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プレスリリース   2022年 10月 13日 

今年のテーマは “RegenerAction” （再生アクション） 

「Food for Change 2022」  

ルレ・エ・シャトーとスローフードが再生農業を支援

●6年連続でルレ・エ・シャトーとスローフードが手を組み、伝統的な農業技術の回復を支援

●ルレ・エ・シャトーのシェフが、スローフードの「味の箱船」に 100品目以上を推薦

●テッラ マードレ・サローネ デル グストのパネルディスカッションに、ルレ・エ・シャトーのシェフ 3名が参加

世界中の厳選された 580のホテルとレストランが加盟する協会であるルレ・エ・シャトーは、伝統食材を記録

するためのプロジェクト「味の箱船」に取り組むスローフード協会（以下、スローフード）と共同で、「Food 

for Change（フード・フォー・チェンジ）」キャンペーンの支援を行っております。キャンペーンを通して、メンバ

ーであるホテルやレストラン、そのコミュニティに再生可能な農業の実践を呼びかけています。 

再生農業は、自然に肥沃な土地を作り、温室効果ガスの排出を削減し、炭素固定を増加させます。ルレ・エ・

シャトーは、たとえ小さなコミュニティであっても、再生原理を採用することで、温室効果ガス排出削減に貢献

できると確信しています。 

さらに、ルレ・エ・シャトーは、生物多様性と食の遺産を守るために、世界中の絶滅寸前の動物、果物、野菜の

品種や加工食品などが 5700 点以上登録されたスローフード協会のオンラインカタログ「味の箱船」に、 

現在 100点以上の食品や製品を推薦しています。 

ルレ・エ・シャトーの副会長オリビエ・ローランジェは、「ルレ・エ・シャトーのシェフは生物多様性の保護者であ

り、自然の美しさの執事として行動し、食糧システムの“再生”に貢献します」と述べ、「土壌の健全性を優先

させることで、炭素が減少し、水循環が改善される。これが再生であって、ガストロノミーの未来です」と話し

ます。このアプローチは、気候変動への対策に不可欠であり、カーボンニュートラルとその先のネットゼロに向

けた重要な足がかりになります。生態系を自然なバランスに戻し、土地の生産性を高め、そこに生息する動

物を増やすことができるのです。

また、スローフードのエドワード・ムキビ会長は、次のように述べています。「“再生農業”を実践することで、 

土地の健全性も回復し、気候変動を遅らせることが期待できます。現在の食をとりまく環境は、私たちが日々

口にしているものの選択一つ一つによって作り上げられているものです。 この環境をより良いものにしていく

ためには、企業や経済が取り組むのはもちろん、一人一人の意識や文化、環境など、様々な分野の垣根を超

えて取り組まなければなりません。誰もが参加し、変化をもたらすことができるのです。これが、スローフード

が考える“リジェネアクション”（再生アクション）です。」 
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「Food For Change」アクティビティ 

