

スフェラ・バイ・セバスチャン・クラウゾスフェラ・バイ・セバスチャン・クラウゾスフェラ・バイ・セバスチャン・クラウゾスフェラ・バイ・セバスチャン・クラウゾ

ヴィッチヴィッチヴィッチヴィッチ    

ポーランド・トルン 

シェフ：セバスチャン・クラウゾヴィッチシェフ：セバスチャン・クラウゾヴィッチシェフ：セバスチャン・クラウゾヴィッチシェフ：セバスチャン・クラウゾヴィッチ 

 

前菜前菜前菜前菜 

アンコウと帆立て貝 

シャンパン／パッションフルーツ／ 

グリーンペッパー／オイル 

 

主菜主菜主菜主菜 

ハトとクリ／テンサイ／アップルパイ 

生ダラ／クレソン／チコリ／トリュフ 

 

チーズチーズチーズチーズ 

マンステール／イチジク／ハチミツ／ 

フランボワーズ 

 

赤ワイン 

価格：40ユーロ 
 

参加レストラン一覧とコースメニューは www.goodfrance.com で閲覧できます。 

予約はレストランに直接ご連絡ください。 



 

 

 

美食と観光美食と観光美食と観光美食と観光    

フランス外務・国際開発省の取り組みフランス外務・国際開発省の取り組みフランス外務・国際開発省の取り組みフランス外務・国際開発省の取り組み 

 

フランス外務・国際開発省は包括的行動の一環として、観光を優先課題の一つに掲げました。美食はフラン

スの貿易と観光の重要な一面であると同時に、フランスの訴求力を高める上で卓越した強みでもあります。外

国人旅行者の 3 分の 1 がフランス旅行を選択した動機としてワインと美食を挙げます。ユネスコが認めたフラ

ンスの文化遺産の中心にある美食は、その豊かさと多様さによって、フランスの影響力を高める要素にもなっ

ています。 

フランス外務・国際開発省は観光振興の一環として、美食やワイン醸造のほか、フランス美食術の優秀性、

革新性、多様性を前面に押し出す取り組みを進めています。活力があり、開放的で革新的なフランス料理を

ピーアールする 3 月 21 日の「グード・フランス」キャンペーンに加えて、フランス美食術を振興するために数

多くの措置が講じられています。 

 

ワインツーリズムワインツーリズムワインツーリズムワインツーリズム    

フランス観光開発機構（アトゥー・フランス）の

ワインツーリズム・クラスターは、フランス外務・

国際開発省の観光ミッションが観光中核拠点の枠内

で策定した提案を実行します。関係者が緊密に協力

することで、国内のブドウ畑を見学したいと願う大

勢の旅行者の受け入れに向けて新しい相乗効果を生

み出しています。主要な観光スポットやワイン畑を

まとめたポータルサイトが、フランス外務・国際開

発省で発表される予定です。 

 

ラ・リストラ・リストラ・リストラ・リスト    

新しい世界ベストレストラン・ランキング 1000

「ラ・リスト」発表式が 2015 年 12 月 17 日、ローラ

ン・ファビウス外務・国際開発大臣の招待のもとで、

フランス外務・国際開発省で開催されました。フラ

ンスから約 100 店のレストランがこの新しいランキ

ングに入り、美食の世界でフランスとパリが極めて

重要な位置を占めていることが改めて示されました。 

エコール・フェリエールエコール・フェリエールエコール・フェリエールエコール・フェリエール    

マティアス・フェクル貿易・観光振興担当大臣は

昨 2015 年 11 月 3 日、フェリエール=アン=ブリー

（セーヌ=エ=マルヌ県）のエコール・フェリエール

の開校式に出席しました。2015 年に第 1 期生が入学

したこの新設校は、美食術、ホテル業、高級品産業

の分野でトップクラスの高等教育機関になることを

めざします。このフランス独自の複合教育機関は観

光部門の教育と、世界各地で広く認められたフラン

スのノウハウを強化することが期待されます。 

フランス最優秀チーズ職人を称えるレセプションフランス最優秀チーズ職人を称えるレセプションフランス最優秀チーズ職人を称えるレセプションフランス最優秀チーズ職人を称えるレセプション    

