Relaising 30 years of history to the future, Appreciation Feast
30年の歴史を未来へRelaisする、感謝の饗宴
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ルレ・エ・シャトー日本へようこそ
Welcome to Relais & Châteaux Japan
フィリップ・ゴンベール
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ルレ・エ・シャトー協会 日本支部は、2018年をもちまして30周年を迎えました。1988年にアジ
ア太平洋地区初のルレ・エ・シャトー加盟施設が日本に誕生し、
「支部」の活動が始まり、ルレ・
エ・シャトーの価値を共有できる個性あるホテル・レストランが一軒ずつメンバーとして加盟。今
では20軒となりました。ルレ・エ・シャトーアジア太平洋地区では、いまでも、日本は一か国で最
多・最長の支部です。これもひとえに日ごろの皆様のご支援の賜物だと、心より感謝申し上げま
す。そして、私たちルレ・エ・シャトーが掲げるビジョン「その土地の伝統や環境を守り続ける」を
共に共有する、各地域の皆様、生産者の皆様のご支援にも全メンバーを代表し、心より感謝申し
上げます。
この記念の年に、支部全員でペアを組み、ルレ・エ・シャトーならではの「食とおもてなし」で皆
様にお楽しみいただける限定イベントを一年を通してご用意しました。全メンバー・スタッフ一
同、節目の年に、より一層真心込め皆様のお越しを心よりお待ち申しております。皆様、お誘い合
わせの上、是非お出掛けくださいませ。
今後ともルレ・エ・シャトー 日本をよろしくご愛顧の程お願い申し上げます。

Relais & Châteaux Association Japan delegation celebrates its 30th anniversary in 2018.
In 1988, the first Relais & Châteaux member in Asia-Pacific region was established in Japan.
With that delegation activities begun, one of a kind hotels, ryokan and restaurants who
commonly shares the vales of Relais & Châteaux have become members one by one. Today,
we have grown to 20 members. Within the Asia-Pacific region, the Japan delegation is still
the largest and oldest delegation in one single country. We could not have made it this far
without the support from everyone and I would like to express my great appreciation to
those who have supported us through the years. As members of Relais & Châteaux, with our
vision, "Staying committed to the traditions and environment of each land", we also thank
from the bottom of my heart to our local partners, organizations and producers.
In this milestone year, all members will be pairing up and collaborating together to create
a special "food and omotenashi" event that is quintessentially Relais & Châteaux running
throughout the year. Every member and their staff is looking forward to celebrating this
milestone year and will be looking forward to seeing you at the venues.
Relais & Châteaux Japan members are grateful for your support and we thank you for your
continued patronage throughout the years and going forward.
石川・山代温泉 べにや無何有 - 春・満開の桜

Sakura tree full bloom in spring - Beniya Mukayu in Yamashiro Onsen, Ishikawa
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ルレ・エ・シャトーの世界
The World of Relais & Châteaux

ルレ・エ・シャトーは、それ自体が類い稀な独自の世界。
ここに加盟するメンバー 全てのホテル＆レストランでは、地域と
テロワールへの情熱、そして見事なクオリティーが奏でる心のこもった
おもてなしと美食を堪能できます。この情熱こそ、かけがえのない贈り物。
私たち全てのメンバーは人生と魂の息吹が吹き込まれています。
ルレ・エ・シャトーの理念と精神
世界の優れたホテルやレストランが育んだ伝統。この素晴らしい伝統への献身と
偉大なる改革のストーリーこそ、ルレ・エ・シャトーの歴史です。過去の遺産を受け継ぐと同時に、
恐れることなく斬新であり続けること。温故知新のこの精神は、ルレ・エ・シャトー全ての
ホテル＆レストランに生き生きと再現されています。
始まりは、1954年フランス。ローヌ川右岸に素敵な一軒宿を所有していた
マルセルとネリー・ティロワは、パリから南仏コート・ダジュールに向かう旅人たちに
最高の美食と忘れられない記憶を体験してもらおうと、７人のホテル経営者たちと
連携、この旅路を「ルート・デュ・ボヌール-幸福の道-」と名付けました。
その共通の価値観のもとに創設された会員組織こそ、ルレ・エ・シャトー。今日では、
世界各国の魅力溢れるホテルや美食を堪能できるレストラン、571メゾンが加盟するまでに
成長しました。各メゾンオーナーたちは、手つかずの自然を生かした美しい環境の中、
地域とテロワールに根ざした心からのおもてなしで、誇り高くゲストをお迎えしています。
そんなメートル・ド・メゾン（支配人）たちが出会ったある視点に、旅人たちも気づくはず。
ルレ・エ・シャトーの世界。それは、共通の価値観のもとに集まった、個性豊かな
加盟メンバーたちが形作る「ひとつの家族」なのです。
OUR SOUL AND OUR VALUES

The history of Relais & Châteaux is a story of great innovation and a deep attachment to the finest
traditions of the world of hotels and restaurants. A marriage made between the inheritance of the
past and the fearlessness of the new, which all our members embody and recreate in their hotels.

栃木・宇都宮 オトワレストラン - 栃木野菜とプレミアムヤシオマスのコンフィ

Premium Yashiomasu-trout confit with seasonal vegetables from Tochigi Otowa Restaurant in Utsunomiya, Tochigi

Relais & Châteaux is a world in and of itself, unlike any other. A warm,
welcoming, gourmet affair awaits where outstanding quality is coupled
with each individual property’s passion for their own region and their
terroir. This passion is their most precious gift. It is what breathes the life
and soul into every one of our properties.
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In 1954, in France, Marcel and Nelly Tilloy, who owned a charming property in
the Rhône Valley, got together with seven other hoteliers to offer travellers a unique,
tremendously charming and utterly gastronomic itinerary between Paris and the Côte d’Azur.
They called it the Route du Bonheur.
United around shared values, they founded Relais & Châteaux, an association which
would grow and grow, consisting today of 571 charming hotels and gourmet restaurants.
There are also as many women and men who proudly stand for hospitality, the beauty of unspoiled
surroundings, rootedness in a particular terroir and commitment to a particular place.
When crossing the threshold of a Relais & Châteaux property, travellers, just like our Maîtres de
Maison, encounter a particular way of thinking: that of a family who shares the same fundamental
values, while each remaining able to express his or her own individual personality.
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From the spirit of
Relais & Châteaux to
Japanese Omotenashi

