
番号 飲食店名 所在 業態 作品要望

1 ながずみ
元赤坂
(東京)

割烹料理
様々な料理に対応できる汎用性の高い器
両面使える器

2 マルゴット・エ・バッチャーレ
西麻布
(東京)

フレンチ トリュフスープのスープカップ

3 とらふぐ亭
レストラン
チェーン

海鮮居酒屋 直径３０ｃｍ程度の刺身皿

4 SHAO／縁ENISHI 新潟
ハイボール
居酒屋 ハイボール専用のタンブラー

5 丼丸
レストラン
チェーン

海鮮丼
持帰専門店 スタンプカードの景品用のオリジナル湯呑

6 金のダイニング
銀座
(東京)

米料理専門店 金芽米のおにぎり定食が映える器

7 La Brianza
六本木
(東京)

イタリアン
直径３０ｃｍ程度の汎用性の高い器
マットなティファニーブルーのお皿

8 すし萬
レストラン
チェーン 寿司 ３０ｃｍ角または直径３０ｃｍの寿司皿

9 L'Effervescence
西麻布
(東京)

フレンチ
白いテーブルクロスに映える抹茶椀
デザートなどに使える汎用性のある器

10 ラ・ボンバンス
六本木
(東京)

創作料理店 箸(全部もしくは一部が陶磁器)

11 Doozo ローマ 和食
燻製料理用の器
燻製の煙を閉じ込められる球状の器

12 おざき
麻布
(東京)

寿司割烹 織部の寿司皿

13 レッドロブスタージャパン
レストラン
チェーン

シーフード
レストラン

看板メニューであるロブスターの器
色鮮やかでカラフルな器

14 SEKAI CAFÉ
浅草、押上
(東京) カフェ

ハンバーガー用の器
木目調の羽子板の形をした器

15 むさしの森珈琲
レストラン
チェーン カフェ スペシャリティコーヒー用の珈琲カップ

16 HANAMIZUKI ニューヨーク 和食カフェ ランチプレートのスープカップやお茶用のコップ

17 ブラス ウェディング ウェディング
一度で山、畑、海など大地の恵みを味わえる皿
３段のお皿

18 ITDホールディング 新規 フードコート
水を入れる器
いままでの概念にとらわれない形

19 Inaniwa Yosuke シンガポール 稲庭うどん
稲庭うどんの温にも冷にも使える器
スープがあってもなくても、映える器

20 Bar Nippon／Bar Tiare シンガポール バー
季節のフルーツカクテルに使用する陶器のカクテル
グラス、氷を入れるロングカクテル用

21 Nabe Seizan シンガポール 鍋料理 焼物、揚物、煮物用の器

22 エゴジーヌ 新規 ラーメン
洋テイストのラーメン用の器、
(赤い色味のラーメンと緑の色味のラーメン)

23 CHIUnE(チウネ)
新富町
(東京)

フレンチ
香りを閉じ込められる蓋つきのスープカップ
白に青い柄入っている器

24 西武珈琲
新宿
(東京)

喫茶
ブレンドコーヒー・ウィンナーコーヒー用カップ
口当たりの良い、飲みやすい厚みのカップ

25 横鍋ＪＡＰＡＮ 東京 鍋専門店
刺身盛り、肉盛り用の皿
京都の寺の庭園をイメージした器

産業振興コンペティション　飲食店リスト(25店)



産業振興コンペティション　作品要望書

要望元 番号 １ 飲食店名
(企業名) ながずみ

形状

・両面使える器
・裏面中央は凸になっている
・側面と裏中央部分を盛り上げ、ソースが端まで流れてもこぼれないよう
にしたい
・表面にした際の側面は上部が多少広がって見えるようにしたい

サイズ 直径20cm程度、深さ5cm程度の円柱の器

用途 和食　様々な料理に対応できる汎用性の高い器

具体的な料理 様々な料理

イマジナ
評価

　高い評価を頂く数々の料理を生み出していることに加え、日本の地域貢献に対しても熱い
想いを持ち、美濃焼産地の更なる発展や国内外の認知向上に向けて、積極的に取り組んでい
きたいとお考えになられています。今回の器制作では、美濃焼について改めて勉強され、汎
用性がある形だけれども、一つ一つの器の味を出していきたいとの想いで、ご要望を頂いて
います。クレバーで勉強熱心なシェフです。

飲食店
イメージ

【参考サイト】　https://chefgohan.gnavi.co.jp/chefindex/detail/38
　https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13090663/
　http://www.yamasa.com/chefurawaza/ogo/

基本情報

所在 元赤坂(東京) 店舗数 １店舗

業態 割烹料理店 担当者 シェフ　小河雅司

質感 和の雰囲気だが、ぼってりとせず、エレガントな仕上がりにしたい

色味
・白磁
・器の淵から青磁の釉薬を二度掛けし、濃淡を出したい

飲食店のこだわり
郷土感、季節感もいかしつつ、他には類を見ない独創的な食材の組み合わ
せと調理法で料理を提供する

器のコンセプト 世界に一つだけの器

客層 ビジネスでの利用、グルメな方

必要数量 5～10程度　／　納品日は要相談

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　可能であれば　】

現在使用している器の
製造元

-



産業振興コンペティション　作品要望書

要望元 番号 ２ 飲食店名
(企業名)

マルゴット・エ・バッチャーレ(Margotto e Baciare)

形状
質感・色味のイメージから、よりサイズの要望内容に合わせた形状にてご提
案をお願い致します。

サイズ

・スープ100mlを入れたときに、香りが溜まる充分な空間をつくりたい
　→目安として、現在のワイングラスではスープ：空間＝1：３
・最大径と最小径の差を大きくしたい
　→液体を入れた時に香りが溜まる充分な空間ができ、最小径を狭めること
で香りを逃がしにくくなるため
・飲み口の口径を口の大きさと同じくらいに小さくしたい
　→溜まった香りを逃さないようにするため

用途 人気メニュートリュフスープのスープカップ

具体的な料理 コンソメスープ100ml程度

イマジナ
評価

　若手で勢いのある加山シェフとマネージャーの岸氏。お店の営業を行いつつ、新しい取り
組みにはどんどんチャレンジしていくタイプのお人柄です。天才的センスを持つ加山シェフ
とそれを具現化していく岸氏のコラボレーションで、トリュフの料理をさらに引き立てる器
を制作していきたいお考えです。

飲食店
イメージ

・「モナリザ」「リューズ」「ラトリエ・ドゥ・ジュエル・ロブション」「カンテサンス」
等のフランス料理店だけなく、日本料理「元麻布かんだ」でも修行を積んだ異色の経歴を経
て、「マルゴット・エ・バッチャーレ」のシェフに就任
・2015年開催、新時代の若き才能を発掘する日本最大級の料理人コンペティションであるRED
U-35 (RYORININ’s EMERGING DREAM)で「ゴールドエッグ」を受賞
【参考サイト】　http://margotto.jp/
　https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13172139/

基本情報

所在 西麻布(東京) 店舗数 １店舗

業態 フレンチ 担当者 シェフ　加山氏、マネージャー　岸氏



産業振興コンペティション　作品要望書

質感

色味

・白地
・ぼてっとした見た目よりはスタイリッシュな見た目を希望

飲食店のこだわり
●香りを練る（素材本来の香りを芳醇にする）
●旨味を練る（素材を料理にし、お客様の舌の上でしか味わえない唯一の味
わい）

器のコンセプト

「人気トリュフスープのグレードアップ」
1.飲料の香りをより良く感じる事ができるカップ
→液体を入れた時に香りが溜まる充分な空間がある＋香りを留める飲み口の
サイズ
2.見た目がオシャレで購買意欲をそそるカップ
→使う前に、見ただけで買ってみたい、使ってみたいと思わせる見た目

客層 女性のお客様が多め

必要数量 20程度　／　納品日の指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

-



産業振興コンペティション　作品要望書

要望元 番号 ３ 飲食店名
(企業名) とらふぐ亭 (東京一番フーズ)

