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フレンチ＆イタリアン＜デュオ フルシェット＞

ワンドリンク、サービス料・税金込）
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館内に飾られた「古伊万里」と「古唐津」

巡りながらそれぞれの魅力を学べる
を巡ることで、古陶磁それぞれの見所

フレンチ＆イタリアン
ナーをお楽しみいただ

現代有田の実力派窯元の器を使いご提供する特別メニューで、参加者
体験していただ

テレビ「開運！なんでも鑑定団」の鑑定士として活躍する
を招き、有田焼の歴史と魅力、そして目利きになるためのポイント

、古伊万里の源流とも言われる
江戸時代に華開きヨーロッパの王侯貴族を魅了した

それぞれの魅力についてお話するとともに、本物を見分けるコツ
ます。お話の後は、有田焼の故郷、佐賀県の漁港など

市川博史が自らご提供するこの日限りの特別メニューをお楽しみいただきます。

古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会

6:00p.m.）お食事

フルシェット＞個室

サービス料・税金込）

○お問合せ・ご予約／（０３）３３４４－０１１１（代表）レストラン予約

なるにはなるにはなるにはなるには～～～～」」」」        

）お食事 1:15p.m.

料理、サービス料・税金込） 

古美術「自在屋」店主、テレビ「開運！なんでも鑑定団」鑑定士）

宴会予約直通】 

小田 力 ・ 齊藤 

０３－３３４６－２４７９ 

観宝堂        

「絵唐津草樹文壷（水指）」  「柿右衛門色絵梅竹虎文

０１８年５月２３日

ニュースリリース 

イベント２つイベント２つイベント２つイベント２つ    

6666日（金）日（金）日（金）日（金）    

月月月月17171717日（火）日（火）日（火）日（火）

から8月1日（水）
～古唐津から古伊万里、ARITAへ

深く楽しみたい方にお薦めの特別イベントを

やきものに関する数々の著書を出されて
館内に飾られた「古伊万里」と「古唐津」

学べるイベントを
古陶磁それぞれの見所

フレンチ＆イタリアン＜デュ
ーをお楽しみいただきます。

現代有田の実力派窯元の器を使いご提供する特別メニューで、参加者
体験していただきます。

の鑑定士として活躍する
なるためのポイント

、古伊万里の源流とも言われる
江戸時代に華開きヨーロッパの王侯貴族を魅了した

それぞれの魅力についてお話するとともに、本物を見分けるコツ
などとも交流の

市川博史が自らご提供するこの日限りの特別メニューをお楽しみいただきます。

古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会

）お食事 7:30p.m.

個室 

サービス料・税金込） 

○お問合せ・ご予約／（０３）３３４４－０１１１（代表）レストラン予約  

p.m.～ 

 

） 

 

 直子 ・ 石川

   前坂晴天堂

「柿右衛門色絵梅竹虎文

年５月２３日 

    

    

日（火）日（火）日（火）日（火）    

日（水）     
へ～」

深く楽しみたい方にお薦めの特別イベントを2つ      

やきものに関する数々の著書を出されて
館内に飾られた「古伊万里」と「古唐津」    

イベントを
古陶磁それぞれの見所

＜デュ
きます。

現代有田の実力派窯元の器を使いご提供する特別メニューで、参加者
きます。 

の鑑定士として活躍する     
なるためのポイント

、古伊万里の源流とも言われる  
江戸時代に華開きヨーロッパの王侯貴族を魅了した   

それぞれの魅力についてお話するとともに、本物を見分けるコツ
とも交流のある    

市川博史が自らご提供するこの日限りの特別メニューをお楽しみいただきます。 

古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会古唐津と古伊万里の魅力を紐解くツアーとホテルディナーを楽しむ会」」」」    

:30p.m.～ 

石川 綾子 

前坂晴天堂 
「柿右衛門色絵梅竹虎文十角皿」 

     

      

    

     

   

    

 