ルレ・エ・シャトーのエスプリから
日本らしさのおもてなしスタイルへ
フランススタイルのおもてなしとガストロノミーで
世界をリードして60余年。ルレ・エ・シャトーの始
まりは、パリとコートダジュールを結ぶ街道沿いに
点在するわずか8軒のオーベルジュの高い志を同
じくする宿の主人による集団でした。フランスか
ら、やがてヨーロッパを経て日本、アメリカ、カナダ
を含む世界の隅々にまで加盟メンバーの輪が広が
り、1988年には日本加盟オーナーが一つのファミ
リーとなって支部が結成されました。ルレ・エ・シャ
トー日本支部は今年、お陰様で30年という節目を
迎えることができました。

For over 60 years, we have lead the world of
French style hospitality and gastronomy. Relais
& Châteaux's origins begin with eight auberges
located between the roads of Paris and Côte
d'Azur, a group of owners who were like minded
with high aspirations. From France, to all over
Europe and then to Japan, America, Canada
and all over the world, members grew. In
1988, Japanese members created the Japanese
delegation and became a part of the Relais &
Châteaux family. This year, we are happy to
announce our 30th anniversary in Japan, a
milestone year.

2018年のルレ・エ・シャトー日本支部は、北は北海
道から南は沖縄まで20軒のメンバーがルレ・エ・シ
ャトーの花を咲かせています。

As of 2018, from Hokkaido to Okinawa, our
20 members of the Relais & Châteaux, Japan
Delegation will be in full bloom of Relais &
Châteaux's celebrations and collaborations.

ルレ・エ・シャトー日本支部では、支部結成30周年
を記念して2018年10月3日から2019年6月14日ま
での期間、加盟店のシェフ同士がペアを組んで美
食イベントを開催いたします。

To celebrate starting from October 3, 2018 June 14, 2019, Relais & Châteaux Japan and
our member chefs will pair up and create a
gastronomic event to remember.

フランスのエスプリを世界にもたらしたルレ・エ・シ
ャトー。日本のルレ・エ・シャトーでは世界に通用す
るホスピタリティに日本ならではの和のおもてなし
術が加味され、そのスタイルが培われてきました。
これまでの30年の集大成ともいえるレガシーが、テ
ロワールに根差した料理人たちによって紡がれるス
トーリーと共に一皿一皿に盛り込まれる美食コラボ
レーションは、まさにルレ・エ・シャトーならではの
クリエーションです！

ルレ・エ・シャトー日本30年のストーリーで
培われたレガシーを未来に

「30年の歴史を未来へRelaisする、感謝の饗宴」
美食コラボレーションは全国13か所のルレ・エ・シ
ャトーで開催。さぁ、ご一緒しましょう！

We bring to you 30 years of Relais & Châteaux in Japan,
its story and legacy to the future

お願い：お祝いのカラーの赤色のアイテムを身につ
けてくださいませ。旅館でお浴衣の場合は、アクセサ
リーか、髪飾りなどでご賛同いただけると幸いです。
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Relais & Châteaux brought to the world,
French esprit. Relais & Châteaux Japan's style
was nurtured by applying a touch of Japanese
"omotenashi" and combining it to the hospitality
that is known globally. To sum up the 30
years and its legacy are the chefs who partners
themselves with the terroir that provides the
bounty, they will be weaving a story plate by
plate into a gastronomic collaboration. This is
indeed a creation that can be done only by Relais
& Châteaux.
”Relaising 30 years of history to the future,
Appreciation Feast", this gastronomic
collaboration will take place at 13 Relais &
Châteaux locations in Japan. So please join and
let the celebration begin!
We request that you wear something red when
you participate in the event. Even when wearing
the yukata at a ryokan, you can wear red
accessories.
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オトワレストラン

Otowa Restaurant
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10月

3

October
水 WED

10月

4

October
木 THU

フランス料理とスペイン料理のコラボレーションで
す。ルレ・エ・シャトーで活躍する多くのシェフが、他
国のルレ·エ·シャトー加盟レストランで修行したり、
また料理のジャンルを超えたペアリングによるイベ
ント開催も珍しくありません。ルレ・エ・シャトー日本

A collaboration between French and Spanish
cuisine. Many Relais & Châteaux chefs have
studied at Relais & Châteaux restaurants around
the world or have participated in events that
paired with different cuisines. To launch the
30th anniversary event in Japan, Chef Kazunori
Otowa and his sons Chef Hajime & Chef So, who
carries on the legacy of French greats as Alain
Chapel and Michel Guérard will collaborate
with Restaurant Sant Pau's executive chef Yosuke
Okazaki in Utsunomiya on October 3 & 4. Sant
Pau started as a grocery store in a village but is
now a place where apprentices from all over the
world come to learn. Executive Chef Okazaki
recreates the original flavors of the flagship
restaurant. This collaborative union will meet in
Utsunomiya to create a new story.

支部30周年記念イベントの皮切りとして、フランス
のアラン・シャペルやミシェル・ゲラールの流れを受
け継ぐオトワレストラン オーナーシェフ 音羽和紀と
料理長の長男 音羽元(はじめ)、都内姉妹店の料理
長 次男 創(そう)。小さな村の食料品店から始まり
今や世界中から研修生を迎えるスペイン本店の味
を忠実に再現するサンパウ東京のエグゼクティブシ
ェフ 岡﨑陽介が、10月3日と4日の2日間、宇都宮で
出会い、新たなストーリーを繰り出します。

オーナー 音羽和紀
シェフ 音羽和紀 & 音羽 元 & 音羽 創

コラボレーション シェフ

Owner Kazunori Otowa
Chefs Kazunori Otowa, Hajime Otowa and So Otowa

Pairing Chef

サンパウ東京 岡﨑陽介シェフ
Restaurant Sant Pau Tokyo
Chef Yosuke Okazaki

日程 10月3日(水) & 4日(木)
客席数 40 / 日 販売値 (お一人様料金表記）ディナーコース
16,000円 サービス料10%、税8%別(19,008円込々) *ドリンク別

Dates October 3 (Wed) & 4 (Thu)
Covers 40 / day Rates Dinner course: ¥16,000, before 10%
service charge and 8% tax (total cost: ¥19,008)
*Drinks not included.
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T +81 (0)28 651 0108
E otowa@relaischateaux.com
www.otowa-group.com
住所 〒320-0826 栃木県
宇都宮市西原町3554-7
Address 3554-7 Nishihara,
Utsunomiya, Tochigi 320-0826
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強羅花壇