形状
円または楕円にて検討
※可能であれば「蓮の葉の広がりをイメージしてみたい」

サイズ
直径30㎝程度(9寸～尺のサイズ)
平皿よりは、少し深みのある器にて検討

用途 刺身皿　※まずは新業態の5店舗で展開

具体的な料理 刺身を3～5点盛り付けられる器

イマジナ
評価

　飲食の業態で東証一部上場。東京の飲食チェーン店においては非常に成功している会社。
産地のモノを大切にし、店舗でPRしていく企業風土のため、セラミックバレーや地元のメー
カー・商社の宣伝を前向きに考えてくださいます。今回は、新業態の器制作ですが、現在他
のブランドもあわせて50店舗あり、今年から海外にも積極的に進出していくため、今後更に
成長していく会社です。

飲食店
イメージ

理する垂直統合型のビジネスモデルを実現した企業

【参考記事・サイト】　https://listen-web.com/daichi_sakamoto/
　https://job.rikunabi.com/2017/company/top/r818010086/
　https://job.mynavi.jp/17/pc/search/corp80282/outline.html

基本情報

所在 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 店舗数 ５０店舗

業態 海鮮居酒屋 担当者 会社の成長を牽引してきた料理長

質感 どちらかというとつるつる

色味
青や黒は社長の好み
※赤いお皿は社内稟議がおりたことがない
※色をグラデーションで表現出来たら面白い

器のコンセプト 「本物」にこだわる海鮮料理店の「刺身」を最高に引き立てる器



産業振興コンペティション　作品要望書

飲食店のこだわり

飲食の業態で東証一部上場。東京の飲食チェーン店においては非常に成功し
ている会社。産地のモノを大切にし、店舗でPRしていく企業風土のため、セ
ラミックバレーや地元のメーカー・商社の宣伝を前向きに考えてくださいま
す。今回は、新業態の器制作ですが、現在他のブランドもあわせて50店舗あ
り、今年から海外にも積極的に進出していくため、今後更に成長していく会
社です。

客層 幅広い層

必要数量
初期で100枚以下の想定
※毎年繁忙期の前にまとめて購入している(納期は11月)

その他の要望
使用する料理の温度【　冷　】／器自体の温度の管理【　常温　】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

様々な産地の器を使用している



産業振興コンペティション　作品要望書

飲食店
イメージ

３店舗

業態 ハイボール酒場 担当者 社長

イマジナ
評価

　新潟で人気のお店。今後、新潟以外の地域にてフランチャイズ展開を検討しています。サ
ントリーのハイボールを坪面積で最も提供しているお店として、サントリーも懇意にしてい
る。社長自身、お店で提供する料理へのこだわりが強い為、ハイボールも通常のガラスの
ジョッキではなく、ハイボールをよりどこよりも美味しく飲めるお店として陶磁器で器を
作っていきたい。店員さんとのコミュニケーションが活発なお店のため、一度は店舗に足を
運んで頂けるとお店の雰囲気を感じて頂けると思います。

基本情報

所在 新潟 店舗数

要望元 番号 ４ 飲食店名
(企業名) SHAO／縁ENISHI

サイズ

質感

色味

ご提案を希望

用途 ハイボール専用のタンブラー

具体的な料理 中ジョッキくらいのイメージ

形状

器のコンセプト お店のシンボルであるサントリーハイボールをどこよりも美味しく

必要数量 50～100　／　納品日指定なし　※店舗数拡大毎に、定期的に発注



産業振興コンペティション　作品要望書

飲食店のこだわり

●空間を楽しめるお店
活気がある店員との会話、隣のお客様との会話…
来店すると思わず笑顔になってしまうお店
●料理へのこだわり
社長自ら連日閉店後に朝までメニュー開発を行うほど、メニュー開発を何度
も行い、他と異なる料理を提供している

客層
老若男女
※男性だけではなく、女性も女子会をするようなお店

その他の要望
使用する料理の温度【　冷　】／器自体の温度の管理【(器を)冷やす】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

-



産業振興コンペティション　作品要望書

飲食店
イメージ

店舗数 ３９１店舗

業態 海鮮丼テイクアウト専門店 担当者 創業オーナー、店舗オーナー

【参考サイト】　http://sasafune.co.jp/menu

イマジナ
評価

　2000店舗を目指し、のれん分けビジネスで店舗展開をしている会社です。テイクアウト専
門店ですが、スタンプカードを導入していて、スタンプを集めたプレミアム特典として、今
回制作する焼き物をプレゼントしたいとお考えになられています。

基本情報

所在 全国

要望元 番号 ５ 飲食店名
(企業名) 丼丸 (ササフネ)

用途
湯呑　湯呑として使って頂くだけでなく一輪挿しとして使うなど、「素敵な
デザインだから●●にも使ってみたい」と思って頂けるような、手に取って
頂いた方に自由な発想で使って頂ける器をつくりたい。

具体的な料理 基本的にはお茶



産業振興コンペティション　作品要望書

サイズ

質感

色味

ご提案を希望
・和に寄せたい（和モダンや純和風など）
・縄文土器のような感じも面白い

形状

耳たぶのような取っ手を器の上部に横向きにつけて、つまんで飲めるように
したい。
→持った時にすべらない、持った時に熱くない
→つまみを使わなくても、真ん中が凹んでいる形にすることで掴んでものめ
る器にしたい

飲食店のこだわり 企業として創業当初から大切にしている想いは「喜びの共有」

器のコンセプト 新しい和・喜びの共有

客層 老若男女

必要数量 100を予定　※評判が良ければ量産の可能性高い　／　納品日は要相談

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　可能であれば　】

現在使用している器の
製造元

中国産のマグカップを使用



産業振興コンペティション　作品要望書

基本情報

所在 銀座 店舗数 １店舗

業態 米料理専門店 担当者

要望元 番号 ６ 飲食店名
(企業名) 金のダイニング (ティーエッセンス)

・米は “金芽米”と“金芽ロウカット玄米”を使用したメニューを提供
・朝はおにぎりやおじや、昼は海鮮丼・ちらし寿司や定食、カフェタイムには米スイーツと
和紅茶、夜は寿司と割烹料理、と一日を通して“お米料理”のみを提供する米料理専門店
【参考記事】　http://bontabonta.jp/
　http://hitosara.com/0006069028/
　https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13200206/
　http://www.foodrink.co.jp/news/2016/09/16185239.php

用途 金芽米のおにぎり定食が映え、店舗のイメージにマッチする器

具体的な料理

おにぎり2個と惣菜＆味噌汁

飲食店
イメージ

イマジナ
評価

　日本のお米と新鮮な旬の魚介を用いたメニューを提供している。使用している金芽米にち
なみ、店舗のテーマカラーを金にしている。金のダイニングをプロデュースしているティー
エッセンスの代表は若手で勢いがあり、新しいことにスピード感を持ってチャレンジしてい
くタイプの方。シンガポールへも進出し、日本の文化を海外の人に発信している。飲食業以
外にも、店舗で体験イベントを実施したり、子供向けのプレミアムショーを企画したりとユ
ニークな取り組みをしている会社です。



産業振興コンペティション　作品要望書

器のコンセプト
「遊びゴゴロ」　～食べた後に驚きやインパクトを～
例）食べ終わった後にモチーフが出てくる
（店舗のテーマカラーである金をポイントとしてモチーフに使用など）

必要数量 50～100

客層 老若男女

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　可能であれば　】／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

●　田窯（合羽橋）
●　陶芸家と制作（産地は様々）
●　有田の金のお茶椀 （入替予定）
http://www.aritaware.com/item_detail/itemCode,ja03

飲食店のこだわり

１．清潔感と適度な元気
２．遊び心と小さな驚きを与えること
３．費用対効果
４．安心・安全・美味しい

形状

世界に日本の料理である「おにぎり」の魅力や価値を発信していくためにご
提案を希望。
一目で日本を感じられ、日本の文化をアピールできる器にしたい。

サイズ

質感

色味
店舗のイメージに合うカラーを中心に、器の色味を提案希望
(1)金　(2)プラチナ　(3)白　(4)木　(5)暖色系の色
※5色すべてを使用する必要はありません
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要望元 番号 ７ 飲食店名
(企業名) La Brianza

