
第一回目　こどもcafe のご報告.
2008年4月25(金)　ー　4月29日(火)　OPEN 12:00－CLOSE 16:00　５日間だけの期間限定cafe

場　　所　：　専門学校　福岡ビジョナリーアーツ『１F　ビジョナリー　カフェスイーツ」■

ホームページ総アクセス数　：　１５０，８０１件（2008年4月中旬～5月7日）■

動員人数　：　４５７人（４時間 ４回転）■



● 開催場所 

カフェを経営するために学ぶ専門学校　福岡ビジョナリーアーツ　スイーツカフェ

2008年の出展作品は、53点。

ノミネートの理由は、

『建築家が、自分の持つ発想力、デザイン力により、

こども、学生、多くの大人たちに、[素晴らしい場] を提供したこと。』　との事でした。

この名誉あるノミネートは、
サポート下さったみなさま全員に押し上げてもらって頂けたと思っております。

心より、お礼申し上げます。ありがとうございました。

こどもcafeは、デザイニング展2008　

グランプリ ノミネート3作品に選ばれました。

 11:00 こどもシェフたち、到着です。
 まずは、かよ先生よりご説明。 
 みんな真剣に聞いています。

11

自分で名札の名前を書いて・・・・。

2

こどもcafe オリジナルサロンをつけて。
サロンは大人たちと、お揃いです。

33

そして、順番に手を洗って・・・・。

44

55

こどもシェフの最大のサポート、
ビジョナリーアーツカフェ専攻の
生徒さんに『宜しくお願いしま～す』

66

OPEN前の、リラックスなひととき。

通常のセッティングを除けて頂き、こどもcafe仕様に空間をコーディネートさせて頂きました。

こどもcafeの時間.こどもcafeの空間.

集合

準備

こどもシェフへ

大切な手洗い

学生さんと ご対面

OPEN前のリラックス



5 、4、3、2、1　
のカウントダウンと共に、

『いらっしゃいませ～～！！！』

OPEN！！77 こどもギャルソン大忙し！88

 連日、すぐに満席。

ランチプレートのサラダつくってます。和のメインディッシュ上がったよ！

すぐに、キッチンも大忙し！！99

こどもキッチンを、店内に設置したのには、理由があります。
お客様でいらっしゃったママたちに、『こういう風にしたら、安全に一緒にお料理出来るんだ。」
『こどもって、こんな事も出来るんだ。』　色んなことを感じて頂きたかったからです。

1010 明日の仕込みもやっちゃいます

こども用の軍手をして、
ひじきを炒めてます。

明日の浅漬け用にキャベツを切ってます。 ずんだあん をすり鉢で、つくってます。

1111３時を過ぎたら、
飽きている様なので…窓ふき！

窓ふきも、立派なレストランのお仕事です。盛り上がってます。

1212 ４時半　お仕事終了

こどもカフェの売上は、
こどもたちのカフェデビューに使わせて頂きました。



こどもcafe 5日間のご来店数  457人.

■ 4月25日（金）　  63人様  　  ■　4月26日（土）　 65人様    ■  4月27日（日）　93人様
■ 4月28日（月）　103人様  　　■　4月29日（火）　133人様 

総合計　457人のお客様にご来店頂きました。（目標を157人上回りました。）

3日目より、OPEN前から並んで下さる方も！

おかげさまで、連日、満員御礼でした。

こどもギャルソンも、こどもシェフも大忙しです♪

●　この売上は、

     

    

こどもcafe の売上　374,080円.

■ 4月25日（金）４１,５９０円  　  ■　4月26日（土）　５２,２８０円    ■  4月27日（日）７２,８９０円
■ 4月28日（月）７１,４５０円  　　■　4月29日（火）１０３,６７０円 

その他、CLOSEの後、テイクアウトのいちごジャム、テーブルのご購入 ３２,２００円 を頂き、

総合計　 ３７４,０８０円 の売上を頂きました。
ご用意したランチ、スイーツ、ランチボックス、イチゴジャムはすべて完売しました。

こどもシェフたちのレストランデビューにつかわせて頂きます。
（こどもシェフ44人×ご家族3人分）

CAFE WEEKにご参加の店鋪さんにご協力頂き、家族で選べる食事券をこどもシェフへプレゼントしました。

     

福岡市中央区薬院1-16-18
江島ビル102
電話｜092-741-8287
営業時間｜12：00～26：00
定休日｜火曜日
http://www.sones.cc/
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福岡市中央区薬院1-16-18
江島ビル101
電話｜092-771-3282
営業時間｜12：00～15：00 
               / 18：00～26：00
定休日｜木曜日
http://www.sones.cc/
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福岡市中央区大名1-10-10　KIビル3F
電話｜092-714-7215
定休日｜水曜日
営業時間｜11：30～26:00（月～土）
11：30～24:00（日）
http://www.cafediningbar7.com/
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福岡市南区大橋2-12-12晃英ビル2F
電話｜092-562-2315
営業時間｜11：30～24：00
定休日｜不定
http://hagurucafe.blog18.fc2.com/
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筑紫野市二日市北1-2-3黒崎第一ビル1階
電話｜092-928-3777
営業時間｜11：00～22：00

（火～木）11：00～25：00（金）12：00～25：00
（土）12：00～日没頃（日） 定休日｜月曜日

プルミエ カフェ

福岡市中央区薬院3-13-17前田ビル1F
電話｜092-526-6639　定休日｜無
営業時間｜12：30～25：00（月～木）
12：30～28：00（金・土） 12：30～19：00（日・祝）
http://www.dalahastcafe.com/
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こどもシェフへ。

     おしごとの、おれいです。
みんなでカフェを楽しんでね。

●   こちらのチケットは、ご会計の時に、お店の方にお渡し下さい。   ●    チケットの有効期限は、2008年6月30日までです。



こどもcafeは、食材ご協賛の皆様のおかげで、
こんな素敵なランチをお客様に楽しんで頂けました。

こどもcafe のメニュー .