Gora Kadan
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10月

14

October
日 SUN

片や黒潮の流れが豊かな海の幸をもたらす相模湾
の 後背 地・箱 根にあって、旧閑 院 宮 別 邸に設え
られた雅の宿に世界中からの賓客をもてなす強羅
花 壇 。片 や 加 賀 百 万 石 前 田 家 の お ひざ 元 、武
家 文化 が 花 開 いた 金 沢を 拠 点に、世 界 を 股 に
かけて活躍する日本 料理 銭 屋。同じ「和」でも
まったく異なるふたつの流れが箱根の地で出会い、
皿の上の物語として完結します。料理に添えられる
ワインは、ルレ・エ・シャトー日本支部より歴史が

On one hand is Gora Kadan in Hakone with
access to fruits of the sea from Sagami Bay.
They have been entertaining guests from all over
the world in a former imperial family retreat of
Kanin-no-miya. On the other hand is Zeniya,
which has a great reputation worldwide and
is located in Kanazawa, where Bushi culture
flourished. Both are Japanese with a "Wa"
feeling, but at the same time very different.
Both will meet in Hakone, and will complete
their stories on each dish served. Though its
history is younger than Relais & Châteaux Japan,
the wines served are from the world renown
Kenzo Estate. It is produced in Napa with a
strong Japanese determination that has captured
the hearts of gourmets around the world.
Refined tastes nurtured from the Sea of Japan,
Sagami Bay and Napa, with attentions to detail,
the results are Japanese refinement at its finest.
Gora Kadan is celebrating their 30th anniversary
and we will be celebrating this milestone, too.

浅いながら、ナパの地で日本人らしいこだわりで
生産され、瞬く間に世界のグルメを魅了するブランド
となったケンゾーエステートから。日本海、相模湾、
ナパの風土に育まれたこだわりの味はまさに粋を
極めた和の心そのものです。強羅花壇も今年30周
年を迎え、この饗宴で共に記念を祝います。

オーナー 藤本三和子・藤本裕二
料理長 小林 誠

コラボレーション シェフ

Owner Miwako Fujimoto and Yuji Fujimoto
Chef Makoto Kobayashi

Pairing Chef

日本料理 銭屋 髙木慎一朗主人
Zeniya Chef Shinichiro Takagi

日程 10月14日(日)
客席数 60 販売値 (お一人様料金表記）
ランチコース 15,000円
サービス料10%、税8%別 (17,820円込々) *イベント時ケンゾーエステート
ワイン付きW30周特別宿泊プランご用意。イベントランチ含まず、2名様1
室1名様1泊2食料金55,770円込々(滞在時の飲物別)にて受付可。

Date October 14 (Sun)
Covers 60 Rates Lunch course: ¥15,000 with Kenzo Estate Wine,
before 10% service charge and 8% tax (total cost: ¥17,820)
*Special package during the event is available: 30th Anniversary
Special Stay Plan for 2 guests in 1 room. 1 night with 2 meals, excl.
event lunch course menu/per person: ¥55,770 (service charge/tax
included). Drinks not included.
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T +81 (0)460 82 3331
E gora@relaischateaux.com
www.gorakadan.com
住所 〒250-0408 神奈川県
足柄下郡箱根町強羅1300
Address 1300 Gôra, Hakone,
Ashigarashimo, Kanagawa
250-0408

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

レストラン サンパウ東京

Restaurant
Sant Pau Tokyo

10月

24

October
水 WED

スペインのバルセロナ近郊、サンポル デ マルの
海を見下ろす丘で30周年を迎えたサンパウ。先代の
食料品店を瞬く間に世界トップクラスのレストラン
へと昇華させたカルメ・ルスカイェーダ シェフが、
全幅の信頼を置いてサンパウ東京の厨房を任せて
いるのが岡﨑陽 介シェフです。今回のイベントで
岡﨑シェフがコラボするのは長野の松本でマクロ
ビオティックのフレンチを実践するヒカリヤニシの
田邉真宏シェフ。フレンチの源流から生まれた2人
のシェフは、一人は生産者直結の長野だからこそ
実践できる健康志向の料理へ、一人は世界に影響
を及ぼす最先端のスペイン料理へとそれぞれ別の
道をたどり、今夜だけ日本橋でひとつになります。

At the outskirts of Barcelona in Spain,
Restaurant San Pau celebrated its 30th
anniversary overlooking the water on the hills
of Sant Pol de Mar. Chef Carme Ruscalleda
transformed a grocery store owned by her family
to a world renown restaurant. Chef Yosuke
Okazaki is trusted by Chef Carme to manage
the San Pau Tokyo kitchen. For this event,
Chef Okazaki collaborates with Chef Masahiro
Tanabe of Hikariya-Nishi based in Matsumoto
Nagano whose specialty is macrobiotic French
cuisine. Both chefs origins are French based, but
one has direct connection with food producers
in Nagano with focus on healthy food and the
other working in the forefront of Spanish cuisine
which has influenced the world. For just tonight,
they will become one in Nihonbashi.

オーナー 下山雄司
シェフ カルメ・ルスカイェーダ & 岡崎陽介

コラボレーション シェフ

Owner Yuji Shimoyama
Chefs Carme Ruscalleda and Yosuke Okazaki

Pairing Chef

ヒカリヤ ニシ 田邉真宏シェフ
Hikariya-Nishi Chef Masahiro Tanabe

日程 10月24日(水)
客席数 40 販売値 (お一人様料金表記）
ディナーコース 25,000円 サービス料10%、税8%別 (29,700円
込々) *ドリンク付き

Date October 24 (Wed)
Covers 40 Rates Dinner course: ¥25,000, before 10%
service charge and 8% tax (total cost: ¥29,700)
*Drinks included.
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T +81 (0)3 3517 5700
E santpautokyo@relaischateaux.com
www.santpau.jp
住所 〒103-0027 東京都中央区
日本橋1-6-1 コレド日本橋
Address Coredo Nihonbashi Annex,
1-6-1 Nihonbashi, Chuo, Tokyo 103-0027
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ジ・ウザテラス
ビーチクラブヴィラズ