形状
・平べったい丸
・リム皿
・強度は必要だが、なるべく薄い方がいい

サイズ 直径27～30cmのイメージ

用途 オールラウンドに使える器　※基本的にはイタリアン

具体的な料理 様々な料理に使用していきたい

イマジナ
評価

　コストパフォーマンスの良さから連日賑わっているイタリアンレストラン。六本木ヒルズ
という立地柄、イタリア・中国・台湾など海外からのお客様も多く訪れるお店。海外のお客
様の中には、お店で使っている器はどこで買えるのか？と聞いてくる方が多いとのこと。海
外の方にメーカー・産地・美濃焼の認知を高めることが期待できるレストランです。今回の
企画で良い器がつくれたら、異なる色の展開、サイズ展開をしていきたいとシェフは考えて
います。「変更」ではなく、将来「進化」をしていける、定番として残り続ける器づくりに
チャレンジしたいとのことです。

飲食店
イメージ

【参考サイト】　http://www.la-brianza.com/
　http://www.roppongihills.com/shops_restaurants/restaurants/00188.html
　
https://www.ehills.co.jp/rp/dfw/EHILLS/gourmet/lunch/088/088.php?genreCord=3&no=88

基本情報

所在 六本木(東京) 店舗数 ３店舗

業態 イタリアンレストラン 担当者 シェフ　奥野

質感
・さらさら、陶板のような質感
・繊細な印象
・木綿をあてたあとのような質感

色味

マットなティファニーブルー　※店舗のテーマカラーがティファニーブルー
※店の照明によって色の見え方が変わるため、色サンプルを見ながら決めて
いきたい
可能であれば・・・くすみのあるパールホワイトの斑が1つ1つランダムに入
るのも面白いのでやってみたい
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飲食店のこだわり
「客観的視点」
自分の想いやこだわりを押し付けるのではなく、人からいいね、と言われる
ものを提供し続けたい

器のコンセプト

～100年後も皆に愛される器～
100年後も愛され続ける、使われ続ける器を追及したい
お客様から「この器ほしい」と言われる器
→三方良しを目指したい／セラミックバレー・店舗・お客様

客層

「これからのファミレス的存在に」
国籍・年齢・男女問わず誰でも来てもらえるお店にしたい
→みんなが安心し、なつかしさを感じ、かっこよく、肩肘を張らないお店
※客層をターゲティングすることは、飲食店にとっては逃げだと思う、誰か
だけに支持される料理より、みんなに支持される料理の方が難しい。そこに
挑み続けていきたい。

必要数量 ～100　／　納品日の指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

リチャード・ジノリのベッキオホワイト
一部九谷焼
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要望元 番号 ８ 飲食店名
(企業名) すし萬 (株式会社小鯛雀鮨 鮨萬)

形状 特に指定なし→ご提案を希望

サイズ
３００mm四方または３００mmΦ前後
重ね置きしたいので、５０mm程度の高さの足があると尚可

用途 「おすし」を召し上がって頂くためのお皿

具体的な料理
おすしの半分以上は「しゃり」を使用するため、白の割合が多い。また「す
しネタ」は主に赤身、白身、青魚を使用するので「赤・白・青（銀）」が多
い。また海苔や雲丹、玉子といった「深緑・橙色・黄色」も同様。

イマジナ
評価

　350年の伝統を受け継ぐ、鯛の圧し鮨「小鯛雀鮨（こだいすずめずし）」が有名な「すし
萬」。元々は魚やとして発祥し、鮨屋としては250年ほどの歴史があるとのことです。お持ち
帰りが多いですが、店舗経営もされていて、今回は店舗の器制作の案件です。現会長のご子
息は新業態の店舗を始められているため、伝統を受け継ぎつつ、今後の新たな展開にも期待
できます。素材だけでなく、器にも非常にこだわりを持たれています。

飲食店
イメージ

【参考サイト】　http://www.sushiman.co.jp/
　http://www.sushiman.co.jp/shoplist.php

基本情報

所在 大阪、神戸　ほか 店舗数 １３店舗

業態 寿司 担当者 小倉会長のご子息（次男）

質感

　食材の特性上、鏡面〜艶加工のお皿を使用するとしゃりの痕跡が残る。5
で挙げた色味ですと、痕跡もさることながら指紋や水滴も目立ち、またお召
し上がり時に握りすしの型崩れの恐れもあるため、可能ならおすしとの接着
面が程良くザラついている器が良い。
※参考サイト
http://sss-s.jp/ceramic/02.html
http://sss-s.jp/ceramic/18.html
http://www.yamachukimata.com/collaboration/vol05.html
http://www.designshop-jp.com/shopdetail/004004000060/004/004/X/page1/order/
http://www.designshop-jp.com/shopdetail/000000003877/004/004/X/page1/order/
http://www.designshop-jp.com/shopdetail/000000003880/004/004/X/page1/order/
http://www.360doc.com/content/14/0210/18/699582_351415218.shtml
http://higashiya-shop.com/fs/simplicity/utsuwa/309
http://www.designshop-jp.com/shopdetail/004004000069/004/004/X/page1/order/
http://www.designshop-jp.com/shopdetail/000000002469/004/004/X/page1/order/
http://www.designshop-jp.com/shopdetail/000000003410/004/004/X/page1/order/
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色味

具体的な料理に挙げたように、しゃりの白色が映えるような色味のお皿を希
望。具体的に暗褐色では「黒」「焦茶色」「栗色」、彩度の高い「朱色」
「燕脂色」を、または逆説的に「灰色」使用するとしゃりとの濃淡がグラ
デーションがかり、ネタの色味とのコントラストも美しいかと思う。

飲食店のこだわり

創業400年を目指す、鮨萬。人の手から人の心を打つことに価値を見出し、
お客様に喜んで頂けるように「てしごと」を大切にしている。常に一般のご
家庭の最高級の品質、サービス、空間と時間を提供しようと心がけていま
す。

器のコンセプト

すし萬のレストランの売筋商品「上にぎり」（にぎりすし8〜10貫）を一番
美味しそうに、かつ美しく見せることができるお皿。
一番人気ということから店頭店内にて多数常備しているため、お客様の目に
触れることが多いお皿。すし萬レストランの主力商品に相応しいお皿の制作
を目指す。
※補足：おすしは江戸前・上方を問わず、すしカウンターから「すし下駄」
で提供されるイメージ、もしくは回転すしなどの２貫小皿が一般的。すし萬
ではカウンター席もありますがテーブル席も多数あり、お時間を頂戴してご
注文のおすしを大皿にまとめて提供することが主流となっています。

客層
40代以上の商用での会食、50代以上のご家族、ご夫婦のお食事。いずれも中
流〜富裕層のお客様が多いので、30代〜40代までのお客様に来て頂きたい。

必要数量
ロット・納品日について、特に指定はない
13店舗で使用していきたい御意向

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　可能であれば　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

「みのはん」の器が多い　https://minohan-net.com
大阪千日前の道具屋筋から職人が買い付けている場合もある
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要望元 番号 ９ 飲食店名
(企業名) L'Effervescence（レフェルヴェソンス）

形状

・正円形ではなく、
　縁が波打つような形のイメージ

用途
※デザート、茶碗蒸し、軽い前菜やスープにも使える汎用性もほしい

具体的な料理 抹茶　※ムース（デザート）にも使用できるなど汎用性があると尚可

イマジナ
評価

　多くの人を魅了し、ミシュランや食べログアワードを獲得しているレストラン。HPや食べ
ログを見て頂くと、わかると思いますが、芸術性の高い料理を提供されています。そのた
め、料理の美だけでなく、空間やテーブルクロス、照明、もちろん「器」まですべてが揃っ
たときの世界観を大事にされるシェフです。白の色味にこだわりたいとのことで、ご提案頂
いた後、数社の会社を回って、どちらのメーカーと一緒に作るか決めていくことを希望。白
の色味と料理との融合による美を演出する形・質感・・・シンプルだけどこだわりを感じる
器づくりができます。
　店づくりの協力企業がHPに掲載されています。協力企業や人との繋がりを大切にするシェ
フです。　　http://www.leffervescence.jp/ja/artisan.html