ローラン・ファビウス大臣は 2015 年 10 月 26 日、

フランスの職人の卓越性に光を当てようと、フラン

ス最優秀職人（MOF）を同年獲得したリュドヴィッ

ク・ビゾをはじめ、フランスの最も優秀なチーズ職

人をパリの外務・国際開発省に招きました。フラン

ス美食術の象徴である酪農関連の職業を前面に押し

出すことが狙いでした。 

フランス料理文化遺産の価値を高める美食イベントを開フランス料理文化遺産の価値を高める美食イベントを開フランス料理文化遺産の価値を高める美食イベントを開フランス料理文化遺産の価値を高める美食イベントを開

催催催催    

フランス外務・国際開発省は、ローラン・ファビ

ウス大臣の提唱を受けて、地方名産品の品質とフラ

ンス美食業界関係者のノウハウに焦点を当てた数多

くのイベントを省内で開催しました。なかでもフォ

ワグラ親善大使が任命された昼食会「世界を巡る

フォワグラ」をはじめ、ゴー・エ・ミヨーのアプリ 
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ケーション「食の仕事」発表会、ボキューズ・ドー

ル国際料理コンクール優勝者を称える一流シェフに

よる祝賀夕食会、フランスを代表する名シェフ 27

人が腕を振るった大使週間の特別晩餐会などが開催

されました。 

ミシュランガイドの新刊発表会ミシュランガイドの新刊発表会ミシュランガイドの新刊発表会ミシュランガイドの新刊発表会    

ローラン・ファビウス大臣は 2015 年 2 月 2 日、

ミシュランガイドの新刊発表会を初めてパリの外

務・国際開発省で開催しました。ファビウス大臣は

席上、「美食は特別な大使です。この分野でミシュ

ランガイドは世界的な参考文献です。〔…〕私はさ

らに一歩踏み込んで言います。フランス美食術、そ

れはフランスです」と強調しました。 

イスラエルやシカゴでも美食週間イスラエルやシカゴでも美食週間イスラエルやシカゴでも美食週間イスラエルやシカゴでも美食週間    

「グード・フランス」キャンペーンと並行して、

フランス美食週間が外交機関によって海外でも開催

されています。「ア・ラ・カルト・シカゴ」週間や、

イスラエルでは「ソー・スマート、ソー・フード」

が開催され、フランス美食術の卓越性や有能な料理

人や生産者を世界各地に広く紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

 

日本の日本の日本の日本の参加レストラン参加レストラン参加レストラン参加レストラン    

http://jp.france.fr/ja/gout-france-good-france  
    

 

北海道北海道北海道北海道    

 
レストラン・モリエールレストラン・モリエールレストラン・モリエールレストラン・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 