― 日本メンバーの事例紹介 ― 

世界中のルレ・エ・シャトーのメンバーが、特別ディナーや料理教室などを開催し、独自の「再生」に向けた取

り組みを広げています。また、日本においても地域に向けてメンバー自身が「Food For Change」に向けた

取り組みを行っております。下記、３つの事例をご紹介いたします。 

ヒカリヤ ニシ

長野県松本市にある「ヒカリヤ ニシ」では、ガーデンを無償で農家様へ貸し出し、野菜市

（マルシェ）をしてもらっているほか、スタッフで農家様を訪問し、収穫の手伝いをしていま

す。田邉シェフは近隣小学校や中学校へ出向き「味覚の授業」を定期的に行っており、そ

の活動は地元新聞などにも頻繁に掲載されています。また、長野県と共同で野菜の開発

を行い、今後の活性化の為に試作品を近隣料理店などに分配しています。 

自社畑では無農薬栽培を、グループ全体で料理に使用しているほか、自社水田では田植

えや稲刈りなどの体験をグループ従業員とともに行っています。 

田邉シェフは、保存食として伝統的に作られてきた「天龍村の柚餅子」を味の箱舟に推薦

し、無事に承認。6月から 9月までのあいだ JR東日本のクルーズトレイン「四季島」にて

柚餅子を使った料理を提供しました。 www.relaischateaux.jp/hikariya 

オトワレストラン

栃木県宇都宮市にある「オトワレストラン」では、栃木の食材をメインにコース料理を提供

しており、音羽和紀シェフは料理マスターズ倶楽部主催の「シェフズキッチン」においても

栃木食材の料理を提供しています。そのほか、音羽シェフは地域で活躍できる料理人育成

を目指し、宇都宮の調理師学校 IFC大学校の学園長を務めています。 

また、「つながるココロ企画～有名シェフとつながろう！～農家・障害者施設が連携した商

品共同開発研修会」にて、例年携わっている障害者福祉施設で働く人へ、栃木県産の農

産物を使用した加工食品をつくる研修会を開催しました。 

www.relaischateaux.jp/otowa 

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ 

沖縄本島のラグジュアリーリゾート「ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ」は、ホテル敷地

内に⾃家農園や⾃家菜園を有し、そこで収穫される地野菜やハーブ、フルーツなどを用い

た料理を提供するなど、オキナワン・テロワールにこだわっています。また、同じくルレ・エ・シ

ャトーに加盟するコルシカ島のホテル「グランド・ホテル・デ・カラロッサ」とは 2010年から

相互に人材派遣をはじめとした文化交流を行い、２つの島の食材について学び合い、調理

のノウハウや食の歴史などを分かち合ってきました。 

このように同じ志で結ばれたホテル同志、さらなる食の創造を目指して 2020年春から

「グランドホテル・デ・カラロッサ」のメインシェフ、パスカル・カイヨー氏を料理監修として招

聘し、新たなメニューの開発と提供を行っています。 

relaischateaux.com/ uza-terrace 

www.relaischateaux.jp/uza 

http://www.relaischateaux.jp/hikariya.html
http://www.relaischateaux.jp/otowa.html
https://www.relaischateaux.com/us/japan/uza-terrace-beach-club-villas-yomitan
http://www.relaischateaux.jp/uza.html
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Terra Madre Salone del Gusto とルレ・エ・シャトーのスピーカー 