飲食店
イメージ

は、日本中のユーザーから食べログに寄せられた評価のうち、一年を通じて極めて高い評価
を獲得し続けたお店を選出している。
HP：http://www.leffervescence.jp/
http://colocal.jp/topics/lifestyle/people/20150914_46945.html
http://r-tsushin.com/chef/028/

基本情報

所在 西麻布(東京) 店舗数 １店舗

業態 フレンチレストラン 担当者 シェフ　生江
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サイズ

すべての料理において平皿でサービス。そこに登場しても違和感がない色
味、質感、形のものを希望

質感

色味
白　※現在は少し青磁がかった白の器を使っているが、色味は合うものをさ
がしたい

飲食店のこだわり 「カジュアルで安心」というよりは「ハイエンド」を目指している

器のコンセプト 洋食器にはないアプローチを日本として演出

客層
ルに宿泊する富裕層）

必要数量 30-40枚　／　納品時期は指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　有　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元
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基本情報

所在 六本木(東京) 店舗数 １店舗

業態 創作料理店 担当者 シェフ　岡元

シェフのブログ：http://www.bombance.com/index2.php
【参考サイト】　https://chefgohan.gnavi.co.jp/chefindex/detail/42
　http://pro-recipe.nikkeibp.co.jp/chef_detail.php?cd=62
　http://www.bombance.com/index.html
　https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13016617/

要望元 番号 １０ 飲食店名
(企業名) ラ・ボンバンス

形状

下記のいずれかの方法で制作を検討
①全体が陶磁器
②持つ場所が陶磁器で、料理を掴むところは木製
実現できたら嬉しいこと（いずれか）
①陶磁器で作る矯正箸
②持ち手の箇所に美濃焼の伝統を想起させる釉薬（織部、志乃、瀬戸
黒・・・）をつけ、一つひとつのオリジナリティを出す
★イタリアで売っていたキャンディのガラスの置物を箸置きとして使用
このように、箸も色々な釉薬を使用し、一つひとつにオリジナリティを。

用途 箸

具体的な料理 -

イマジナ
評価

　料理だけでなく、お店にある一つひとつのものに具体的なストーリーがあるほどのこだわ
りを持ってお店づくりをされているシェフ。箸・箸置き・個室のテーブル・個室の壁にある
絵など・・・。また、魯山人の料理と器に強く共感している方。料理を器に盛りつけたとき
の計算された美しさを大切にしていらっしゃるシェフ。今回は、美濃焼産地の新しい取り組
みを応援したい想いと他の飲食店と重複しないモノと考え、陶磁器でつくる箸にチャレンジ
されます。現在使用している箸は持ちやすいことが好評でイチロー氏が来店する度に購入し
ていかれるとのこと。

飲食店
イメージ
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サイズ

質感

色味
店の雰囲気や料理を見て頂き、ご提案
※現在はダークブラウンの箸を使用（通常より細目で六角形）

持ちやすさ、持った時の美しさが大切
※上記の写真のように、箸の上の方を持って料理を食べる人は、持ち方がき
れいだと感じると御話の中で仰っていました。長さや太さも含めて、陶磁器
の箸のご提案をお願い致します。

飲食店のこだわり

店名の【La　BOMBANCE】とは、フランス語で“ご馳走”の意味。
店名にフランス語を用いたのは、「ジャンルを超越した日本料理を楽しんで
ほしい」というシェフの想いが込められています。
※HPの料理名はなぞかけです。ぜひご覧ください。

器のコンセプト 陶磁器でつくる箸

客層 グルメな方や有名人など

必要数量 店舗に導入の場合、50程度　／　※納品日は指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【　－　】／器自体の温度の管理【　常温　】
オーブンの使用【　－　】　／　直火の使用【　－　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　－　】

現在使用している器の
製造元

様々な産地のものを使用
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要望元 番号 １１ 飲食店名
(企業名) Doozo

形状

球　※下部のテーブルにつく部分は安定するように平面にし、それ以外の部
分か可能な限り球状にしていきたい
※上下のつなぎもわからないくらいの球状
※取っ手もなし

サイズ
直径１２㎝位
手のひらサイズのイメージ

用途
燻製用の器　→球状の中に魚を入れて燻製の煙だけを入れ、煙が残ってる状
態でお客様に提供して、開けた時に煙が出るようにしたい

具体的な料理 100～150ｇの白身魚

イマジナ
評価

　ローマで人気の日本料理店。日本文化を応援し、ローマの地で積極的に発信している。
ローマの大使館認定レストラン。日本の舞台演出家である小栗哲也氏（俳優：小栗旬氏のお
父様）と、イタリアの建築家であり、演出家でもあるリッカルド・ブッツァンカ氏の２人が
レストランオーナーです。遠藤シェフはイタリアのシェフとも交流があるため、日本にはな
いユニークさと発想で、世界に通じる器の制作ができるのではないかと思います。定期的に
日本に来ているため、フェスティバルまでに窯元への訪問を検討されています。

飲食店
イメージ

・イタリアのローマにて和食を提供している
・今年で創業12年目。大使館や文化会館、日本人会など在ローマの日本人客にご利用いただ
いているほか、数々のイベント等でも定評を得ている。イベントのテーマは日本文化。文学
から食文化など、日本から職人や芸術家等を招いてのイベント等も行っている
【参考サイト】　http://tabilover.jcb.jp/ita/staff/shop_info/cat2/doozo.html
　http://blog.livedoor.jp/romaristorante/archives/1024475167.html

基本情報

所在 ローマ 店舗数 １店舗

業態 日本料理店 担当者 シェフ　遠藤

質感 光沢のある質感

色味
朱色がメイン
マーブルっぽく朱色・白色・青色を混ぜてみたい
→朱色：Doozoのテーマカラー　白色・青色：地球のカラー

飲食店のこだわり 「驚き」

器のコンセプト

「地球」
世界（＝地球）を表現した器
世界を表現したい理由としては、日本の料理も日本の器も、今や世界の料理
であり、世界の器であることを伝えていきたい

客層 グルメなお客様

必要数量 30程度　／　納品日は指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

様々な器を使用
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要望元 番号 １２ 飲食店名
(企業名) おざき

形状
足つき、長方形、面は少したわませる
※小崎様が紙粘土で形のイメージ・サイズを作成してくださる

サイズ
縦15㎝、横28-29㎝、高さ7㎝、厚み1㎝
※現在の器のサイズ、同様のサイズを希望

用途 足つき寿司皿（カウンター用：すし下駄の代わり）

具体的な料理 寿司

イマジナ
評価

　食材だけでなく、器にも非常にこだわっている店主。器の知識も豊富。魯山人のつくる器
についても、料理との融合が素晴らしいと熱く語っていました。創作好きな店主のため、形
は自分が全て紙粘土でつくる！コラボする方には、織部の色をこだわってもらいたい！との
こと。地域の伝統である織部を活かし、オリジナリティの高い、クリエイティブな器がつく
れます。

飲食店
イメージ

【参考サイト】　http://hitosara.com/0006079218/person.html
※店名や店主の名前でWeb検索すると、料理とともに、様々な器が出てきます。
　http://wow-blog.line.me/archives/1014833187.html
　https://reserve.luxa.jp/shop/detail/476/

基本情報

所在 麻布(東京) 店舗数 １店舗

業態 寿司割烹 担当者 店主　小崎　一郎

質感 どちらかというとつるつる

色味

織部 + 銀彩（ベース）
織部の色にこだわりたい。現在の織部はこだわって選んでいるものの、
満足できていない。織部の色味を追及していきたい。
現在使用している織部の器、銀彩の器、足つき寿司皿
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飲食店のこだわり
国産で天然の旬の高級食材を厳選。築地市場で信頼を築き上げてきた仲卸か
ら、特級レベルのものしか仕入れていない。

器のコンセプト
～織部の可能性・新しい発見～
※35-45才くらいの若手、柔軟でクリエイティブな方とコラボしたい

客層 グルメな方、芸能人

必要数量 10前後　／　納品時期は指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【　冷　】／器自体の温度の管理【　常温　】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　無　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