ランチボックス ドレッシング

→ →

和のランチプレート 洋のランチプレート

いちごジャム

より多くのこどもたちに、そして大人たちに、食べることについて伝えたくて、

CAFE WEEKさんのご参加の店鋪さんにアンケートを頂き、

イラストレーターの櫻井さんの絵と手作り製本の絵本『レストランでの５つのマナー』を つくりました。

この絵本で伝えたかったことは、

『いただきます』　『ごちそうさま』　は　『ありがとう』　一緒。

こどもcafeオリジナル絵本　
　      『レストランでの」５つのマナー』  完成.



2008年 こどもcafeは、 
たくさんのメディアさんにご紹介頂きました。 

■　TV 取材 

　　 

■　新聞 取材 
　　 

■　雑誌 取材 
　　 

■　ラジオ 取材 
　　 

○　4月 28日（月）　放映　RKB毎日放送　今日感 TV  
○　4月 28日（月）　放映　FBS福岡放送　めんたいワイド内ニュース　  

○　4月 28日（月）　掲載　毎日新聞夕刊  

○　4月 26日（土）　掲載　読売新聞朝刊  

○　5月   4 日（土）　掲載　博多経済新聞  

○　4月 12日（土）　放送　天神エフエム　メロフィール・オー　  

○　4月 24日（木）　放送　天神エフエム　メロフィール・オー　  

○　4月 25日（金）　放送　博多スタイル　　　  

○　2008年７月号　掲載　cafe & Restraunt  

○　2008年４月号　掲載　九州ウォーカー  

○　2008年４月号　掲載　epi 

○　2008年５月号　掲載　FUKUOKA class  

読売新聞 4 月 26 日朝刊  2008年７月号 cafe & Restraunt  



2008年 こどもcafe ご協賛企業 

■　場所のご協賛 

　　 
○　学校法人 専門学校福岡 ビジョナリーアーツ 様 

■　ご協賛金 

 http://www.fva.ac.jp/
カフェ専攻クラスの 2年生の授業の一環として、ご協力頂きました。（産学連携）  

○　西日本ビジネス印刷 様

○　西日本ビジネス印刷 
　　　営業 桑野貴隆 様　

Tel: 092-531-4757　　Fax: 092-524-2545 
〒810-0014 福岡市中央区平尾５丁目5-30 
E-mail: info@n-global.co.jp 

http://www.bloomdesign.jp/  

福岡市中央区大手門2-6-1
コーポ福永２F
TEL:092-739-6835

○　ブルームデザイン 様

○　有限会社 パイロン 様

 http://ikuta-kitochen.net/

○　 IKUTA kitchen 
　　　幾田淳子先生 様  

http://www.n-global.co.jp/ 



福岡産の安心なお野菜たちを頂きました。。

■　食材のご協賛 

○　ＪＡ福岡市 様 

■　その他ご協賛 

http://www.ja-fukuoka.or.jp/

○　エリオッティ ナチュラル 様 

○　鳥越製粉株式会社 様 

○　徳永養鶏場 様 

http://www.ecohappy.jp 

http://www.the-torigoe.co.jp

福岡県築上郡築城町大字下香楽557-16 
城井ふる里村 　　　社長 徳永隆康
tel:0930-52-4129 　fax:0930-52-2567
http://homepage3.nifty.com/furusatotamago/index.html  http://www.kagome.co.jp/

○　カゴメ株式会社 様 

○　ウィル 様 

○　ウイッチバレーアンティーク 様

http://www.witch-valley.com/ 

福岡市博多区博多駅東1-1-25 宝ビル606 
TEL (092) 432-4600 

○　 洒落陶 様
お料理の演出をしてくれるお皿たちを 
ご提供頂きました。  

リーフレット制作をご提供頂きました。

○　特別演出：アコーディオン奏者 
　　新井武人 様 

29日のお昼、こどもcafeにやって来てくれて、
演奏をして頂くこ とになりました。

素敵な空間を一緒に作り上げてくれる
椅子たちをご提供頂きました。

○　瞬報社写真印刷株式会社  様 

http://www.shumpou.co.jp/index.html  

店内掲載用のポスター・DMなどを
ご提供頂きました。

自家配合と緑のエサ・自然のめぐみで育てられた
卵を頂きました。

小麦粉を頂きました。

環境にやさしい植物原料100％の洗剤を頂きました。

http://www.shokutu.com 

○　株式会社 食卓通販 様 
博多うまだし・明太マヨネーズ等を頂きました。 

○　カハノフーズ 様 
大事に育てられた鶏肉を頂きました。

トマトソースをはじめ、豆乳、野菜や果物のジュースを
たくさん頂きま した。

○　福岡森林インストラクター会 様 
竹林から掘りたてのたけのこを頂きました。

○　山田 重隆 様 
小郡で農業を営んでいる山田重隆さんが作った
自家製のお米といちごを頂きました。

○　ブラジレイロ 様 
こだわりの自家焙煎コーヒー豆を頂きました。
福岡市博多区店屋町1-20
Tel : 092-271-0021
営業時間／平日AM8:30～PM8:00
　　　　　　　　土曜AM10:00～PM6:00
定休日　／日・祝日
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