The Uza Terrace
Beach Club Villas

12月

1

December
土 SAT

沖縄本島、那覇空港から西海岸を快適なドライブ
で 北 上して 約1時 間 半 。残 波 岬に位 置 するジ・
ウザテラス ビーチクラブヴィラズのディナータイム
は、東シナ海に沈む夕日に染まるテラスで傾ける
アペリティフからスタートします。本土では冬の足音
が近づく12月1日、南国の温かい海風が届く開放的
なレストランに、神戸北野ホテルの山口浩シェフが
伝説の料理人ベルナール・ロワゾー直伝の正統派
フレンチを携えて登場です。料理長 徳 永久仁彦
シェフの沖縄、読谷村、はたまた自家農園「OUR
FA R M」の穏やかな沖 縄の気候 風 土に育まれた
食材とも編み出されるクリエーションに期待感が
高まります。

On the main island of Okinawa and a 1.5 hour
west coast drive north from Naha Airport is
The Uza Terrace Beach Club Villas. Located at
Cape Zanpa, dinner time starts with aperitifs on
the terrace with sun setting into the East China
Sea. With winter approaching in Honshu, on
December 1 with the warm sea breeze blowing
in the open restaurant, Chef Yamaguchi of Kobe
Kitano Hotel who studied under the legendary
French Chef Bernard Loiseau will arrive with
his traditional French skills on hand. Chef
Kunihiko Tokunaga will bring produces grown
in the gentile climates of Okinawa from their
garden farm, "Our Farm" in Yomitan Village,
Okinawa. Expectations are high for the two
chef's creations!

オーナー 國場幸伸
ゼネラルマネージャー 比嘉建巳
ホテルマネージャー 西 哲士
シェフ 徳永久仁彦

コラボレーション シェフ

神戸北野ホテル 山口浩シェフ

Pairing Chef

Kobe Kitano Hotel
Chef Hiroshi Yamaguchi

Owner Yukinobu Kokuba
General Manager Tateki Higa
Maître de Maison Tetsuji Nishi
Chef Kunihiko Tokunaga

日程 12月1日
（土）
客席数 40 販売値 (お一人様料金表記）1 泊 2 食付 お部屋タイプ・
人数に依る。お一人様68,000円サービス料込、税8%別(73,440円込々)
より。*ディナー時、ペアリングドリンク付/ 2 名様 1 室より受付可。前後泊
別途問い合わせ。

Date December 1 (Sat)
Covers 40 Rates 1 night stay with 2 meals. Room type depending
on numbers of guests. From ¥68,000 per person, service charge
included, before 8% tax (total costs: ¥73,440) *Reservations can be
made from 2 guests sharing a room/ pairing drinks will be served at
dinner. Please contact us for room bookings for before/after event.
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T +81 (0)98 921 6111
E uza@relaischateaux.com
https://www.terrace.co.jp/uza/
住所 〒904-0328 沖縄県
中頭郡読谷村宇座630-1
Address 630-1 Uza, Yomitan,
Nakagami, Okinawa 904-0328

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

ドミニク・ブシェ トーキョー

Dominique
Bouchet Tokyo

12月

13

December
木 THU

2016年にルレ・エ・シャトー加盟のドミニク・ブシ
ェ トーキョー。まだ新しい日本メンバーですが、ド
ミニク シェフとルレ・エ・シャトーの縁はパリのル
レ・エ・シャトー加盟レ・ザンバサドゥール（ホテル・
ド・クリヨン内メインレストラン）のシェフに就任し
た1997年に遡ります。
「和の美学」のコンセプトを
掲げる日本を心から愛するフランス人シェフが、
世界の料理人からも"金沢といえばシン"ので通って
いる、日本料理 銭屋 二代目主人 髙木慎一朗を迎
え、20名様に限定した特別な夜をお約束します。

Dominique Bouchet Tokyo joined as a member
to Relais & Châteaux in 2016. Though a new
member in Japan, the relationship with Chef
Dominique and Relais & Châteaux goes
back to 1997 when he became the chef of Les
Ambassadeurs, the main restaurant in Hôtel de
Crillon in Paris. A French chef who is deeply in
love with Japan's "beauty of WA" will welcome
Zeniya's Chef Shinichiro Takagi known globally
as "Shin" when mentioned Kanazawa will
collaborate on a special meal for twenty. It will
be special night to remember.

オーナー 緒方 智
支配人 ロマン・エルブルト
シェフ ドミニク・ブシェ & 田中耕太

コラボレーション シェフ

Owner Satoshi Ogata
Maîtres de Maison Romain Herbreteau
Chef Dominique Bouchet and Kota Tanaka

Zeniya Chef Shinichiro Takagi

日本料理 銭屋

T +81 (0)3 6264 4477
E bouchet-tokyo@relaischateaux.com
www.dominique-bouchet.jp

日程 12月13日
（木）
客席数 20 販売値 (お一人様料金表記）
ディナーコース 70,000円税込、10％サービス料別
(77,000円込々) *ペアリングドリンク込

Date December 13 (Thu)
Covers 20 Rates Dinner course: ¥70,000, Service charge
excluded, 8% tax included (total cost: ¥77,000)
*Pairing drinks included.
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髙木慎一朗主人

Pairing Chef
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住所 〒104-0061 東京都中央区 銀座1-5-6
銀座レンガ通り 福神ビル2階
Address Ginza Rengadori
Fukujin Bldg 2F, Ginza 1-5-6 Chuo-ku,
Tokyo 104-0061

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

別邸 仙寿庵

Bettei Senjuan

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

1月

30

January
水 WED

谷 川 岳 を 望 む 美 し い 自 然 環 境 に 魅 了 され 、
近年は世界中から観光客が訪れる群馬で人気の
水 上 温 泉 。別 邸 仙 寿 庵 は さ ら に 奥 ま っ た
静 か な 山 間 の 谷 川 温 泉 位 置 して い ま す。群
馬 の 食 材 を 多 用し た 季 節 ごと の 食 事 は テ ー
ブ ル の 炭 火 で 火 を 通 して 供 さ れ る な ど 、素
材 の 持 ち 味 が 最 大 限 活 か さ れ て い ま す。美
食 イベ ントで ペ ア を 組 む 田 邉 真 宏 シ ェ フ の
ヒカリヤニシ は 、お 隣 は 長 野 県 の 松 本 に あ る
マクロビオティックのフレンチレストラン。田 邉
シェフは250を超える農家と契約をし自ら、農家
さん、食 材と向き合っています。長野と群馬の山
の恵みを最 大 限に活 かしたコラボレ ーションが
展開されます。

From all over the world, visitors come
to Gunma's Minakami Onsen where its
natural beauty can be appreciated from Mt
Tanigawa. Bettei Senjuan is located in the
quiet mountainous area of Tanigawa Onsen.
Using seasonal produces from Gunma, fresh
ingredients are cooked and served at the table by
charcoal at its best. In this gastronomic event,
Chef Masahiro Tanabe of Hikariya-Nishi from
neighboring Matsumoto, Nagano Prefecture
operates a macrobiotic French restaurant. He
contracts directly with over 250 producers and
works closely with the farmers, producers and
the ingredients itself. You will experience a
collaboration of beautiful produces from both
Nagano and Gunma Prefectures.