全て作家から買っている
・山口真人：備前焼　／　・桶谷寧：黒織部
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要望元 番号 １３ 飲食店名
(企業名) レッドロブスタージャパン

形状 楕円もしくは長方形にて検討　※現在は楕円

サイズ
　(ロブスター30cm x 18cm)

用途 看板メニューであるロブスターの器

具体的な料理
ロブスター／サイズは30cm x 18cm程度
※基本的にはロブスター用の器だが、他のメニューも盛り付けができたらベ
スト

イマジナ
評価

　これまでありものの器を使ってきたため、今回の企画や美濃焼でオリジナルの器を作れる
ことに興味を持っているレストランです。担当者は器について知識がないため、今回の取り
組みでは美濃焼や産地の魅力に沢山気づいてくださると思います。現在、お店のブランディ
ングに取り組まれていて、器全体の刷新も検討。器を通じて、会社のブランド作りをサポー
トできる案件です。

飲食店
イメージ

シーフード料理を提供
HP：http://www.redlobster.jp/

基本情報

所在 東京都、神奈川県　ほか 店舗数 ２６店舗

業態 シーフードレストラン 担当者 ブランド推進担当、店長兼器担当

質感
持ち運べないため、現在よりも軽量にしたい

色味
ロブスターが映える、美味しそうに見える器
料理を提供した時だけでなく、ロブスターが盛り付けられた写真を見ても美
味しそうに見える器を提案

器のコンセプト

「アメリカンポップ」
思わず美味しそう！と声をあげてしまう。思わず写真に撮りたくなる。
思わず誰かに話したくなる。カラフルでユニークな器に色とりどりの美味し
い料理を盛り付け、他では味わえない体験をお客様に。
今後、色鮮やかでカラフルな器の導入を検討。まずは、メイン料理のロブス
ター皿を新たに生まれ変わらせる。
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飲食店のこだわり

Redlobsterブランドをイメージさせるデザイン
ブランドカラーはバーハーバースタイルの「黒」と「赤」
※「バーハーバースタイル」とは（HPより抜粋）・・・2011年を皮切りに沖
縄エリアや長崎ハウステンボス店、2015年7月にオープンしたユニバーサ
ル・シティウォーク大阪店でも取り入れられている、アメリカ メイン州の
「バーハーバー」をモチーフにしたスタイルです。「バーハーバー」は美し
い海岸線と国立公園のある避暑地であり、ロブスターの名産地でもありま
す。

現在使用している器

(現状)・現在はロブスターが映える青い皿、白い皿、周りに水色っぽい模様
の入った皿の3種を使用しているため、統一感がなくなっている
・現在の青い皿では、メニュー写真を見たときに美味しさが伝わらないと感
じている
・現在のメニューでは全体的に白い器を多く使用している。扱いやすいが面
白くないと感じている
・青い器はアメリカから取り寄せていたが、すでに在庫がない状態

デザイン案

①素材と色合いが気になった。
もう少し黒ベースだと良いかも

②模様凸凹模様のお皿も試してみた
い

④色と模様：海を感じるお皿③色合い：シルバーが難しければ、
グレーでも構わない

⑤の写真は模様赤と黒のラインが
入っているのもカッコいいか
と・・・

⑥白い長方形のお皿でお皿自体が波
打っており黒い太めのラインで波の
様に模様が入っているお皿　質感は
ツヤなし　(イメージ無)

客層

必要数量

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

シルバーや消耗品含め、京橋白木を使っている。
http://www.kyobashi-shiraki.com/
※幅広い取り扱いをしているメーカー・商社とのマッチングを希望
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要望元 番号 １４ 飲食店名
(企業名) SEKAI CAFÉ

形状 羽子板の形

サイズ

持ち手でない部分の寸法が、長さ２０ｃｍｘ幅１５ｃｍ
持ち手の部分が長さ１０ｃｍｘ幅５ｃｍ
※ハンバーガーだけでなく、ポテトなども置く予定

用途 ハラールハンバーガー用の器

具体的な料理
ハラールハンバーガー　※現在メニュー開発中
ハンバーガーのサイズは直径12～13cmの予定

イマジナ
評価

　観光地にあるハラール対応のカフェのため、連日外国人観光客が多く訪れるお店です。新
メニューの開発が積極的に行われていることと、今後オリンピックに向けて、ハラール対応
のレストランは店舗数が拡大する見込みのため、今後も新たな器制作の需要があります。

飲食店
イメージ

【参考サイト】　http://sekai-cafe.com/?sl=ja
　http://sekai-cafe.com/asakusa/
　https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13175080/

基本情報

所在 浅草、押上(東京) 店舗数 ２店舗

業態 カフェ 担当者 店舗の責任者
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質感 和をイメージできるような質感

色味 木目柄を希望

飲食店のこだわり 世界中の人が同じテーブルを囲んで楽しむカフェ

器のコンセプト
テーマ：HAGOITA
ご来店される海外からの観光客に、日本の文化を伝えていける器を制作した
い。お店の雰囲気は洋風だが、和をイメージした器を作りたい。

客層 8割が海外の方

必要数量
50～100　メニューの出来上がりに合わせて器も納品できるとベスト
2017年6月頃の見込み

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【　常温　】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

-
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飲食店
イメージ

用途

スペシャリティコーヒー（ハンドドリップ）用の珈琲カップ
※ブルーマウンテンは12,000円／kgのものを提供
※「マグカップ」はブレンド珈琲に使用しているため、今回はスペシャリ
ティ珈琲用の「珈琲カップ」という名称で進める。

飲食店名
(企業名) むさしの森珈琲 (すかいらーくグループ)

基本情報

所在 神奈川、埼玉、富山 店舗数 ５店舗

業態 カフェ 担当者 新ブランド開発リーダー（女性）

要望元 番号 １５

イマジナ
評価

　ファミレスの会社がつくったとは思えない、と話題になっているカフェです。コンセプト
が統一されていて、コーヒーのみならず、空間と料理を楽しめます。新ブランドオープン時
から好評のため、2017年は一気に店舗展開を加速。今後大量に生産・納品となる可能性が高
いです。また、今回の器に使用する飲み物は「スペシャリティコーヒー」のため、美濃の地
域のイメージアップにも繋がります。すかいらーくとしては、むさしの森珈琲のシンボルと
なるマグカップの制作及び今後は店舗での物販等を検討されています。

現在使用しているスペシャリティ珈琲用カップ

スペシャリティコーヒー（メニューより抜粋）

具体的な料理 140ml （カップ自体は満注で210ml）
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器のコンセプト
スペシャリティ珈琲本来の美味しさがお客様に伝わる、を。
むさしの森珈琲ならではのこだわりを持ったオリジナル珈琲カップを作りた
い。

形状 ご提案を希望
・耐久性のあるもの
・ハンドドリップのため、保温性の高さも重要
　カップウォーマーを使用しているが、お客様に提供する際には、
　コーヒーを70℃以上の熱さで出したい
・カップ本体は熱いが（特に唇にあたるふち部分が熱いと体感的に
 珈琲が飲んだ瞬間熱く感じやすいふちの熱さが重要）取っ手部分
 は熱くならない工夫が欲しい
・日本人の女性の手に合う色味・形状を検討したい

サイズ

質感

色味

客層 店舗の立地にもよるが30～40代女性がメインの客層

必要数量
300～500
3月後半あたりから新店がオープン予定のため、４月中に納品できると良い

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　有　】

現在使用している器の
製造元

ルクルーゼの赤い器など幅広い器を使用

飲食店のこだわり
「ALL DAY LIVING」ゆとりの癒し空間 むさしの森珈琲へようこそ。朝・
昼・夜、どんなシーンでもあなたの望むメニューと居心地をご用意してお待
ちしています。
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要望元 番号 １６ 飲食店名
(企業名) HANAMIZUKI