Tel : 011-631-3155 
www.sapporo-moliere.com 
 

東北東北東北東北    

 
八戸プラザホテル八戸プラザホテル八戸プラザホテル八戸プラザホテル 

青森県八戸市柏崎 1-6-6 

Tel : 0178-44-3121 
http://plazahotel.jp 
 

レストラン・シェヌーレストラン・シェヌーレストラン・シェヌーレストラン・シェヌー 

宮城県塩釜市海岸通 7-2 

Tel : 022-365-9312 
www.cheznous.co.jp 
 

プチグリーンプチグリーンプチグリーンプチグリーン 

福島県郡山市駅前 2-6-4 

Tel : 024-934-8899 
www.green-co.jp 
 

関東関東関東関東    

 
オ！ラヴァッシュオ！ラヴァッシュオ！ラヴァッシュオ！ラヴァッシュ 

茨城県つくば市竹園 2-7-27 INO レジデンス 1F 

Tel : 029-860-2877 
www.ohlavache2007.com 
 

ビストロビストロビストロビストロ カシュカシュカシュカシュ カシュカシュカシュカシュ 

埼玉県川越市中原町第 2 櫻進ビル 3 階 

Tel : 049-227-3684 
http://bistrocachecache.hp.gogo.jp 
 

アタゴールアタゴールアタゴールアタゴール 

東京都江東区木場 3-19-8 

Tel : 03-5809-9799 
www.atagueule.com 

オテル・ドゥ・ミクニオテル・ドゥ・ミクニオテル・ドゥ・ミクニオテル・ドゥ・ミクニ 

東京都新宿区若葉 1-18 

Tel : 03-3351-3810 
www.oui-mikuni.co.jp/hoteldemikuni 
 

橄欖（かんらん）橄欖（かんらん）橄欖（かんらん）橄欖（かんらん） 

東京都目黒区駒場 3-8-1 東京大学駒場ファカル

ティーハウス 2F 

Tel : 03-5790-5921 
http://leversonverre-tokyo.com/restaurant/kanran 
 

銀座オザミデヴァン本店銀座オザミデヴァン本店銀座オザミデヴァン本店銀座オザミデヴァン本店 

東京都中央区銀座 2-5-6 P.V ビル 

Tel : 03-3567-4120 
http://auxamis.com 
 

銀座栃木屋本店銀座栃木屋本店銀座栃木屋本店銀座栃木屋本店 

東京都中央区銀座 7-8-8 CSS BUILDING 5F 

Tel : 0120-125-058 
http://ginza-tochigiya.com 
 

クーカーニョクーカーニョクーカーニョクーカーニョ 

東京都渋谷区桜丘町 26-1 

セルリアンタワー東急ホテル 40F 

Tel : 03-3476-3404 
www.ceruleantower-hotel.com/restaurant/coucagno 
 

グリグリグリグリグリグリグリグリ 

東京都港区元麻布 3-10-2 VENT VERT 2F 

Tel : 03-6434-9015 
www.gri-gri.net 
 

シェ・オリヴィエシェ・オリヴィエシェ・オリヴィエシェ・オリヴィエ 

東京都千代田区九段南 4-1-10 1F 

Tel : 03-6268-9933 
www.chezolivier.co.jp 
 

デカリーデカリーデカリーデカリー 

東京都江東区亀戸 6-29-7 

Tel : 03-3685-8080 
www.decary.jp 
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テロワールテロワールテロワールテロワール ビストロ・ドゥ・カワバタビストロ・ドゥ・カワバタビストロ・ドゥ・カワバタビストロ・ドゥ・カワバタ 

東京都千代田区外神田 2-1-3 東進ビル新館 1F 

Tel : 03-3526-2775 
http://bistro-kawabata.com 
 

ブノワブノワブノワブノワ 

東京都渋谷区神宮前 5-51-8 ラ･ポルト青山 10 階 

Tel : 03-6419-4181 
www.benoit-tokyo.com 
 

ブラッスリーアデニアブラッスリーアデニアブラッスリーアデニアブラッスリーアデニア 

東京都渋谷区鉢山町 1-7 

Tel : 03-5489-5151 
www.adenia.jp 
 

ラ・カンパーニュラ・カンパーニュラ・カンパーニュラ・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 B1 

Tel : 03-5293-1171 
www.minoriminoru.jp/campagne 
 

ラ・ブラスリーラ・ブラスリーラ・ブラスリーラ・ブラスリー 

アンスティチュ・フランセ東京 

東京都新宿区市谷船河原町 15 

Tel : 03-5206-2741 
www.institutfrancais.jp/tokyo/brasserie 
 

ルヴェソンヴェール本郷ルヴェソンヴェール本郷ルヴェソンヴェール本郷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 

