
vol. プランタン
2019

3.10（日）開催
11：00～ 15：00（L.O.14：30）

会場
Coconeri ホール
入場無料

「蟹江杏」画

主催：Nerima若手Chefs Club・練馬区

問い合わせ：03-6759-9119（練馬区立区民協働交流センター　平日 9：00～ 17：00）
区民のアイデアで未来に向けた練馬の発展に取り組む、練馬区「地域おこしプロジェクト」実施事業

¥ 600

練馬のお野菜を挟んだローストビーフサンド
～トンナートソースで～

Nerima 若手 ChefsClub 代表
ヴィーノ・エ・ラーボ　髙橋　智行 シェフ

後援：NPO法人日本ネイリスト協会、一般社団法人 日本ジャズ協会 21　協賛：
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ビュッフェ付きプレミアムJAZZコンサート
16：30～19：00

シニアソムリエによるワインセミナー
第1回 11：00～13：00　第2回 14：00～16：00

限定
200席
（抽選）

限定
各回20名
（抽選）

限定イベントの詳細はこちら

練馬区ホームページ

、

※使用する野菜は収穫の状況に応じて変更になる
　可能性があります。

酒膳　蔵四季　根本　雄一郎 シェフ

シェフ

酒膳　蔵四季 根本　雄一郎 シェフ

根菜と牡蠣（海老）の炊き合わせ

¥ 800

そば二十三　中嶋　悠太 シェフ

※使用する野菜は収穫の状況に応じて変更になる
　可能性があります。

そば二十三 中嶋　悠太 シェフ

蕎麦のお刺身と練馬のお野菜の
山葵醤油和え

¥ 500

魚たか　降矢　洋二 シェフ魚たか　降矢　洋二 シェフシェフシェフ

桜海老とお野菜の炊き込み御飯
～シラスとネギのぶっかけ～

¥ 500トヨタマヴィラ「UPMARKET PIZZA&CAFÉ」
金子　健也 シェフ
トヨタマヴィラ「UPMARKET PIZZA&CAFÉ」
金子　健也 シェフ

豚バラ肉と牛タン、練馬産野菜のボリートミスト
～野菜のピューレとマスタードを添えて～

¥ 700

上記限定イベントの詳細は、WEB で検索練馬区　Nerima 若手 ChefsClub

アンティークダイニング月　遠藤　拓也 シェフアンティークダイニング月　遠藤　拓也 シェフ

低温調理した鶏ムネ肉とアボカドのよだれ鷄
～練馬産野菜の薬味乗せ～

¥ 500



Food Court Menu

Food & Product Drink
キューバサンド
セルド・デ・オロ
本場マイアミ直伝！３種のとろ
けるチーズと自家製ロースト
ポークの究極キューバサンド

ビール（Heineken）
キリンビール株式会社
世界 192 か国で愛されているヨー
ロッパNo.1プレミアムビール。

ビール（ピルスナーウルケル）
アサヒビール株式会社
“黄金色に輝くビール”の元祖・ピ
ルスナーウルケル（チェコビール）を
お楽しみください。

Relaxation

ネイル体験&マッサージ
区内のネイルサロンを中心として
ネイルケア・ハンドケア・マッサー
ジ・物販等を行います。
協力：㈱美爪（ビソウ）、メビエ、
　　　アビーネイル、MAHALOHA、

sud nuvola（スドゥ ヌーボラ）
など

ビュッフェ付き

プレミアムJAZZコンサート
日本を代表する JAZZ 奏者のスインギー奥田氏によるプレミアムコンサー
トの開催が決定。Nerima 若手 ChefsClub が提供するビュッフェ（ワンプ
レート形式※・おかわり可）もお楽しみください。
▼対象：小学生以上　▼費用：3,500 円　▼申込：往復ハガキで①イベント名②参加者全員（４
名まで）の氏名（ふりがな）③代表者の郵便番号・住所・氏名・電話番号を、２月 15日（必着）
までに〒176-0001 練馬 1-17-1 ココネリ３階　区民協働交流センター内へ（抽選結果は２
月下旬にお知らせします）
※ワンプレート形式…複数の料理を盛り付けたプレートでの提供になります