オーナー 久保富雄
若主人 久保英弘
シ ェフ 安斉 進

コラボレーション シェフ

Owner Tomio Kubo
Maître de Maison Hidehiro Kubo
Chef Susumu Anzai

Hikariya-Nishi Chef Masahiro Tanabe

ヒカリヤ ニシ 田邉真宏シェフ

Pairing Chef

日程 1月30日
（水）
客席数 40 販売値 (お一人様料金表記）1 泊 2 食付 お部屋
タイプ・人数に依る。お一人様 45,700円サービス料込、税8% & 入湯税別
(49,506円込々) より。*ドリンク付き/ 2 名様 1 室より受付可。

Date January 30 (Wed)
Covers 40 Rates 1 night stay with 2 meals. Room type depending on
numbers of guests. From ¥45,700 per person, service charge included,
before bath tax and 8% tax (total costs: ¥49,506) *Drinks not
included. Reservations can by made from 2 guests sharing a room.
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T +81 (0)278 20 4141
E senjuan@relaischateaux.com
www.senjyuan.jp
住所 〒379-1619 群馬県
利根郡みなかみ町谷川614
Address 614 Tanigawa,
Minakami, Tone, Gunma
379-1619

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

あさば

Asaba

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

3月

4

March
月 MON

西は駿河湾、東は相模湾に挟まれた急峻な地形の
伊豆半島。修善寺はそのほぼ真ん中にあり、新鮮
な四季折々の食材が近隣の生産地からふんだんに
届きます。1200年続く温泉の町は、鎌倉時代には
源頼家が幽閉された地でもあり、その歴史と文化
的背景は土地柄となって今も色濃く残っています。
決して奇をてらわず、それぞれの食材を一番おい
しい時期に一番おいしい調理法で提供するあさば
の料理も、まさにこの地で歴史を刻んだ宿ならで
はのスタイルです。あさばの料理長と共にこの日の
ために厨房で采配を振るうのは、フランスから帰国
の後、テロワールを宇都宮から全国に発信し続け、
フランス料理を根付かせたオトワレストランの音羽
和紀シェフ、そして息子の長男 音羽元(はじめ) と次
男 音羽創(そう)です。旅館とレストラン異なる同士
が、継承しつつも新しい事に挑戦し続ける饗宴。

Izu Peninsula and its hilly geography is situated
between Suruga Bay to the west and Sagami Bay
to the east. Shuzenji is located approximately
in the middle of the peninsula and seasonal
produces are available from near by areas. The
onsen town with a history of over 1200 years is a
place Minamoto no Yoriie was exiled during the
Kamakura period. To this day, this region is rich
in history and culture. Asaba's cuisine comes
from the regional heritage to prepare the food at
its seasonal best in the best possible way rather
than be too creative, With Asaba's head chef,
Chef Kazunori Otowa and his sons, Chef Hajime
and Chef So will be orchestrating the kitchen
together. Since Chef Kazunori's return from
France, he has based himself in Utsunomiya to
communicate and educate the importance of
terroir in Japan. Ryokan and restaurants are a
different breed, but both are carrying on a family
business and challenging something new for the
future.

オーナー 浅羽一秀
女将 浅羽弥佐

コラボレーション シェフ

Owner Kazuhide Asaba
Maître de Maison Misa Asaba

Pairing Chef

オトワレストラン 音羽和紀シェフ・元シェフ・創シェフ
Otowa Restaurant Chef Kazunori Otowa,
Chef Hajime Otowa & Chef So Otowa

日程 3月4日
（月）
客席数 30 販売値 (お一人様料金表記）1 泊 2 食付 お部屋タイプ・人数に
依る。お一人様 45,000円サービス料込、税8%＆入湯税別(48,750円込
々) より。*ドリンク別/ 2 名様 1 室より受付可。

Date March 4 (Mon)
Covers 30 Rates 1 night stay with 2 meals. Room type depending on
numbers of guests. From ¥45,000 per person, service charge included,
before bath tax and 8% tax (total costs: ¥48,750) *Drinks not
included. Reservations can by made from 2 guests sharing a room.
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T +81 (0)558 72 7000
E asaba@relaischateaux.com
www.asaba-ryokan.com/en
住所 〒410-2416 静岡県
伊豆市 修善寺3450-1
Address 3450-1 Shuzenji, Izu,
Shizuoka 410-2416

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

忘れの里 雅叙苑/天空の森

Wasurenosato Gajoen/
Tenku no Mori

3月

20
March
水 WED

九州の最南端vs北海道。世界初の温泉リゾートvs
大都会札幌から世界にその名をとどろかすフレンチ
のレストラン。鹿 児島の地産地消・自給自足中心
vs厳選された北の大地の食材中心。出会うはずの
な い二人の 料 理 人の 出 会 い が 春 の日差し に包
まれる天 空の 森で実 現します。食 材の 持ち味を
大切にした北海道ならではのフランス料理で世界
に認められたモリエールの中道博シェフと今智行
シェフがどんなアイデアを携えて鹿児島の地に降り
立つかに想像力は限りなく膨らみます。ご宿泊は
共にルレ・エ・シャトーの茅葺き屋根の原風景に
心もほぐれる「忘れの里 雅叙苑」で。

Kyushu's southern tip vs. Hokkaido. From the
world's first Onsen resort vs. world famous
French restaurant based in central Sapporo.
Pitching local produce from Kagoshima against
selected ingredients from the north, two chefs
who would not normally meet will be meeting
amongst the spring rays at Tenku no Mori.
Our expectations and anticipation grows as the
two chef's Molière's Chef Hiroshi Nakamichi
and Tomoyuki Kon who makes the best of the
ingredients from Hokkaido land in Kagoshima
with their ideas. Accommodations will be at
Relais & Châteaux's "Wasurenosato Gajoen" with
the thatched roofs which will be restful.