形状 円形

サイズ 高さ７cm　直径11.5cm

用途 ランチプレートのスープカップやお茶用コップ

具体的な料理
おむすびと一緒に出すスープ
おむすびは、具を混ぜたご飯なので色んな色が混ざり合っている

イマジナ
評価

　NY初のおにぎり専門カフェ。現在、NYで人気のある店舗です。ランチタイムにはビジネス
マンがヘルシーな料理を食べに集まったり、企業（無印良品）のパーティーのケータリング
で使用されたりしています。また、展示スペースがあるため、日本文化を発信するスペース
として、美濃焼のPRにも積極的にご協力頂けるお店です。また、店内はプラントアーティス
トとして日米で活躍しているGreen fingersの川本さんがデザインされていることでも話題に
なっています。

飲食店
イメージ

・NYで人気沸騰中のおにぎりを中心とした和食を提供するカフェ
・サンドイッチの様に気軽にヘルシーな和食を楽しめる。
・白と植物を基調とした内装の癒しの空間
・人気のチェルシー地区にあるおしゃれな和食カフェ
【参考サイト】https://www.hanamizukiny.com/
http://www.newyorker.co.jp/magazine/pickup/from_ny/post_96/

基本情報

所在 ニューヨーク 店舗数 １店舗

業態 おにぎり専門カフェ 担当者 オーナー（日本人女性）

質感 軽い

色味 白

飲食店のこだわり

「ヘルシーで美味しい、でも、食べても罪悪感がない料理を提供したい」
ニューヨーカーは仕事が忙しく、またカロリーの高い食事を食べている人が
多い。ランチタイムに美味しくて、バランスのよい食材を用いたヘルシーな
料理を食べて頂き、また店舗の空間でリフレッシュできる場にしたい、その
ような想いで日々お客様に料理と空間を提供しているお店です。

器のコンセプト
「シンプルでおしゃれ」
店舗での使用がメインだが、観光客もたくさんいらっしゃるのでニューヨー
クのお土産にもなる器を作成したい

客層 ３０代白人アメリカ人５０％、２０代アジア人４０％

必要数量 約50　／　納品日の指定はなし

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　無　】　／　電子レンジの使用【　有　】

現在使用している器の
製造元

木の食器は無印
陶器はCRATE AND BARREL
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要望元 番号 １７ 飲食店名
(企業名) ブラス

形状

・プレートに山、段々畑(棚田)、海がデザインされており、その各所に少し
ずつ料理が盛れるようになっているお皿。
・海の部分は、ソース（スープ状でも）がこぼれないようにしたい。(中心
をへこませる？)
・山の頂上部分にお肉料理(2枚程度)を盛るため、ソースがこぼれないよう
にしたい。(平面にする？)

サイズ

・1人用のお皿
・縦40cm×横○cm（横はあまりイメージできないですが40cmまで）
・山部分の高さは10cm程度
・お皿の厚み、棚田のサイズはお任せ

用途

・一皿で、クルヴェットダイニング・クルヴェット名古屋という結婚式場の
料理を味わっていただけるプレートにしたい。
・一皿で山、畑、海など大地の恵み全てを味わえて表現できる皿にしたい。
→山:１品、畑(棚田):2～3品、海:１品
※少しずつ海の幸・山の幸を食べてもらいたい

具体的な料理 用途どおり

イマジナ
評価

　平成28年に上場した、ブライダル業界で今勢いのある会社です。ブラスの総料理長とクル
ヴェットダイニングの料理長が試行錯誤の上、一緒に考えたこだわりの器です。クルヴェッ
トダイニングは特別な日を演出するカジュアルフレンチのお店でサービス力の高さも定評。
今回は一つのレストランの器ですが、多くの式場を運営していますし、今後も新店舗の展開
があるため、今回の企画に留まらず、新たな器制作への広がりが期待できる会社です。

飲食店
イメージ

　https://www.brass.ne.jp/

基本情報

所在 名古屋、尾張知多　ほか 店舗数 ブライダル18、レストラン3

業態 ウェディング　ほか 担当者 窓口は広報担当

質感 ざらざらしているけどつるつる
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色味

・海部分が、ワインレッド　※写真右の湖の色
・山部分が、ブロンズ　※写真左
・山部分は朝日の光があたっているようにシルバーがふきかかっている
・海～山にかけてグラデーションのようになっている

飲食店のこだわり 『もっともっと　いい結婚式を日本に広めたい』

器のコンセプト

「ふたりの朝日」～クルヴェットダイニングで過ごす今日をふたりの新たな
記念日にしませんか？～
※補足：結婚式場が運営するレストランであるクルヴェットダイニングで提
供する料理に使う器だからこそ、ウエディング感を出していきたい。クル
ヴェットダイニングは、「料理も空間も会話も軽やかに楽しめる、特別な場
所」がコンセプト。カジュアルフレンチ。

客層
結婚式場に初めて足を運ぶカップル様、プロポーズ前のカップル、結婚記念
日で訪れる夫婦など

必要数量 100枚程度　※納品日は柔軟に対応

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

有田焼がメイン
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要望元 番号 １８ 飲食店名
(企業名) ITDホールディングス

飲食店
イメージ

イマジナ
評価

　「発想の限界を想いで超える」を理念にあったらいいな、をITで実現し続けてきた会社。
ユニークで未来的な発想豊かな社長・社員がいるため、美濃焼の新しい未来を切り拓くきっ
かけになればと思います。今までにないこと、誰もやったことのないことを実現していきた
い、チャレンジしたいメーカー・商社とのマッチングを希望されています。

くするためには、自社でまず体験してみる。そこで体感した課題を起点にシステムを作り、
あらゆる分野を変えていくことにチャレンジしている会社。

トアーム、スマートAIシステム等、未来を体感できる、フードコート型のレストランをオー
プンする予定。

【参考サイト】　http://www.itd-hd.co.jp/

基本情報

所在 出店エリア未定(本社西新宿) 店舗数 (今年10店舗出店計画)

業態 フードコート型のレストラン 担当者 社長をはじめとした社内メンバー
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形状
いままでの概念にとらわれない形を作りたい
→よくある円柱以外の形にチャレンジ

サイズ フードコート内に置いてあるお水のグラスくらいのサイズを想定

用途

水を入れる器
→お店にきた方に最初に提供されるお水の器
→ITシステムによって再現された「白州の水」（ITDホールディングス様が
開発）を入れる湯呑もしくは陶磁器グラス

具体的な料理 お店に行ったときに出てくるお水の量のイメージ

質感 つるつる、軽い

色味
・白
・未来をイメージできるような色　※スタイリッシュなイメージにしたい

飲食店のこだわり
企業理念は「発想の限界を想いで超える」
今までにない取り組みを行い、世の中にインパクトを与え続けたい。

器のコンセプト
「セラミック×ヘルスケア」
誰も見たことのない、身体に優しい未来の器

客層 老若男女、幅広い方に来て頂きたいと考えている

必要数量 100～200　／　今年8月までに新規店舗出店予定ですが納期は応相談

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

なし⇒これから飲食参入のため
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要望元 番号 １９ 飲食店名
(企業名) Inaniwa Yosuke (あどばる) 

形状
・上から見ると楕円、底が円
・箸で入れたときにスムーズにうどんがとれるような器が理想

サイズ 料理の容量にあったサイズで作成したい

冷たいうどん 温かいうどん

用途

稲庭うどん
・温と冷が楽しめる器を作りたい。基本は温で、冷も兼ねられる器が理想。
・温と冷、同じ器を使うことで統一感を持たせたい。現在は、温はどんぶ
り、冷はざるとつけダレにしている為、統一感がない

具体的な料理

・うどん…白、100g（稲庭Facebook@inaniwa.sgの投稿写真参照）
・温の場合はスープを300CC入れる
・冷になると、スープはなくうどんだけ
・スープがあってもスープがなくとも、見た目のいい器をつくりたい

イマジナ
評価

　万延元年(1860年)に創業し、宮内庁も御買上げされた稲庭うどんのお店。ミシュランのビ
ブグルマンにも例年掲載され、伝統を引き継ぎ、現在もなお人気を集めている。今回はシン
ガポール店からの依頼ではあるが、アジアを中心に海外展開をしているため、泊がつくだけ
でなく、海外との接点もうまれる見込みがあります。

飲食店
イメージ

【参考サイト】　http://www.sato-yoske.co.jp/home.html
　http://hugonoblog.com/singapore/restaurant-singapore/sato-yosuke
　http://www.japanfoodtown.sg/stores/inaniwa-yosuke/