Tel : 03-5840-8088 
http://leversonverre-tokyo.com/restaurant/hongo 
 

ルグドゥノム・ブション・リヨネルグドゥノム・ブション・リヨネルグドゥノム・ブション・リヨネルグドゥノム・ブション・リヨネ 

東京都新宿区神楽坂 4-3-7 海老屋ビル 1F 

Tel : 03-6426-1201 
www.lyondelyon.com 
 

ル・ブルギニオンル・ブルギニオンル・ブルギニオンル・ブルギニオン 

東京都港区西麻布 3-3-1 

Tel : 03-5772-6244 
http://le-bourguignon.jp 
 

ル・リュタンル・リュタンル・リュタンル・リュタン 

東京都文京区本駒込 6-15-19 1F 

Tel : 03-3944-0299 
http://r.gnavi.co.jp/abs97f140000 

レストランレストランレストランレストラン アルシミストアルシミストアルシミストアルシミスト 

東京都港区白金 1-25-26 フィラージュ白金 

Tel : 03-5422-7358 
http://alchimiste.jp 
 
レストランレストランレストランレストラン マサマサマサマサ ウエキウエキウエキウエキ 

東京都中央区銀座 4-9-13 銀座 4 丁目タワー 5F 

Tel : 03-6264-3297 
www.masaueki.com 
 

ブラッブラッブラッブラッスリーアムールスリーアムールスリーアムールスリーアムール 

横浜市戸塚区戸塚町 6003-3REK Hills 1F 

Tel : 045-871-1705 
www.brasserie-amour.com 
 

中部中部中部中部    

ル・ディアマンローズル・ディアマンローズル・ディアマンローズル・ディアマンローズ 

福井県福井市加茂河原 1-2-8 

Tel : 0776-33-6751 
www.diamantrose.jp 
 

グランファミーユ・シェ松尾グランファミーユ・シェ松尾グランファミーユ・シェ松尾グランファミーユ・シェ松尾 名古屋松坂屋名古屋松坂屋名古屋松坂屋名古屋松坂屋 

愛知県名古屋市中区栄 3-16-1  松坂屋名古屋店 9F 

Tel : 052-264-3644 
http://chez-matsuo.co.jp/restaurant/nagoya/about.html 
 

近畿近畿近畿近畿    

オペラオペラオペラオペラ 

滋賀県栗東市綣 3-8-23 

Tel : 077-551-0817 
http://french-opera.com 
 

レストランレストランレストランレストラン Ryu 

三重県多気郡明和町金剛坂 776-21 

Tel : 0596-52-6440 
www.restaurant-ryu.com 
 

アンバーコートアンバーコートアンバーコートアンバーコート 

京都市下京区烏丸高辻東入ル高橋町 630 番地 

ホテル日航プリンセス京都 1F 

Tel : 075-342-2156 
http://princess-kyoto.co.jp/restaurant/ambercourt 
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ボルドーボルドーボルドーボルドー 

京都市北区大宮玄琢南町 35-5 

Tel : 075-491-4743/492-6901 
www.kyoto-bordeaux.com 
 
先斗町先斗町先斗町先斗町 禊川（ぽんとちょう禊川（ぽんとちょう禊川（ぽんとちょう禊川（ぽんとちょう みそぎがわ）みそぎがわ）みそぎがわ）みそぎがわ） 

京都市中京区先斗町通り三条下ル東側 

Tel : 075-221-2270 
www.misogui.jp 
 

ラ・フルールラ・フルールラ・フルールラ・フルール 

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル 

ホテルグランヴィア京都 15F 

Tel : 075-342-5520 
www.granvia-kyoto.co.jp/rest/lafleur.php 
 

エプバンタイユエプバンタイユエプバンタイユエプバンタイユ 

大阪府大阪市中央区南船場 4-13-19 

Tel : 06-6252-4648 
http://r.gnavi.co.jp/k261900 
 

ルポンドシエルルポンドシエルルポンドシエルルポンドシエル 

大阪府大阪市中央区北浜東 6-9 

Tel : 06-6947-0888 
www.pont-de-ciel.co.jp 
 

アッシュアッシュアッシュアッシュ 

兵庫県神戸市中央区山本通 3-3-20 

Tel : 078-271-3711 
www.kobe-kitanohotel.co.jp/restaurant 

    

中国・四国中国・四国中国・四国中国・四国    

ル・トリスケルル・トリスケルル・トリスケルル・トリスケル 

広島県広島市中区幟町 5-17 第 3 沖川ビル 2F 

Tel : 082-511-5031 
http://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340101/34000633 
 

九州九州九州九州    

颯香亭（そうかてい）颯香亭（そうかてい）颯香亭（そうかてい）颯香亭（そうかてい） 

福岡県福岡市東区香椎駅東 4-37-7 

Tel : 092-673-6616 
http://r.gnavi.co.jp/3s7c5gh20000 
 

ビストロビストロビストロビストロ    マルハチマルハチマルハチマルハチ    

宮崎県延岡市古城町 4-94-1F 

Tel : 0982-33-6518 
www.bistromaruhachi.com 
 

ミディソレイユミディソレイユミディソレイユミディソレイユ 

鹿児島県鹿児島市本港新町 5-4 ドルフィンポート 2F 

Tel : 099-221-5888 
www.kuudining.co.jp/midi_menu.html
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