© 忘れの里 雅叙苑 Wasurenosato Gajoen

忘れの里 雅叙苑 & 天空の森
オーナー 田島健夫
女将 田島悦子

コラボレーション シェフ

レストランモリエール
中道博シェフ・今智行シェフ

Wasurenosato Gajoen & Tenku no Mori
Owner Tateo Tajima
Maître de Maison Etsuko Tajima

Pairing Chef

Restaurant Molière
Chef Hiroshi Nakamichi & Chef Tomoyuki Kon

日程 3月20日
（水）会場 天空の森
客席数 20 販売値 (お一人様料金表記）雅叙苑宿泊 1 泊 2 食付(イベント
ディナー会場は天空の森) / お部屋タイプ・人数に依る。お一人様 58,000
円サービス料込、税8%＆入湯税別(62,790円込々) より。*ドリンク別/ 2 名
様 1 室より受付可。

Date March 20 (Wed) Venue Tenku no Mori
Covers 20 Rates 1 night stay with 2 meals at Gajoen. (Event dinner
will be at Tenku no Mori) Room type depending on numbers of
guests. From ¥58,000 per person, service charge included, before
bath tax and 8% tax (total costs: ¥62,790) *Drinks not included.
Reservations can by made from 2 guests sharing a room.

© 天空の森 Tenku no Mori
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T +81 (0)995 76 0777
E gajoen@relaischateaux.com
www.gajoen.jp
住所 〒899-6507 鹿児島県
霧島市 牧園町宿窪田3389
Address 3389 Syukukubota,
Makizono, Kirishima,
Kagoshima 899-6507

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

レストラン
オテル・ドゥ・ミクニ

Restaurant
Hotel de Mikuni

3月

31

March
日 SUN

日本のフレンチの歴史を築いた三國清三シェフの
牙城オテル・ドゥ・ミクニは、四谷の閑静な住宅
街にある一軒家レストランの草分け的存在です。
加盟20年以上のルレを知り尽くした両ベテラン、
大阪ラ・ベカスの渋谷圭紀シェフが三國シェフと
共に腕を振るいます。共にフレンチの巨匠 アラン・
シャペルに従事し、ルレ・エ・シャトーの国内や
海外のイベントでは何度も共に料理を担当した両
シェフだからこそ、息の合ったチームワークはお
手の物です。また30年近くにわたって日本支部で
レストランメンバーを牽引してきたのもこの2店。
アラン・シャペルのエスプリと二人のコラボレー
ション妙技を体験していただけます。

Chef Kiyomi Mikuni of Hôtel de Mikuni has
been a pioneer of French cuisine in Japan,
establishing a restaurant in a quiet residential
area in Yotsuya. In this renown kitchen, Chef
Yoshinori Shibuya of La Bécasse will collaborate
together with Mikuni, both who became a Relais
& Châteaux veteran member over 20 years ago.
Both studied under Alain Chapel in France and
they have cooked together in numerous Relais
& Châteaux events both globally as well as in
Japan. They will show us how well they work
together as a team. Over the past 30 years, both
restaurants have led the Relais & Châteaux
restaurants in Japan. With Alain Chapel's esprit
and the two collaborating, you will experience
something exquisite.

オーナーシェフ 三國清三
支配人 押切博明

コラボレーション シェフ

ラ・ベカス 渋谷圭紀シェフ

Owner and Chef Kiyomi Mikuni
Maître de Maison Hiroaki Oshikiri

Pairing Chef

La Bécasse Chef Yoshinori Shibuya

日程 3月31日
（日）
客席数 40 販売値 (お一人様料金表記）
ディナーコース 35,000
円 サービス料&税8%込々 *ドリンク付き

Date March 31 (Sun)
Covers 40 Rates Dinner course: ¥35,000, service charge
and 8% tax included. *Drinks included.
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T +81 (0)3 3351 3810
E mikuni@relaischateaux.com
www.oui-mikuni.co.jp
住所 〒160-0011 東京都 新宿区若葉1-18
Address 1-18 Wakaba, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0011

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

べにや無何有

Beniya Mukayu

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

5月

8

May
水 WED

金沢の奥座敷、山代温泉。その高台、かつて僧たち
が温泉と薬草で人々を治療していた薬師山の地で、
今はべにや無何有が温泉と薬草を使ったスパ・円
庭施術院や、自然の山庭と調和する静謐な空間で
世界中から訪れるゲストをもてなしています。オテ
ル・ドゥ・ミクニの三國清三シェフを迎えての美食
イベントは、客室の窓から眺める山庭が初夏の緑に
染まる頃に催されます。自然のエネルギーをたっぷ
り取り込んだ加賀能登の山の幸や日本海の海の幸
を厳選し、食材の宝庫ならではの一夜限りの特別
な和とフレンチのコースが生まれます。

In Yamashiro Onsen near Kanazawa, on the
hilltop of Yakushiyama-Mountain of Healing
Buddha, monks gave treatments using hot
spring and medicinal herbs from the area. Now,
Beniya Mukayu runs a spa using the same hot
spring and medicinal herbs, welcoming and
entertaining guests from all over the world
in this serene environment in harmony with
nature. The gourmet event with Hôtel du
Mikuni's Chef Kiyomi Mikuni will be held
in a room overlooking the garden with early
summer fresh greens. Full of energy from
nature, using the bounty from the mountains
and the sea from Kaga and Noto, it will be
created into a one night only collaboration of
Japanese and French cuisine.

オーナー 中道一成
女将 中道幸子
料理長 紀之本義則

コラボレーション シェフ

Owner Kazunari Nakamichi
Maître de Maison Sachiko Nakamichi
Chef Yoshinori Kinomoto

Restaurant Hôtel de Mikuni
Chef Kiyomi Mikuni

オテル・ドゥ・ミクニ

日程 5月8日(水)
客席数 40 販売値 (お一人様料金表記）ディナーコース 18,000
円 サービス料込、税8%別 (19,440円込々) 。*ドリンク付き / 宿
泊付きは別途問い合わせ。

Date May 8 (Wed)
Covers 40 Rates Dinner course: ¥18,000, service charge
included, before 8% tax (total cost: ¥19,440). *Drinks included.
Please contact property separately to reserve rooms.
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三國清三シェフ

Pairing Chef
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T +81 (0)761 77 1340
E beniya@relaischateaux.com
www.mukayu.com
住所 〒922-0242 石川県
加賀市 山代温泉55-1-3
Address 55-1-3 Yamashiro Onsen,
Kaga, Ishikawa 922-0242

