
 
企画意図

 料理、インテリアを扱った豪華本は世界で数多く出版されている中、メニュー・
デザインを集成した内容書籍は存在しません。さらに森林資源の枯渇防止、CO2 削減、
ECO 対策のひとつとして、紙を使わない DVD・HD メディアによる開発販売を目指
しています。これらが本シリーズを誕生させる大きな理由です。

 「MENU DESIGN」( 全 3 巻 ) シリーズは、『世界で初めて DVD によりリリースさ
れるプロ向け大情報フード・デザイン・コンテンツ』です。もちろん、レストラン
が置かれるホテル情報もきちんと掲載してぃます。
 本シリーズは、30 年をかけ世界のラクシャリー・ホテル 400 余カ所を取材した
著者が収集した「レストラン・メニュー」が基礎となります。

■名門リゾート・ホテルから、一流都市ホテルまで。世界で最高の評価を受けている、
100 レストランを厳選。21 世紀の料理をリードするシェフたちが創作した、最新
のフード・デザインの全貌を 3 巻構成 /DVD に集成し世界初公開。

■最大の特徴は、オリジナル・メニューのすべての内容を掲載したこと。
  ❶カヴァー・デザイン。サイズ。 ❷メニューの内容構成と料金。

  ❸オリジナルの新 2009・08 年度版、取材時版メニューの比較。

     ❹アフタヌーン・ティー・メニュー 、ワインリスト ....... ほか。

 さらに、料理、シェフの写真とプロフィール、カテドラリイなどのテーブル・セ

ッティング、レストラン・インテリア、加えてホテル･シーンまでを、各巻約 1,500
点の特撮画像と資料を使い約 700 頁～に編集。3 巻の合計は約 2,000 頁～になり、
これは A4 版 : 2 24 頁豪華本 : 10 冊分の情報量に匹敵します。

■本 DVD は、パソコンを使用、PDF コンテンツをご覧頂くスタイルです。
 ( パスワード必須 / 文章などのコピーと再編集、紙への印刷は不可 )

       ■ DVD「MENU DESIGN」( 全 3 巻 ) の特徴■

     1. 見開き A3 サイズ (A4+A4) を凌ぐ、より高画質な画面。

     2. 記載の URL から、ホテル URL に接続する利便性。
       ( インターネット接続環境の場合に限ります )
     3. 圧倒的な大情報量。
                      ( 4.5 G Byte をフルに使用。平均 1 ホテル・レストラン
       30 ～ 40 頁以上 /1 巻 700 頁以上の掲載が可能になりました )

 MENU DESIGN シリーズは ､Vol,1: リゾート、Vol,2: アジア ､Vol,3: ヨーロッパの
3 巻構成。日本語と英語 : バイリンガル版による世界販売です。
 コンテンツの性格上、一般消費者向けではない理由から、書店販売はいまのとこ
ろ計画にありません。

　　　　　Summary of  DVD : MENU DESIGN   Volume 3

■ From the distingushed menu for Japanese Emperor & Empress and  
Michelin 3 stars hotel restaurant  to the world luxury hotel restaurant, were 
selected top-100 restaurant. Showing the very best of 21st century leading 
chef, with dynamic innovative food design.

■ Major features of this series, introducing all of the menu, add to foods, 
table-setting and  restaurant interior. A each volume was edited by 1,500 
photo and illustlation. Total three volum contains 2,000 pages as 11-volume 
of hardcover book (each 224 pages).

■ These DVD create for professional person of the food business and hotel 
industries, and uses by P,C, (These DVD need passward for security, can 
not  re-editing and printing).

World Luxury Hotel Design  series will be released by DVD & HD1080i 
bilingual version, with 20 futuring tittles for world market. This series  
unsale from bookstore. 

● World Luxury Hotel Design ●

Volume : 1
RESORT Menu Design
  Released Dec, 2008 / 販売中 2008 年 12 月

Volume : 2

ASIAN Menu Design
  Released May, 2009 / 販売中 2009 年 5 月

Volume : 3

EUROPEAN Menu Design 

  Released Nov, 2009 / 販売中 2009 年 11 月



■企画概要 ( 日本語 ) ■

メインシリーズ名     World Luxury Hotel Design (Volume 20)

                              世界のラクシャリー・ホテル・デザイン

本シリーズ名       Menu Design (Volume 3)

巻構成       Vol,1   RESORT MENU GESIGN         2008 年  12 月販売中

                  Vol,2   ASIAN MENU DESIGN        2009 年    5 月販売中

                                 Vol,3   EUROPEAN MENU DESIGN  2009 年  11 月販売中

カテゴリー               フード・デザイン / ホテル・レストラン

著    者                    岸川 恵俊 ( 写真・文 )

メディア形態            DVD (PDF ドキュメント形式 / ハイブリット版 )

セキュリティ    パスワード形式

レストラン数    平均 35 ～ 45 カ所 ( 各巻 ) [ 全 3 巻で 120 レストランを紹介 ]

ホテル数      平均 20 ～ 22 カ所 ( 各巻 )

総ページ数     700 ～ 800 ページ ( 各巻 ) 

総写真・資料数   4,500 枚～ (3 巻 )

外ケース・サイズ     202 x 150 x 35mm

中ケース・サイズ     190 x 135 x 14mm ( プラスチック・ケース )

文      字            日本語・英語 ( バイリンガル版 )

マーケット    世界の料理愛好家。レストラン・オーナー。レストラン・デザイナー。
          テーブル・コーディネーター。インテリア・デザイナー。建築家。
          グラフィック・デザイナー。テクスタイル・デザイナー。
          シェフ、料理学校などの飲食関連企業。
          世界のレストラン・ホテル開発のプロ及び関連企業。

販 売  形 式             ダイレクト販売、そのほか 

販 売 総 数     全世界 / 各巻約 10,000 本予定 ( 計 30,000 本予定 =Vol,1 ～ 3)   

                                  

                                  

価   格      52,500 円～ ( 各巻 / 送料別 )

                

制   作   者      岸川 恵俊

企画・制作・販売     ケイ・プラニング

■ VOLUME OUTLINE (English) ■

Main Series Tittle    WORLD LUXURY HOTEL DESIGN (Volume-20)

Series Tittle               MENU DESIGN (Volume-3)

Composition              Vol,1  RESORT Menu Design        Released    Dec, 2008

                                  Vol,2  ASIAN Menu Design             Released    May, 2009

 

                                  Vol,3  EUROPEAN Menu Design   Released   Nov, 2009

Category                   Food  Design / Hotel Restaurant

Author                       Hiro Kishikawa (Photo & text)

Media                        DVD (PDF-documents, hybrid)

Security                     Passward 

No, of Restaurant      35 ～ 45 (volume)     [Total 120 restaurant in 3 volume]

No, of Hotel               20 ～ 22 (volume)

No. of Pages             700 ～ 800 (volume)  

No. of Photos            4,500 ～ (3 volume)

Case size                  202 x 150 x 35 mm

Plastic case              190 x 135 x 14 mm

Language                  English and  Japanese  (Bilingual)

Market                       Cooking love person. Restaurant Owner. Restaurant Designer.
                                  Table Coordinator. Interior Designer. Architect.
                                  Graphic Designer. Textile Designer.
                                  Chef and Cooking school. Food & Beverage company.
　　　　　　　　 　 Professional of Hotels and Restaurant Industries of the world

Sales way                 Direct sales

No, of Sales              10,000 packages (Total 30,000 as 3 volume)

Intended Price          US$ 550.oo (Volume / separate tax, bank charge  & sending fee)

Producer                   Hiro Kishikawa

Produce                    KEI. PLANNING