基本情報

所在 シンガポール　Japan Food Town 店舗数 １店舗

業態 稲庭うどん 担当者 シンガポール店の責任者
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質感

・つるつるで軽い

いい

て頂いて微調整を進めていく

色味
うどんの器は、黒基調（冷はこげ茶）を使用している。黒は白いうどんが映
えるが、出汁スープの色が反映されない。そこも少しでも見せたい（出汁
スープの色は、讃岐うどんの色よりも、強め）

飲食店のこだわり
だわりを書くのであれば、日本にいた時よりも海外に出て感じる「スタッフ
のケア」と、おもてなしとは意味合いが異なりますが「お客様満足」です。

と、現地の方たちはほぼ初めての体験に近いです。日本では普通（日本人な
ら当たり前）の事でも、現地の方からのフィードバックは、お客様・スタッ
フに関係なく、経営するうえでとても大切にしています。

器のコンセプト

伝統ある稲庭うどんを・・・

（冷に使う水切り巻きすを別途使用すると思います）

客層

・日本食やうどんが好きな方以外にも、日本の伝統工芸が好きな方（ローカ
ル含みます）
・30歳代以上の価値を理解して頂ける方（もちろん若年層でも価値がわかる
方）

必要数量
100くらい　※シンガポール店舗42席なので、2回転分くらいのイメージ
納品時期は問わない

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

-
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担当者 パーテンダー　水澤

勝経験者の水澤泰彦氏のお店https://www.youtube.com/watch?v=pJJ637OZxnA

れている

テル」
【参考サイト】　https://allabout.co.jp/gm/gc/424146/
　http://bar-navi.blog.suntory.co.jp/007094.html
　http://www.japanfoodtown.sg/stores/bar-nippon/
　https://www.facebook.com/bar.tiare

基本情報

所在 シンガポール／赤坂(東京) 店舗数 ２店舗

業態 バー

イマジナ
評価

　今回、ロングカクテル用の湯飲み型グラスを検討されているが、ショートカクテル用の湯
飲みもあわせてご検討されています。シンガポールの店舗では、湯飲みに入れた日本酒ベー
スのカクテルが好評。しかしながら、気に入った湯飲みを見つけられず困っていたため、今
回の企画には積極的に参加されています。日本の湯飲みを想起させる薄手の陶器グラスを作
成したいというご要望です。水澤氏の著書：「Fresh Fruits Cocktail Book 素材を楽しむカ
クテル」はイマジナにてお預かりしていますので、マッチング先が決まりましたら、お渡し
させて頂きます。

飲食店
イメージ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

要望元 番号 ２０ 飲食店名
(企業名)

Bar Nippon(シンガポール)／Bar Tiare(赤坂)

飲食店
イメージ

日本
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具体的な料理
【容量】液体＋氷→400ml程度
液体のみ→180ml程度　※液体と氷を入れてグラスの9分目くらい
【色味】様々な色のカクテルに使用する

質感

色味

日本の湯飲みを想起できる内容でご提案
→東京赤坂の店舗だけでなく、シンガポールの店舗でも使用するため
表面：手書きで日本をイメージできるデザインを希望
内側：上部にデザインがあると良い　※良い器を使っている印象になる
厚み：薄めを希望
　冷たいものを入れるため、保温性は必要ないビールも厚みのあるガラスの
ジョッキより、薄手のタンブラーの方が口当たりがいいため、口当たりを重
視したい

形状 （質感・色味欄参考）

サイズ
容量に合った提案を希望。
現在使用している器についても、容量に合ったサイズを重視

用途
季節のフルーツカクテルに使用する陶器のカクテルグラス
氷を入れるロングカクテル用　※↓現在使用しているグラス

飲食店のこだわり

大都会・東京にいながら四季を味わいたい、感じたいと思う気持ちは日本人
の心の奥にある生まれ育ったふるさとへの望郷の念かもしれません。また、
日本にいながら海外のフルーツを味わいたい、そのフルーツが生まれたルー
ツを辿りたいと考えるのは、世界への憧れかもしれません。
「バー・ティアレ」のフルーツカクテルは、素材の味を生かしつつもそのま
ま食べるのとは、また違った味わいに仕上げるようにしています。バーとい
う非日常空間の中でも、季節の移り変わりを感じて頂けるお店にしたいと
思っています。

器のコンセプト -

客層 赤坂の店舗には、20～50代の男女、場所柄仕事帰りの方が多い

必要数量 日本：約20　シンガポール：約30　／　納品日は要相談

その他の要望
使用する料理の温度【　冷　】／器自体の温度の管理【(器を)冷やす】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　無　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

陶器のグラスはWebや陶器を売っている店舗で好みのものを購入
現在使用している器には有田のものもある
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基本情報

所在 シンガポール 店舗数 １店舗

業態 鍋料理 担当者 シンガポール鍋Seizanの店長

パンフードタウンに出店。

は、日本中のユーザーから食べログに寄せられた評価のうち、一年を通じて極めて高い評価
を獲得し続けたお店を選出している。
【参考サイト】　http://seizan-mita.com/
　http://www.japanfoodtown.sg/stores/nabe-seizan/

要望元 番号 ２１ 飲食店名
(企業名) Nabe Seizan (リクセルジャパン)

イマジナ
評価

　ミシュランを取得している日本料理「晴山」の2号店。シンガポール店では、海外の嗜好に
あえて合わせず、本場の日本の味・素材・器を使用することにこだわりを持っている。まだ
オープンしたての店舗のため、今後新たなメニュー開発にあわせての器制作の見込みあり。
また、Seizanに制作した器を使用して頂くことで、現地在住の方に美濃焼を目で見て触れ
て、知って頂く機会に繋がります。

飲食店
イメージ

用途 焼物、揚物、煮物用の器　↓現在、テンポで使用している器(参考)



産業振興コンペティション　作品要望書

形状 楕円もしくは円

具体的な料理 魚の焼物等が収まる量

サイズ
縦10cm、 横15cm　軽く深さがあるもの
　　　　　　　　　　　参考イメージ→

質感 少しザラ付きがあり、重たくないもの

色味 茶〜黒の間

飲食店のこだわり 日本料理の提供　お客様の満足

器のコンセプト
「日本の情緒、風格」
日本の食文化を発信している商業施設に入っている店舗のため、日本らしさ
（情緒・風格）が伝わる器を制作したい

客層 シンガポールにいる30代〜50代男女

必要数量 20　／　納品時期は指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

唐津焼を使用
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所在 新規(予定：東京) 店舗数 新規１店舗

業態 ラーメン店 担当者 シェフ　MASA

要望元 番号 ２２ 飲食店名
(企業名) エゴジーヌ

形状
ご提案を希望　※ゆくゆくは相談しながら調整していきたい

サイズ

質感
つるつる、重い
「丈夫」と「繊細な薄さ」のバランスにチャレンジしたい

【参考サイト】※料理と器のコラボレーションの雰囲気がわかるサイトです。
　https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13175433/
　https://premium-dining.jp/pc/SH_40015894/

基本情報

色味 赤と緑が映える色にてご提案を希望

器のコンセプト おしゃれすぎず、こだわりを感じるどんぶり

用途

ラーメン
①オマール海老のビスクをベースとした赤いラーメン
②青のりを使った緑のラーメン
※フレンチの経験を活かし、洋のテイストでラーメンをつくる。化学調味料
を使わないラーメン。

具体的な料理 量は一般的な量

イマジナ
評価

　人気フレンチレストランのシェフが新業態をオープンします。シェフながら、経営センス
がある方なので、ご自身はお店に入らず、店舗開発を中心に仕事をしていく意気込みでチャ
レンジされています。今後、100店舗まで拡大していく新業態のため、長期的かつ継続的にお
付き合い頂けます。今回色の異なる2種類のラーメンをつくるため、それに合わせて2種類の
どんぶりをつくりたい。１種類はフェスティバルの予算で対応し、１種類は通常通りご購入
のため、ご提案頂く際には、１個当たりの金額目安もご提案をお願い致します。また、今
後、ラーメンどんぶりの他にも様々な器の制作について相談したいとの御話があります。