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

要庵 西富家

Kanamean
Nishitomiya

5月

11
May

土 SAT

京都を舞台に繰り広げられる異色のコラボレー
ションです。舞台は145年続く京懐石の宿として
知られ、2015年にルレ・エ・シャトー加盟となった
要庵 西富家。今 年の春、伝統の数 寄屋つくりに
春夏 秋 冬 の京 唐 紙 を 配したお 食 事 処 は 生まれ
変わりました。ドミニク・ブシェ トーキョーから
ドミニク シェフが 直々にルレ・エ・シャトー日本
支 部30周年記 念イベントのためやってきます。
日 本 に は 特 に 造 詣 が 深 いフランス 人シェフの
こと、日本の食材は知り尽くしているはずですが、
京 都 の 伝 統 を 守る宿の 料 理 人との 食 の 饗 宴 に
どのようなサプライズを盛り込むことになるのか、
興味は尽きません。

This is a unique collaboration taking place in
Kyoto. Location is at Kanamean Nishitomiya
who became a Relais & Châteaux member in
2015. A ryokan and Kyo-Kaiseki cuisine, its
history goes back 145 years. The traditional
Sukiya-Tsukuri dining room renewed itself
with Kyo-Karakami in spring, summer, autumn
and winter designs. Chef Dominique Bouchet
himself will be coming to celebrate the 30th
anniversary in Japan. He is well versed in Japan
and its fine produces. Teaming up with a chef
who honors the traditions of Kyoto, we expect
this feast filled with exciting surprises. Interests
will be endless!

オーナー 西田和雄
女将 西田恭子

コラボレーション シェフ

ドミニク・ブシェトーキョー
ドミニク ブシェ シェフ

Owner Kazuo Nishida
Maîtres de Maison Kazuo and Kyoko Nishida

Pairing Chef

Dominique Bouchet Tokyo
Chef Dominique Bouchet

日程 5月11日
（土）
客席数 20 販売値 (お一人様料金表記）
ディナーコース 22,000円サービス料 & 税8%別 (26,136円込)
*ドリンク別 / 宿泊付きは別途問い合わせ。

Date May 11 (Sat)
Covers 20 Rates Dinner course: ¥22,000, before service
charge and 8% tax (total cost: ¥26,136) *Drinks not included.
Please contact property separately to reserve rooms.
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T +81 (0)75 211 2411
E kanamean@relaischateaux.com
www.kanamean.co.jp
住所 〒604-8064 京都府京都市
中京区富小路六角下る
Address Tominokoji Rokkaku Sagaru,
Nakagyo, Kyoto 604-8064

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE
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西村屋本館

Nishimuraya
Honkan

5月

22
May

水 WED

開湯1400年の城崎温泉。昭和の風情が残る温泉
街は浴衣に下駄履きで外湯めぐりを楽しむ人々が
行きかいます。この地で150年続く登録文化財の名
宿が2016年、ルレ・エ・シャトーに加わりました。
但馬牛や松葉かになど、滋味に恵まれた地ならで
はの旬の食材から華やかな料理が繰り出される和
の厨房で美食の饗宴をコラボレーションするのは
神戸北野ホテルの山口浩シェフ。軽快な語り口で
メディアでも人気のシェフの見事な手さばきから
生まれるフランス 料 理は、修行 時 代を過ごした
フランスのベルナール・ロワゾー直伝のもの。日仏饗
宴はもちろんのこと、兵庫県北部でも日本海 豊岡の
西村屋 総料理長 髙橋悦信と大阪湾 神戸 山口シェフ
の兵庫県同士の競演も初の試みです。

Kinosaki Onsen opened in 1400. Bathers
enjoying different baths can be seen dressed in
yukata and wooden geta sandals in town with a
nostalgic Showa feeling. The renowned ryokan
with 150 year history joined Relais & Châteaux
in 2016. Like Tajima beef and Matsuba crabs, it
is an area rich in local food ingredients. For this
gastronomic feast, Chef Hiroshi Yamaguchi of
Kobe Kitano Hotel will be collaborating in the
Japanese kitchen. With his cheerful manner
and popular with the media, Chef Yamaguchi's
execution of his French cuisine comes from his
years as an apprentice to the legendary French
chef Bernard Loiseau. It is a gastronomic feast
between Japan and France cuisine, but also a
competion of two chefs from Hyogo Prefecture.
Nishimuraya Honkan's Chef Etsunobu
Takahashi is from its Northen Sea of Japan
region of Toyooka and Chef Yamaguchi is from
Kobe on the bay of Osaka.

オーナー 西村総一郎
支配人 浮田礼子
料理長 髙橋悦信

コラボレーション シェフ

Owner Soichiro Nishimura
Maître de Maison Reiko Ukita
Chef Etsunobu Takahashi

Pairing Chef

神戸北野ホテル
山口浩シェフ

Kobe Kitano Hotel
Chef Hiroshi Yamaguchi

日程 5月22日(水)
客席数 40 販売値 (お一人様料金表記）ディナーコース
18,000円 税8%別 (19,440円込)。*ドリンク別/宿泊付き
別途問い合わせ。

Date May 22 (Wed)
Covers 40 Rates Dinner course: ¥18,000, before 8% tax
(total cost: ¥19,440). *Drinks not included. Please contact
property separately to reserve rooms.
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T +81 (0)796 32 4895
E nishimuraya@relaischateaux.com
www.nishimuraya.ne.jp/honkan
住所 〒669-6101 兵庫県豊岡市
城崎町湯島 469
Address 469 Yushima, Kinosaki,
Toyooka, Hyogo 669-6101
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ヒカリヤ ニシ

Hikariya-Nishi

REL AIS & CHÂTEAUX 30TH ANNIVERSARY FEAST GUIDE

6月

14
June

金 FRI

松本 城から徒 歩5-6分。ヒカリヤニシは130年前
の商家の蔵造りを、歴史的価値を損なうことなく
リノベーションして生まれ たレストラン で す。
田 邉 真 宏シェフの 料 理はマクロビオティックを
コンセプトにしたナチュレフレンチ。古来から日本人
に好まれ受け継がれてきた体に優しい食材が取り
入れられています。大阪千里山で二代続く柏屋は
数 寄 屋 造りの 佇 まいで 懐 石 料 理 を供 する老 舗
料亭です。亭主の松尾英明は2012年にルレ・エ・
シャトー加盟。2014年加盟の田邉シェフと共に新し
い風をもたらしています。ルレ・エ・シャトーならで
はのジャンルを超えたコラボレーションです。

