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飲食店に予約・顧客管理システムの開発・提供などを行う株式会社TableCheck（本社：東京都中央区、
代表取締役社長：谷口 優、以下、テーブルチェック）は、日本最大級のフランス料理イベント「ダイ
ナースクラブ フランス レストランウィーク 2022（以下、FRW 2022）」の公式パートナーとして、
昨年に続きネット予約を提供することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

「ダイナースクラブフランスレストランウィーク 2022」

全国500店以上が参加する国内最大レストランイベント
ネット予約で気軽にお得にフランス料理を楽しもう

9月23日～10月16日の24日間で開催決定
ネット予約でフランス料理を気軽にお得に楽しめる

今回で12回目となる国内最大級のフランス料理イベント「FRW 2022」の開催が、2022年9月23日
（金・祝）～10月16日（日）の24日間で決定しました。ダイナースクラブ会員でなくてもどなたでも
イベント期間中は、ランチ、ディナーともに2,500円からお得に楽しめるイベントです。

予約は当社が提供するネット予約から。事前にクレジットカード情報を入力しておけば、店頭でのお
会計が不要な「コンタクトレス決済」のご利用も可能です*¹。8月30日から一般予約受付が開始され
ます。また、また、同イベント開催に先行して、8～9月にかけて、特別なディナーイベント*²などが
開催されます。事前に開催されるイベントの予約は7月5日現在予約受付中です。
＊1…一部対象店舗のみご利用可能 ＊2…詳細はP.3へ
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今年のFRW 2022には、北海道から沖縄まで全国約500 店のフレンチレストランが参加します。有名レスト
ランガイドで高い評価を得ているレストランなど、、いま日本のフレンチ業界で特に注目を集めている
フォーカスシェフ16 名が選出され、同イベントをさらに盛り上げます。
今回のテーマは、「日本の食文化を応援！トレ・ボン 日本のテロワール」。参加レストランは、わさび、
里芋、山菜といった和食材を取り入れた特別なコースをイベント期間中に提供します。日本の食材をふん
だんに取り入れた新しいフランス料理を通じて、思い出に残る感動美食体験をお楽しみいただけます。
また、今回から新たにフランスの１つのエリアに焦点を当て紹介する企画もスタート。今年の共通テーマ
は「南フランス」です。プロヴァンスやコート・ダジュールなど、南仏エリアは美しいビーチや明るい陽
光、旧市街地などが有名で、観光地としても世界的に大人気。野菜の肉詰め「ファルシ」や「ブイヤベー
ス」などが代表的料理で、これら南フランスの伝統料理を取り入れたコースを、誰でもリーズナブル価格
（2,500 円、5,000 円、8,000円のいずれか）で満喫できます。 ※一部、南仏メニューをコースに含まない店舗もあります

16名の〝フォーカスシェフ〟決定
「日本の食文化を応援！トレ・ボン日本のテロワール」をテーマに

特別メニューを提供
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L'Atelier de NOTO
池端隼也氏

Miyawaka Soukatei
金丸建博氏

La Cueillette
山田眞治氏

レストラン雪村庵
藤良樹氏

Restaurant ai
相川浩己氏

SETTAN AUBERGE À
NORD KOBE
吉田繁雄氏

RESTAURANT Le Dôme
鹿島匡人氏

タワーズレストランクーカーニョ
熊谷友宏氏

レストランパ・マル
村山優輔氏

ARGO
唐澤豪氏

RAVI
山下一宇氏

à table
中秋陽一氏

SIO syuji hijikuro
土黒修二氏

Cheval de Hyotan
川副藍氏

élan
信太竜馬氏

Esterre
マルタン・ピタルク・

パロマー氏
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ダイナースクラブフランスレストランウィーク2022 開催概要

【事前開催される５つのアクティビティのご案内】

 タイトル ダイナースクラブフランスレストランウィーク 2022
 公式HP https://francerestaurantweek.com/

 開催期間 2022年9月23日（金・祝）～10月16日（日）の24日間
 主 催 ダイナースクラブフランスレストランウィーク事務局
 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（発行会社：三井住友トラストクラブ株式会社）
 参加店舗 全国の参加フレンチレストラン ※詳しくは公式サイトよりご確認ください。
 メニュー

 基本構成：前菜、メイン、デザート、食後の飲み物
 価 格：ランチ、ディナーともに、下記いずれかの価格で提供

2,500円、5,000円、8,000円（税・サービス料込）

 予約方法 １）公式サイト経由「TableCheck」または「一休.comレストラン」
２）直接店舗へ電話

 予約開始 一般予約受付：2022年8月30日（火）公式ホームページからオンライン予約受付開始
 ダイナースクラブ会員は先行予約可能です。
 予約受付開始は各店舗の運営により異なる場合があります。
 電話予約は各店舗の営業時間に順じます。

