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1999年から 日本のレストランシ ーンで時代やブ ー ムを牽引してきた

株式会社グラナダ ・ 代表取締役の下山雄司。

薪窯で焼く本格的なナポリピッツアのピッツェリアや

本場さながらのスペインバルの先駆けを造ったのを皮切りに、

2000年代はじめには、 スペインとイタリアのミシュラン星付きの

レストランやシェフと提携して 東京にレストランをオ ー プン。

そしてミシュランガイド東京の初年度が発刊された2008年には

世界最年少の日本人3ツ星シェフの誕生の立役者など。

そのグラナダの下山雄司が 次に手掛けるのは

かつて類を見ない世界規模のレストランプロジェクト

「COOK JAPAN PROJECT」

この壮大なプロジェクトがいよいよベールを脱ぎます。

ヨ ーロッパを中心に世界各国から初来日を含む

30名ほどのスターシェフたちが次から次に東京に来B

「COOK JAPAN PROJECT」を合言葉に 毎月3人ほどのシェフが躍動。

思い思いに “日本を料理いたします" 。

2019年4月5日から始まる 10ヶ月間のレストランプロジェクト。

日本と世界中のガストロノミ ーと文化がまじわっ て

新たな歴史が生 まれる 「COOK JAPAN PROJECT」 に ご期待下さい！

【取材• お問い合わせ】 株式会社グラナダ（広報 ・ 松田美穂）

Mobile. 080-2236-9903 E-Mail. matsuda@granada-jp.net HP www.granada-jp.net 

〒104-0041中央区新富町1-9-6 Tel.03-6280-3044 Fax.03-3537-7804 









現在20名のシェフが決定 その中から多岐に富む7名のシェフをご紹介

COOK J.\P \l\'PIWJEC r 

I CHEF LIST- 1 I オープニングシェフ 2019 年 4 月

YANNICK ALLENO 

ャニック・ アレノ II 
フランス

■ Alleno Paris au Pavilion Ledoyen

（アレノ ・ パリス ・ バヴィロン ・ ルドワイヤン）

【フ ラン ス パリ】

ミシュラン＊＊＊

World's 50 Best Restaurant 29位

■ Le 1947 a Cheval Blanc

（ル ・ 1947 ・オー・シュヴァル ・ ブラン）

【フランス クールシュヴェル】

ミシ ュラン＊＊＊

一
唯ーフランスで二軒の3ツ星レストランを持つヤニック ・ アレノシェフは

現代フランス料理を変えたといわれるモダンフレンチの巨匠。
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国内外で評判の パリの「アレノ・ パリス・ パヴィロン・ ルドワイヤン」に加え、リゾ ート地のク ール

シュヴェルにオープンした「ル・ 1947・オ ー・ シュヴァル・ ブラン」でもミシュラン3ツ星を獲得。

2007年以降、 ミシュランガイドの3ツ星を保持している。

また、フランス、モロッコ、ドバイ、中国、香港、韓国など、 世界の5カ国で16店のレストランを

持っている国際的なスタ ーシェフでもある。

1968年フランスのピュト ー生まれ。 家族はビストロを営む。

2001年にフランス農事功労賞を受賞。

2003年にはパリを代表する老舗ホテルの「LE MEURICE(ル・ ム ー リス）」の総料理長に就任。

翌年2004年に2ツ星を獲得。

2007年には40歳で3ツ星の栄誉を得る。 同年フランス国家功労勲章、芸術文化勲章も受章。

翌年の2008年には「シェフ ・ オブ ・ ザ ・ イヤ ー」にも選出されている。

2014年に自身の名前を冠した「ALLENO PARIS」を「PAVILLON LE DOYEN」内にオー プン。

翌2015年 ミシュラン3ツ星を獲得して以来、その地位を保っている。

2017年フランス・ ク ールシュヴェルの「ル・ 1947· オー ・シュヴァル・ブラン」でも3ツ星を獲得。

2013年に特許製法である「エクストラクション」の技法を生み出し、各食材を適切な温度で調理

することで油や他の食材を使用せずに素材の純粋な味とミネラルを引き出すことを可能にしたc

これによりフランス料理の真髄であるソ ースの新たな可能性が開かれた。

また早い段階からテロワ ー ル（土壌）を味わう技術として「発酵」に着目して

積極的に料理に取り入れている。
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VIRGILIO MARTINEZ 

ヴィルヒリオ・マルティネス
1(�)1 

ペルー

■ Central (セントラル）

World's 50 Best Restaurant 6位

Latin America's Best Restaurant 2位
【ペル ー リマ】 ＊ミシュランガイド発刊なし

一
いま世界の美食家から熱い視線を集めている南米。

中でもペル ーのヴィルヒリ オ ・ マルティネス シェフは世界で最も注目

されているシェフの1人である。

2009年にペルー、リマに 「Central (セントラル）」をオープン。

2015年には、世界の50ペスト・レストランで第4位を獲得。 フランスでも

イタリアでもNYでもなく、南米のこの小さなレストランがその歴史的な快

挙を成し遂げたことが世界を驚愕させた。その人気は、これまでペルー

を訪れる多くの人の目的はマチュピチュやアマゾンだったが、今では

「Central」がペルー に来る理由の一つと言われるほどである。

ペルーの地元で採れる豊富な食材にこだわり、そこにフランス、日本、 ベト

ナム、 イタリア 、ブラジルのフレ ー バーや調理法を取り入れた独創的な
ペルー料理を創り出す。 また、彼は飽くなき探求心とペル ーの食材への

情熱から 人類学者や植物学者、生物学者、哲学者などで構成されるチーム

を作り、 ペルー食文化の研究機関を設立。アンデスの穀類、根菜、トウモロ

コシ 、じゃがいも、海の魚 、 アマゾンの） IIの魚、ジャングルや高山、特別な

種類の食材などを、ペルー全土に飛び探しに行く。

豊かな自然から生まれたそれらの食材を使い、ペルーの風景や ペルーの

異なった文化を映し出す料理は、一度それを食べた者を魅了してやまない。

なお、もともとはプロスケ ートボ ーダー を目指していた。 大学で法律を

学ぶも中退し 、料理 の道へ進む。ペル ー を飛び出しカナダのオタワと

ロンドンの「Le Cordon Bleu」で学ぶ。その後マンハッタンの「Lutece」、
カタルー ニャの「カン ・ ファ ベス」、ドイツ、 シンガポ ールなどで多くのシェフ

と働く。ペルーの「アストリッド＆ガストン」でエグゼクティプシェフを務め

2009年リマに 「Central」をオープした。

そして彼の妻も注目を集めるPia Le6n(ピア・レオン）シェフ。 自身のレス

トラン 「Kjolle」をオープンし、ラテンアメリカのベスト レストランでは最優

秀女性シェフ賞を受賞している。今回はヒリオ・マルティネスシェフとピア・

レオンシェフ夫妻そろっての来日となる。

世界のベストレストラン50 2016年4位 、 2017年5位、 2018年6位
2017 Chef Choice Award 2017 