オーナー 兼 支配人
シ ェフ 田邉真宏

A 5-6 minute walk from Matsumoto Castle,
Hikariya-Nishi is a restaurant housed in a 130
year old "kura" of a merchant. The restaurant is
renovated, but it renewed itself without losing
any of the historic properties. Chef Masahiro
Tanabe's natural French cuisine is based on
macrobiotic concepts and uses food sources that
in Japan is kind to the body. Kashiwaya in Osaka
with its Sukiya-Tsukuri structure is a Kaiseki
cuisine restaurant for two generations. Owner
Hideaki Matsuo became a Relais & Châteaux
member in 2012 and Chef Tanabe became a
member in 2014 both bringing you a breath of
fresh air. This is a collaboration that is uniquely
Relais & Châteaux crossing different genres.

コラボレーション シェフ

齊藤忠政

柏屋

Owner and Maître de Maison Tadamasa Saito
Chef Masahiro Tanabe

Kashiwaya Chef Hideaki Matsuo

日程 6月14日(金)
客席数 30 販売値 (お一人様料金表記）
ディナーコース 20,000円 サービス料込、税8%別 (21,600円込
々) *ドリンク別

Dates June 14 (Fri)
Covers 30
Rates Dinner course: ¥20,000, Service charge included,
before 8% tax (total cost: ¥21,600). *Drinks not included.
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松尾英明主人

Pairing Chef
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T +81 (0)263 38 0186
E hikariya-nishi@relaischateaux.com
www.hikari-ya.com
住所 〒390-0874 長野県
松本市大手4-7-14
Address 4-7-14 Ote, Matsumoto,
Nagano 390-0874
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ご予約・お問い合わせ

RE SERVATI O NS & EN Q UIRIE S
1

オトワレストラン Otowa Restaurant

10

T +81 (0)28 651 0108 | 栃木県・宇都宮 Utsunomiya, Tochigi

_

2 強羅花壇 Gôra Kadan

12

T +81 (0)460 82 3331 | 神奈川県・箱根 Hakone, Kanagawa
3 レストランサンパウ東京

_

Restaurant Sant Pau Tokyo

T +81 (0)3 3517 5700 | 東京 Tokyo

PERSONAL
SHOPPING

14
_

4 ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ Uza Terrace Beach Club Villas

T +81 (0)98 921 6111 | 沖繩 Okinawa

16
_

5 ドミニク・ブシェ トーキョー Dominique Bouchet Tokyo

T +81 (0)3 6264 4477 | 東京 Tokyo

_

18

_

6 別邸仙寿庵 Bettei Senjuan

20

T +81 (0)278 20 4141 | 群馬県・水上温泉 Minakami Onsen Hot Spring, Gunma

_

7 あさば Asaba

22

T +81 (0)558 72 7000 | 静岡県・修善寺 Shuzenji, Shizuoka

_

8 忘れの里 雅叙苑 / 天空の森 Wasurenosato Gajoen/Tenku no Mori

24

T +81 (0)995 77 2114 | 鹿児島県・妙見温泉 Myoken Onsen Hot Spring, Kagoshima
9 レストラン オテル・ドゥ・ミクニ

Restaurant Hôtel de Mikuni

26

T +81 (0)3 3351 3810 | 東京 Tokyo
10 べにや無何有 Beniya Mukayu

28

_T +81 (0)761 77 1340 | 石川県・山代温泉 Yamashiro Onsen Hot Spring, Ishikawa _
11 要庵 西富家 Kanamean Nishitomiya

30

T +81 (0)75 211 2411 | 京都 Kyoto
12 西村屋本館 Nishimuraya Honkan
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_

T +81 (0)263 38 0186 | 長野県・松本 Matsumoto, Nagano

自分に似合うものがわからない、TPOに合わせてアイテムを提案して欲しい
など、お客さまのご相談に、専門知識を持ったスタイリストがお応えします。

T +81 (0)796 32 4895 | 兵庫県・城崎温泉 Kinosaki Onsen Hot Spring, Hyogo
13 ヒカリヤ ニシ Hikariya-Nishi

■専門スタイリストによるトータルアドバイス

34

パーソナルカラー診断、フィッティングアドバイス、ギフトコンシェルジュとい
った、伊勢丹だからこそ揃えられるスペシャリストたちを、あなただけのトー
タルアドバイスとしておつかいくだい。

■ラグジュアリーな空間でショッピング

おひとりでゆっくり、お連れ様と楽しくお品選びをされたい方には、アテンド

FO LLOW US!

サロンをご用意しております。お客さまのご要望やカウンセリングをもとに
スタイリストがお品物を集めます。

■パーソナルショッピングご利用方法
ご来店の2日前までにご予約ください。

#relaischateauxjapan #ルレエシャトー
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伊勢丹新宿店 カスタマーデスク
03-6273-1973(直通）
営業時間10時30分-8時
37

at
伊勢丹
新宿店
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— PL ATINUM SP O NSO R —

— SP O NSO RS —

THE FINE DINING WATERS

PH OTO CRED ITS
In accordance with the agreement on the assignment of rights to photos of the R&C member properties, R&C reserves the
right to reproduce and represent the granted photos in any form.
Below are the photo credits for each page, from upper left to lower right.
p2, p28-29 ©Beniya Mukayu; p4, p8, p11, p23 ©Otowa Restaurant; p8, p18-19, p31 ©Dominique Bouchet Tokyo; p8, p15, p34-35
©Hikariya-Nishi; p8, p27 ©La Bécasse; p8, p35 ©Kashiwaya; p8, p25 ©Restaurant Molière; p8, p17, p33 ©Kobe Kitano Hotel;
p8, p26-27, p29 ©Restaurant Hôtel de Mikuni; p8, p11, p14-15 ©Restaurant Sant Pau Tokyo; p8, p11, p19 ©Zeniya; p10 ©Ryo
Hata; p12-13 ©Gôra Kadan; p16-17 ©The Uza Terrace Beach Club Villas; p20-21 ©Bettei Senjuan; p22-23 ©Asaba; p24 ©Tenku
no Mori; p25 ©Wasurenosato Gajoen; p30-31 ©Kanamean Nishitomiya; p32-33 ©Nishimuraya Honkan.
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