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ホテルオークラ福岡 総料理長 谷内雅夫氏を迎えて
ホテル日航大分 オアシスタワー フレンチレストラン シエル・アジュール 開業 1 周年記念

「美食が奏でる春の饗宴」
2019 年 1 月 29 日（火)開催
ホテル日航大分 オアシスタワー（住所：大分市高砂町 2-48 総支配人：山之口 智章）は、フレンチレストラン Ciel
Azur (シエル・アジュール)の開業 1 周年を記念して「美食が奏でる春の饗宴」を 2019 年 1 月 29 日(火)に開催いたしま
す。
本記念フェアでは、「食のオークラ」とも呼ばれ、オークラの伝統を継承する「ホテルオークラ福岡」総料理長 谷内 雅
夫氏をお迎えし、澄んだ黄金色の輝きをたたえる「コンソメスープ」や柔らかい牛フィレ肉をサクサクのパイで包んだ「ウェリ
ントン風」などのクラッシックなフランス料理をディナーで提供いたします。
当ホテル「フレンチレストラン Ciel Azur (シエル・アジュール)」料理長 吉村 努との春を感じさせる至福の料理の数々
をホテルトップフロアからの景観とともにお楽しみいただけます。

◆ホテルオークラ福岡 取締役総料理長 谷内 雅夫氏 (Masao Taniuchi) 略歴
1973 年 大成観光株式会社（現 株式会社ホテルオークラ）入社
1980 年 渡欧し、ホテルオークラアムステルダムの洋食調理にて 4 年間勤務
1982 年 オランダ国内の調理師コンクールにて優勝。帰国後、ホテルオークラ東京 宴会・レストラン調理を多方面にわたり担当
2011 年 11 月 ホテルオークラ福岡 総料理長 就任
2013 年 6 月 ホテルオークラ福岡 取締役総料理長 就任
ホテルオークラ東京フランス料理「ラ・ベル・エポック」シェフ、宴会調理シェフを歴任し、オークラの伝統を継承する一人と
して、また、オランダやフランス パリでの経験から、基本を大切にしたクラッシックなフランス料理を得意としている。
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◆ホテル日航大分 オアシスタワー
フレンチレストラン Ciel Azur (シエル・アジュール) 料理長 吉村 努 (Tsutomu Yoshimura) 略歴
1998 年 株式会社エフ・ティー・シーホテル開発（現 ホテル日航大分 オアシスタワー）入社
以降、宴会・レストラン調理を多方面にわたり担当
2008 年 内閣府認定 公益社団法人 全日本司厨士協会 大分支部 理事
2010 年 西洋料理専門調理士資格 取得
2013 年 一般社団法人日本エスコフィエ協会 ディシプル会員
2013 年 大分市技能者表彰 受賞
2017 年 内閣府認定 公益社団法人 全日本司厨士協会 アカデミー 銅賞 受賞
その他、受賞歴多数
自然の恵み豊かな地元大分と世界の食材を使用し、フレンチの技法を大切にしながらもオリジナリティを加えた料理をお
届けしています。

◆「美食が奏でる春の饗宴」 開催概要
【イベントタイトル】 ホテルオークラ福岡 総料理長 谷内 雅夫氏を迎えて
フレンチレストラン シエル・アジュール 開業 1 周年記念「美食が奏でる春の饗宴」
【開催期日】 2019 年 1 月 29 日(火)
【時間】 ＜ランチ＞11:30～15:00 (L.O. 14:00) ※ランチは営業時間内でご予約を承ります。
＜ディナー＞受付 18:00／開宴 18:30～ ※ディナーは一斉のスタートです。
【内容】 フランス料理、ソムリエセレクトのスパークリングワイン１杯付
＜ランチ＞前菜、スープ、肉料理、デザート、コーヒー、パン
＜ディナー＞アミューズ、前菜 1、前菜 2、コンソメスープ、魚料理、牛フィレ肉のウェリントン風、
デザート、コーヒー、パン
※「コンソメスープ」と「牛フィレ肉のウェリントン風」はディナーのみの提供です。
【会場】 ホテル日航大分 オアシスタワー 21 階 フレンチレストラン Ciel Azur (シエル・アジュール)
【料金】 ＜ランチ＞お一人様 6,000 円 ＜ディナー＞お一人様 13,000 円
※料金には消費税、サービス料が含まれております。
※One Harmony の各種特典並びに割引特典は対象外です。ポイント積算のみ対象です。
【ご予約・お問い合わせ】
フレンチレストラン Ciel Azur (シエル・アジュール)

TEL 097-533-6109 (直通／受付時間 11:00～21:30)
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◆フレンチレストラン Ciel Azur (シエル・アジュール)について
ホテルトップフロアの「フレンチレストラン Ciel Azur(シエル・アジュール)」では、新鮮な地元の山海食材を取り入れた、先
進的で魅力溢れるフレンチをご用意しております。遠くは国東半島まで見渡せるパノラマの眺望も、訪れるお客様を魅了
しています。また、スカイチャペル(土日・祝日)やレストランウエディング(日曜のみ)としての利用もできるため、婚礼をきっ
かけにずっと思い出を刻んでいける場所として多くのお客様にご利用いただいております。
＜ランチ＞平日のみ(月～金曜日/祝日を除く) 11:30～15:00(L.O. 14:00)
＜ディナー＞平日(月～金曜日・日曜日) 17:30～21:30(L.O. 20:30)
＜ディナー＞土曜日 17:30～22:00(L.O. 21:00)
＜フロア＞21 階
＜座席数＞テーブル席／44 席、カウンター席／8 席／全席禁煙

【One Harmony について】
One Harmony は、オークラ ホテルズ & リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・ インターナショナル、ホテル JAL シティでご利
用いただける入会金・年会費無料の会員プログラムです。ホテルをご利用のたびにポイントがたまるほか、多彩な特典を
ご用意しています。

==================================================================================

【ホテル日航大分 オアシスタワーの施設概要】
＜所在地＞大分県大分市高砂町 2 番 48 号
＜敷地面積＞12,314 ㎡（3,725 坪）
＜ホテル＞地上 21 階 地下 1 階
＜施設構成＞客室数 157 室、宴会場 14 室、レストラン・バー 4 ケ所、ウェディングチャペル、神殿 他
＜アクセス＞JR 大分駅 徒歩約 10 分

【ホテル日航大分 オアシスタワーについて】
－出会うたびに優しい 出会うたびに新しい－
複合商業施設「オアシスひろば 21」内に位置し、地上 101m と大分市内で最も高い建物です。その高層階からは大分市
街地、別府湾、国東半島、由布岳の大パノラマを一望することができ、ランドマークとして大分の迎賓館の役割を担ってき
ました。ホテルの特徴である眺望を活かし、ニッコー・ホテルズ・インターナショナルならではの明るくフレンドリーながらも、
上質で洗練されたおもてなしをご提供する、大分での活動と地域のイベントの拠点となるホテルを目指して参ります。

本件リリースに関するお問い合わせ先
ホテル日航大分 オアシスタワー

企画広報部 / 飯塚 ・ 中村(礼) ・ 山﨑

〒870-0029 大分県大分市高砂町 2-48
TEL 097-533-6035（企画広報部 直通）

TEL 097-533-4411（代表） FAX 097-533-5947

E-mail：info@nikko-oita.oasistower.co.jp
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