＜１＞【食育イベント】＊一般参加不可
KIDS & FOOD ARE OUR FUTURE ～こどもたちの「食」の未来に何を残せるか～
日程：8 月29 日（月）／会場：大阪市立内の中学校
出演シェフ：「SETTAN AUBERGE À NORD KOBE」吉田繁雄氏

＜２＞【ディナーイベント】
日仏のワインを堪能～Les Vendanges Secretes～（隠れ収穫祭）
日仏美食マセラシオ！日本ワイン+フレンチ、フランスワイン+和食を堪能！
日程：8 月31 日（水）／会場：セルリアンタワー東急ホテル39 階ルナール（東京都渋谷区桜丘町26-1）
出演：フレデリック・カユエラ（アカデミー・デュ・ヴァン講師）/熊谷友宏（セルリアンタワー東急ホテ
ルクーカーニョ）/ 鶴田敬（セルリアンタワー東急ホテル Japanese Cuisine 桜丘）/ 福田順彦（セルリア
ンタワー東急ホテルクーカーニョ）※予定
イベント詳細：https://francerestaurantweek.com/vendanges

すイベント開催に先駆け、8 月～9 月にかけてプレミアムなディナーイベントや豪華トークショーなどを開催致しま
す。フォーカスシェフたちも参加するので、毎年予約が殺到。日本のフレンチ界をリードする巨匠たちと、ダイレ
クトに接することができる貴重なアクティビティとなりますので、ぜひご参加ください。（※５つのうち一般参加
予約が可能なのは３つになります）
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https://francerestaurantweek.com/
https://francerestaurantweek.com/
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＜３＞【ディナーイベント】
＜和食料理人×フレンチシェフ＞一夜限りのガストロノミー・コラボ
～Le Dîner Expression～（エクスプレッションディナー）
日程：9 月9 日(金)
会場：コンラッド東京28 階モダンフレンチ「コラージュ」（東京都港区東新橋1-9-1）
出演：奥田透 (銀座小十) / 相川浩己 (レストランアイ) / 影山拓磨 (コラージュ)
イベント詳細：https://francerestaurantweek.com/chefevent

＜４＞【トークショー】グローバル美食パネルトークショー～未来の料理を考える～
日程：9 月21 日（水）
会場：パークハイアット東京39 階ボールルーム（新宿区西新宿3-7-1-2）
出演：フローラン・ダバディ（司会）/ 川副藍シュヴァル・ドゥ・ヒョータン）/ 北原対馬（山梨銘醸株式
会社）/馬上温香（株式会社牛かうVaca）/ 太田進（株式会社オータパブリケイションズ）/ アラン・デュ
カス※来日調整中
イベント詳細：https://francerestaurantweek.com/magazine/talkshow/

＜５＞【ダイナースクラブ会員限定イベント】＊一般参加不可
「SDGs サステナブル」な美食体験～200％ノーフード・ウェイストディナー～
日程：9 月22 日（木）
会場：パレスホテル東京 6 階エステール（千代田区丸の内1-1-1）
出演：マルタン・ピタルク・パロマー（エステール）/ アラン・デュカス※来日調整中
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フォーカスシェフ16名からのメッセージ動画を
公式Youtubeチャンネルで配信中

https://francerestaurantweek.com/chefevent
https://francerestaurantweek.com/magazine/talkshow/
https://www.youtube.com/c/FranceRestaurantWeek_FRW


テーブルチェックは、「Dining Connected ～世界中のレストランとカスタマーをつなぐプラットフォーム～」
をミッションに事業を展開する日本発レストランテックカンパニーです。テクノロジーを活用した次世代の「お
もてなし」を実現します。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・顧客管理システムと、ユー
ザー向け飲食店検索・予約ポータルサイト。24時間365日リアルタイムの空席情報を把握することで、飲食店に
もユーザーにもより良いレストラン体験の実現をサポートしています。

会社名 ：株式会社TableCheck（カブシキガイシャテーブルチェック）

所在地 ：東京都中央区銀座2丁目14番5号 TWG銀座イースト

コーポレートサイト ：https://www.tablecheck.com/ja/company/

創立年月 ：2011年3月

資本金 ：1億円（累計調達総額10.65億円）

事業内容 ：クラウド型レストランマネジメントシステム及び飲食店検索・ネット予約システム

の開発・提供

拠点 ：8拠点（東京本社、大阪、韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、

オーストラリア、UAE）

ー About Usー

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
ーイベントに関するお問い合わせー

「ダイナースクラブフランスレストランウィーク2022」事務局広報担当：滝口
Tel： 080-8422-5844（03-6869-2516） Email： info@greencreate.jp

ーテーブルチェックへのお問い合わせー
株式会社TableCheck PR担当：望月 MAIL：pr-jp@tablecheck.com
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