スローフードが 2年に一度開催する世界最大級の食のイベント「Terra Madre Salone del Gusto（テッ

ラ マードレ・サローネ デル グスト）」。2022年は 9月 22日から 26日の 5日間にわたり開催され、パネ

ルディスカッションにはルレ・エ・シャトーのシェフ 3名がゲストスピーカーとして登壇しました。また、世界各地

で署名活動が実施され、ルレ・エ・シャトーのシェフはゲストを農場、野菜畑、キッチンに招待し、地元の旬の

素材を使ったメニューを紹介。Food for Changeキャンペーンの認知度を上げ、再生農業を推進する地元

の生産者をゲストに紹介しました。

アルベルト・サンティーニ（Alberto Santini）氏は、ルレ・エ・シャトーのネットワークを代

表し、9月 23日に、 「Let’s save the meadows」というパネルに登壇しました。 

サンティーニ家は、イタリア・ミラノ近郊の小さな町でミシュランの 3つ星レストラン

「Relais & Châteaux Restaurant Dal Pescatore」を経営していますが、近年、隣

接地を購入。以前まではその地で集約農業を行っていましたが、アルベルトと彼の弟で

シェフのジョバンニは、果物、野菜、鶏、蜂、牛肉を作るために再生治療を行うようになり

ました。アルベルトはサービスとワインセラーも管理しており、新農園の開発にも深く関わ

っています。彼は、現代社会における食の幅広い意味を理解し、ルレ・エ・シャトーのマニ

フェストにあるように、料理とおもてなしを通じてより良い世界を作るためにどのようなス

テップを踏むべきかを理解しています。

relaischateaux.com/pescatore 

ルレ・エ・シャトーのシェフ、サミュエル・モレノ（Samuel Moreno）も、ルレ・エ・シャトーネ

ットワークを代表して、9月 24日に「The Slow Grain network tells its story」の

パネルに登壇しました。 

Relais & Châteaux Molino de Alcunezaは、15th 世紀の製粉所を完全に復元し、

古代種の小麦粉の挽き方を毎日実演しています。この粉は、シェフのサミュエル・モレノ

がその場で焼く素朴なパンのために使われます。レストランでは、7種類のオーガニック

全粒粉パンをご用意しています。 

“スロー・グレインズ” は、伝統的な穀物や古い地域品種を栽培・加工して回復させる世

界各地の生産者・加工業者のネットワークです。伝統的な穀物の回収は、生物多様性を

守るための有効な手段であると同時に、多くの小さな地域社会や消費者にとっても、食

の選択を通じてこれらのサプライチェーンを支える機会を提供するものです。伝統的な穀

物やその保護者について知ってください。  

relaischateaux.com/molino 

ルレ・エ・シャトーを代表する 3人目のスピーカーは、スローフード・ジャパンのネットワー

クにも参加しているルレ・エ・シャトー・レフェルヴェソンスのシェフ、生江史伸さんです。

生江シェフは「A Slow Alliance of Cooks and Producers（料理人と生産者のスロ

ーアライアンス）」のパネルに登壇しました。世界 26カ国に 1000人以上のスローフー

ドアライアンスの料理人がいます。彼らは、それぞれの地域の生産者と協定を結び、彼ら

の製品を使い、地域の生物多様性を守り、美食の知識と地域文化を継承していくことを

誓い合っています。 

このパネルでは、心を込めて愛情を持って調理されたおいしい料理がいかに物事を変え

るか、そして何よりも、よい農業にはよい料理人が必要であることを強調しました。彼は東

京大学で農業ミクロ経済学の博士課程に在籍し、食のシステムがどのように機能してい

るかを研究し、我々が何を食べるかを選択することの意味を発見しています。彼の最終

的な目標は、私たちが望む未来を築くために、何を食べるべきかを研究することです。 

relaischateaux.com/leffervescence 

https://www.relaischateaux.com/us/italy/pescatore-lombardia-canneto-s-o-mantova
https://www.relaischateaux.com/us/spain/molino-guadalajara-castilla-la-mancha-sigueenza
http://www.relaischateaux.jp/leffervescence.html
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「Food for Change」グローバルキャンペーン 

"RegenerAction（再生アクション）" 