演者紹介
結成80周年を超えた、戦前より
活躍する世界最年長ビッグバンド
“ブルースカイオーケストラ”のバ
ンドリーダーであり、ドラマー &
打楽器演奏の第一人者。

11：00 ～ 15：00
（L.O.14：30）

11：00～15：00

16：30 ～ 19：00
ビュッフェ 16：30～18：00
コンサート 18：00～19：00

シニアソムリエによる
　　　　ワインセミナー

シニアソムリエのソン・ユガン氏によるワインセミナーを開
催します。
Nerima 若手 ChefsClub が提供するアンティパストととも
に、ソン・ユガン氏おすすめのワインをお楽しみください。

▼対象：20 歳以上　▼費用：3,500 円　▼申込：往復ハガキで①イベント
名②希望受講回③参加者全員（４名まで）の氏名（ふりがな）④代表者の郵
便番号・住所・氏名・電話番号を、２月15日（必着）までに〒176-0001
練馬 1-17-1 ココネリ３階　区民協働交流センター内へ（抽選結果は２月下
旬にお知らせします）

ソムリエ紹介
東京のレストランソムリエか
ら、ワイン造りを志し、昨年
10月に長野へ移住。現在、畑
作りから、葡萄栽培に取り組む。

第１回 11:00 ～ 13:00
第２回 14:00 ～ 16:00

N

Coconeri（ココネリ）

練馬駅

練馬文化センター練馬駅北口
地下駐車場

西武池袋線 至池袋

地下鉄
大江戸線

平成つつじ公園P

ACCESS

交通：練馬駅下車北口徒歩１分

※ココネリの駐車場、駐輪場は有料です。
※混雑が予想されますので，お越しの際は公共
交通機関をご利用ください。

限定
各回20名
（抽選）

ロールピッツァ
トヨタマヴィラ
UPMARKET PIZZA&CAFÉ
シェフこだわりの生地にモッ
ツァレラチーズ、フレッシュバ
ジルが加わった王道“マルゲ
リータ”をロールピッツァで。

ワイン
ディオニー
2000 年京都にて創業。フランスを
中心にヨーロッパ各国の農家さん
からナチュラルワインを輸入して
おります。

日本酒（天恵の美酒 大信州）
大信州酒造
環境の有難さに感謝を捧げながら
造る。大信州の酒造り「愛感謝」
仕込みです。

チキンのタスケバブ
ドルジャマフセン
代表的なトルコ料理の一つタス
ケバブは、トマトシチューのよ
うに炒めて煮込むスタイル。ワ
インと一緒にどうぞ！

洋菓子（江古田）
アンデルセン
昭和43年創業の老舗洋菓子店。
江古田ミツバチプロジェクト産
はちみつを使用した人気商品を
ご用意します！

洋菓子（大泉学園）
ナカタヤ（中田家）
昭和34年創業の老舗洋菓子店。
素材にこだわり、美味しさにこだ
わった人気商品をご用意します！

手作り小物
NPO法人ＧＢＮ
アフリカのウガンダで厳選した
唯一のアイテム。おしゃれでか
わいいアクセサリーや雑貨を販
売します！

限定
200席
（抽選）

江戸東京野菜のお漬物
東京ぴくるす
「美味しくてカワイイ江戸東京
野菜お漬物」がコンセプトの、
江戸から繋ぐ東京の伝統野菜の
お漬物屋です。

ヘッドタップスター
アダム氏来日！

スインギー奥田

ソン・ユガン

物産販売
愛媛県
『愛媛産には、愛がある』愛媛の
“うまいもの”を取り揃えました。
「みきゃん」も来場！

物産販売
北海道札幌市
北海道札幌市の物産販売
サッポロスマイルＰＲ大使「ジ
ンギスカンのジンくん」が来
場！