飲食店
イメージ

新業態のため、実際の写真なし
①店舗内装予定：モルタルに赤で海老の絵を描き、想いを筆で書いたボードを設置予定
②ラーメンの試作写真（赤のラーメン）

必要数量
100枚×2色を7月までに納品希望
今後は1店舗あたり50枚ずつ購入予定



産業振興コンペティション　作品要望書

飲食店のこだわり

美味しいものを、全国の一般の人にかしこまらずに食べてもらいたい。
そんな料理を届けたい。
安全性に配慮するために、化学調味料は使用しない。
（クセになる化学調味料を捨て、クセになるラーメンづくりにチャレンジ）

客層
誰でも気軽に美味しい料理を食べてもらいたい　※作業服を着た人もどかっ
と入って来れるようなかしこまらないお店にしたい

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

現在のエゴジーヌでは有田の「照右ェ門窯」と器を創作している、これまで
1000種類はオリジナルでつくってきた
http://aritayaki.jp/kamamoto/syoemon.html
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所在 新富町(東京) 店舗数 １店舗

業態 フレンチレストラン 担当者 シェフ　古田諭史

要望元 番号 ２３ 飲食店名
(企業名) CHIUnE(チウネ)

Tabelog Award2017」は、日本中のユーザーから食べログに寄せられた評価のうち、一年を通
じて極めて高い評価を獲得し続けたお店を選出している。
【参考サイト】　https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13203796/
　http://ameblo.jp/nobuhiromitomi/entry-12237464520.html

基本情報

用途 フタつきのスープカップ　↓現在使用している器

イマジナ
評価

　岐阜出身で有名シェフのご子息である若手シェフ。食・器をはじめ、空間づくりにも細部
にこだわりを持っている。一緒に仕事をする人の人柄を重要視したいと強く思われていま
す。パッションがあり、料理人の言うことなんて跳ね返して提案してくるような人と器をつ
くりたい。根が素直で人付き合いがあまり好きでない職人気質の人が相性がいいと仰ってい
ました。シェフが32歳のため、一緒に器をつくる方の年齢は50歳前後、もしくはシェフの年
齢に近い人が嬉しいとのこと。2ヶ月に1回メニューを変えるため、メニュー変更のタイミン
グで定期的な器の制作もしていけたら、との御話もありました。

飲食店
イメージ
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形状
ご提案を希望

サイズ

質感 つるつる

色味
白に青い柄が入っている器で店内は統一されている
現在のスープカップは白

飲食店のこだわり
素材の良さを活かした料理を味わっていただく
器の統一感

器のコンセプト

～香りを楽しむスープカップ～
フタをつけることでスープの香りを閉じ込められるカップ
オープンキッチンの店舗だが、スープはフタを開けたときの香りを楽しんで
頂けるよう、目の前でスープを注がないこだわり

具体的な料理 季節のスープ

客層 グルメな方が老若男女訪れる

必要数量 10程度　／　納品日は指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【温・冷】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　可能であれば　】／電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

ロイヤルコペンハーゲン
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基本情報

所在 新宿(東京) 店舗数 １店舗

業態 喫茶 担当者 専務、店舗責任者

の喫茶店

【参考サイト】　https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13048352/

要望元 番号 ２４ 飲食店名
(企業名) 珈琲西武(新宿メトログループ)

形状
・円を希望
・取っ手は取れにくく、男性女性どちらでも、フィットしやすい形状にした
い

現在使用している器 以前使用していた器

用途 ブレンドコーヒー、ウィンナーコーヒー

具体的な料理 125ml

イマジナ
評価

　新宿の好立地に多数の店舗を持ち、飲食店経営をしている新宿メトログループの老舗喫茶
店。この度、店舗の改装により、レトロな雰囲気を残したリブランディングを予定。それに
伴い、コーヒーカップの刷新を行うこととなりました。これまでの良きレトロ感を残しつ
つ、時代にあったコーヒーカップを作っていきたい想いです。オープンした年が東京オリン
ピックの年ということもあり、2020年の東京オリンピックに向け、外国人観光客に注目して
頂けるような店舗を目指し、意気込んでいます。

飲食店
イメージ



産業振興コンペティション　作品要望書

サイズ

・珈琲を飲むときに口当たりの良い、飲みやすい厚みにしたい　→しかし、
現在のように薄いとすぐに欠けてしまうため、ある程度厚みが欲しい
・現在のカップのサイズ　※一世代前のコーヒーカップくらい
カップ直径7cm／高さ7cm／カップの底の直径4cm／
カップの飲み口の厚み3㎜／取っ手の長さ4cm／取っ手の幅1cm／
ソーサー直径14cm／ソーサー高さ1.7cm

質感
つるつる
重さは軽い方がいいが、耐久性重視

色味 白

飲食店のこだわり

「創業当時から変わらぬ店」
・昭和39年の喫茶店ブーム時代にできた店
・その当時のメニュー、店舗の雰囲気まで全てを変えずに守り続けてきたと
いうこだわり

器のコンセプト

「変わらない良さ」
・創業当時からずっと白のコーヒーカップだったため、あまり柄を入れてデ
ザインするという想定はしていない
・店内がレトロな雰囲気なので、レトロさを感じるデザインイメージは取り
入れたい
・おしゃれすぎない

客層
老若男女　昔懐かしい喫茶店ということでご高齢の方も来店され、もの珍し
さに若い方も訪れるお店

必要数量 200程度　／　納期は指定なし

その他の要望
使用する料理の温度【　温　】／器自体の温度の管理【(器を)温める】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　無　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

波田野食器
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基本情報

所在 阿佐ヶ谷(東京) 店舗数 １店舗

業態 鍋専門店 担当者 料理人　大浦風満

【参考サイト】　https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13056279/
　http://hitosara.com/0006036161/
　https://retty.me/area/PRE13/ARE12/SUB1204/100000117097/

要望元 番号 ２５ 飲食店名
(企業名) 横鍋JAPAN

形状 枯山水を器で表現

用途 刺身盛り、肉盛り　→　一皿に3点盛り付けたい

具体的な料理 刺身やお肉など様々な料理を使用

イマジナ
評価

　発想力豊かで勢いがあり、フットワークの軽い料理人の大浦氏。料理の素材から、器を用
いた料理の見せ方には強くこだわりを持って、料理を提供している。日本の文化を海外に広
く発信していくことに興味があり、店舗の料理人という立場ながらも、多くのお店に参画・
プロデュースを行っている。パリで仕事をしていた際に現地の方に評判がよかった料理（下
記右の写真）と器をバージョンアップさせたい、という御意向です。

飲食店
イメージ



産業振興コンペティション　作品要望書
サイズ

縦：20cm　横：30cm
高さ：石の部分は大きい方が4～5㎝、小さい方が1～2cm

質感
ザラザラ、ボコボコのイメージ
白で石庭の凹凸の影ができる感じにしたい

色味 日本庭園の枯山水のようなイメージ

飲食店のこだわり
季節の一旬一旬、お客様の一瞬一瞬を大切にし、全国の食材を妥協なく探し
提供。有機野菜農園まで野菜を自ら作りに行っている。

器のコンセプト

テーマ：庭
京都の御寺などにある日本の石庭をイメージした器をつくりたい。日本の古
き良き美。石庭の奥ゆかしさを食べながら感じ、奥ゆかしさを得る。
※補足：居酒屋の領域を超える料理を提供することにこだわっているが、器
がついてきていない。現在、若手で良い料理人がいるので、お皿をキャンバ
スのようにして、料理を提供していきたい。

客層 女性　若い方に本物の美味いもん食材を食べて欲しいと思っている

必要数量
50～100　今回は日本の店舗がメインだが、シンガポール店、これからオー
プンを予定しているフランス店にも今後入れていきたい

その他の要望
使用する料理の温度【　冷　】／器自体の温度の管理【(器を)温・冷】
オーブンの使用【　無　】　／　直火の使用【　無　】
食洗機の使用　【　有　】　／　電子レンジの使用【　無　】

現在使用している器の
製造元

-