ルレ・エ・シャトーとスローフードは、「Food for Change」を通じて、世界中の人々が、温室効果ガス排出の

30％も占める“食”の問題に関して、より関心を持つことを望んでいます。そして、ルレ・エ・シャトーのメンバー

は、「再生」に向けた取り組みを積極的に実践しています。多くのホテルでは、食用として育てなければ絶滅

の危機に瀕する可能性のある伝統的で固有の植物や珍しい植物を使って、独自の農園を運営しています。

また、果物や野菜を栽培するだけでなく、果樹園やブドウ園を管理し、ミツバチ、羊、豚、牛などの動物を飼育

しているメンバー施設もあります。

"RegenerAction（再生アクション）"キャンペーンでは、3つの事例をショートフィルムで紹介し、取り組みの

成功例を紹介します。 

ポルトガルのホテル＆レストラン「Herdade da Malhadinha Nova」

は、標高 450ヘクタールのワイン生産地にあり、数十年にわたる交配

により遺伝子的に絶滅したと考えられていたアレンテジャーナ種の牛

も飼育しています。このホテルは、この品種を「味の箱船」に推薦しまし

た。 

relaischateaux.com/malhadinha 

アルゼンチンの「Las Balsas」は、パタゴニアという故郷とバランスを

取りながら存在する B Corp認定施設です。この施設は、スロークッキ

ングで作ったカネロ唐辛子を味の箱船へ推薦しました。ショートフィル

ムでは、彼らが取り組む循環型アプローチについて説明しています。

relaischateaux.com/lasbalsas 

カナダの「Langdon Hall Country House Hotel and Spa」は、素

晴らしいキッチンガーデンを保持しており、再生可能に取り組む代表

的なメンバーです。シェフの Jason Bangerter氏は、ヘッド・ガーデ

ナーの Jeremy Gehl氏と密に連携し、「味の箱船」に、クライミング・

プレーリー・ローズを推薦しました。 

relaischateaux.com/langdon 

https://www.relaischateaux.com/us/portugal/herdade-da-malhadinha-nova-beja
https://www.relaischateaux.com/us/portugal/herdade-da-malhadinha-nova-beja
https://www.relaischateaux.com/us/argentina/lasbalsas-neuquen-patagonia-villa-la-angostura
https://www.relaischateaux.com/us/argentina/lasbalsas-neuquen-patagonia-villa-la-angostura
https://www.relaischateaux.com/us/canada/langdon-ontario-cambridge
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■ルレ・エ・シャトーについて

1954年に発足したルレ・エ・シャトーは、世界中の厳選された 580のホテルとレストランが加盟する協会で

す。ルレ・エ・シャトーは、強い信念を持ち、お客様と心のこもった関係を築きたいと願う個人経営のホテルオ

ーナーやシェフによって支えられています。 

ナパバレーのブドウ畑から、フランスのプロヴァンス地方、インド洋にちりばめられた数々の美しいビーチ、そし

て伝統的な日本の温泉旅館まで、ルレ・エ・シャトーは世界中に拠点を展開しています。土地の文化と人類の

歴史が感じられる唯一無二の体験からインスピレーションを得た、すばらしいライフスタイルをご紹介します。 

ルレ・エ・シャトーのメンバーは、世界中の食文化やおもてなしの伝統が誇る、豊かさと多様性を守り、推進し

たいという思いを胸に抱いています。2014年にユネスコで宣言したルレ・エ・シャトーのヴィジョンにもあるよ

うに、土地の歴史や環境の保護にも積極的に取り組んでいます。 

https://www.relaischateaux.com/ #relaischateaux #ルレエシャトー 

■スローフードについて

スローフードは、1989年に地元の食の伝統の消滅とファーストフード文化の普及に対抗するために設立さ

れた、地域社会の世界的なネットワークです。現在は、160カ国以上に広まり、「おいしい、きれい、ただしい

（Good, Clean, Fair）食べ物をすべての人が享受できるように」をスローガンに、食を中心にした様々なプ

ロジェクトを数々持っています。日本スローフード協会は、スローフード国際本部から正式な承認を受けた国

内運営機関として 2016年 3月に発足しました。日本各地に草の根活動をする支部を持ち、団体の国際

化・活性化を、産官学民連携しながら活動を行っています。 

www.slowfood.com 

味の箱船とは 

各地方の伝統的かつ固有な在来品種や加工食品、伝統漁法による魚介類などのなかには、このままで

は消えてしまうかもしれない、小さな生産者による希少な食材がたくさんあります。「味の箱船」はこうした

食材を世界共通のガイドラインで選定し、様々な支援策によって、その生産や消費を守り、地域における

食の多様性を守ろうという取り組みです。 1996年に設立され、現在世界中で 5000を越える動物、果

物、野菜の品種と加工食品などが「味の箱船＝ARK OF TASTE ※通称アルカ」として登録され、良質

な食材の調達、販売促進に興味のある人への情報提供に繋がっています。 

ルレ・エ・シャトー製品の全リストは、スローフード協会の「味の箱船」デジタルデータベースでご覧いただ

けます： https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/food-

for-change-relais-chateaux-chefs-for-the-ark-of-taste/ 

〈本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先〉 

ルレ・エ・シャトーPR事務局（サニーサイドアップ内）

渡邊（０８０-9686-4598）、高良（080-4904-3115） 

Mail: relaischateaux@ssu.co.jp 


