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オーブン料理を楽しむプレミアムなおうちクリスマスを提案

「Miele Christmas Dining−とっておきのオーブンレシピ−」
インスタライブで有名シェフの特別レシピ配信&プレゼントキャンペーンを実施
ミーレ・ジャパン株式会社（本社：東京都⽬⿊区、代表取締役社⻑：松原秀樹）は、12 ⽉ 5 ⽇（⼟）より
Instagram 上で「Miele Christmas Dining−とっておきのオーブンレシピ−」を公開いたします。

Miele 公式 Instagram ： @miele_japan
2020 クリスマスはおうちで簡単・美味しくできるオーブン料理を提案
Miele の 2020 年クリスマスは「Miele Christmas Dining−とっておきのオーブンレシピ−」をテーマに、12
⽉ 5 ⽇（⼟）から 12 ⽉ 20 ⽇（⽇）までの期間中、Miele 公式 Instagram 上で、お家で過ごすプレミアムな
クリスマスを彩るクリスマスディナーの提案やオーブンを活⽤したクリスマスレシピを公開します。
「Miele Christmas Dining−とっておきのオーブンレシピ−」期間中、クリスマスディナーを提案する投稿を
⾏うとともに、計 4 回のインスタライブを配信します。インスタライブでは Miele の『Generation 7000』 最
新モデルのオーブンを活⽤し、クリスマスレシピを実際に調理しながら紹介します。12 ⽉ 5 ⽇（⼟）と 12
⽉ 11 ⽇（⾦）は、国内外で活躍する Florilège の川⼿寛康シェフが登場、特別に考案いただいたクリスマス
レシピを川⼿シェフ⾃ら調理いただきます。その他、ファッションモデルやファッションプロデューサーな
ど、憧れのライフスタイルを発信しているゲスト 2 名にも登場いただき、クリスマスの過ごし⽅に関するト
ークを展開しながらレシピを紹介するとともに、12 ⽉ 3 ⽇より発売となる Miele の最新モデルのオーブンの
説明も⾏います。
また、「Miele Christmas Dining−とっておきのオーブンレシピ−」のインスタライブ内で紹介されるハッシ
ュタグをつけて「あなたのおうちクリスマス」の様⼦を Instagram に投稿いただくと抽選で Miele の掃除機
が当たるプレゼントキャンペーンも開催します。
ぜひ、今年のクリスマスは Miele が提案するオーブン料理とともに、プレミアムなおうちクリスマスをお過
ごしください。
Miele は、洗練されたデザインと機能性に優れたプロダクトを通して、快適かつスマートな住空間でのク
リエイティブな時間等、⽇々を豊かにする“Miele のある暮らし”を今後も提案します。
ミーレ・ジャパン株式会社

「Miele Christmas Dining −とっておきのオーブンレシピ−」
12 ⽉ 5 ⽇（⼟）から 12 ⽉ 20 ⽇（⽇）の期間中、Miele 公式 Instagram（@miele_japan）上でクリスマス
ディナーのオーブンレシピのご紹介の投稿を⾏うとともに、有名シェフ、ファッションモデル、ファッショ
ンプロデューサーによるレシピ紹介とクリスマスにまつわるトークをライブ配信します。ライブを⾒ていた
だいた⽅が応募可能なプレゼントキャンペーンも開催。

＜期間中のインスタライブ予定＞
インスタライブ全４回を通して、温かい前菜からメインディッシュ、デザートまで、クリスマスディナーを
完成させることができるレシピをご紹介します。
12 ⽉ 5 ⽇ （⼟） 16:00〜17:00（川⼿シェフ）
レシピ：椎茸の洋⾵茶碗蒸しトリュフ添え
12 ⽉ 6 ⽇ （⽇） 13:00〜14:00（ゲスト）
レシピ：冬野菜のキャセロール
12 ⽉ 11 ⽇（⾦） 16:00〜17:00（川⼿シェフ）
レシピ：シェフのローストチキン
12 ⽉ 12 ⽇（⼟） 13:00〜14:00（ゲスト）
レシピ：ベリーのトライフル

＜ゲストプロフィール＞
川⼿ 寛康 ／ Florilège
1978 年⽣まれ。東京都出⾝。⾼校卒業後、2000 年「恵⽐寿 QED クラブ」「オオハラ エ シイアイ
イー」を経て、02 年より⻄⿇布「ル・ブルギニオン」にて菊地美升シェフに師事。04 年よりスー
シェフ。06 年渡仏し、モンペリエ「ジャルダン・デ・サンス」にて働き、07 年帰国後、⽩⾦台
「カンテサンス」にてスーシェフを務め、09 年独⽴。
「ミシュランガイド東京 2018」から 3 年連続で⼆つ星獲得、「アジアのベストレストラン 50」で
も連続でトップ 10 にランクイン。

店舗アクセス
店舗 URL

：東京都渋⾕区神宮前 2-5-4 SEIZAN 外苑 B1
：www.aoyama-florilege.jp

「Miele Christmas Dining −とっておきのオーブンレシピ−」
のインスタライブ内で紹介するハッシュタグをつけて「あな
たのおうちクリスマス」の様⼦を投稿していただくと抽選で
3 名様に Miele の掃除機クリスマスカラーの Miele 掃除機 1 台
（Compact C2 シリーズ / ぺトロール or オータムレッド）
が当たります。
応募期間：2020 年 12 ⽉ 5 ⽇（⼟）〜12 ⽉ 27 ⽇（⽇）
WEB サイト：https://contents.miele.co.jp/christmas2020-instagram
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Generation 7000 ビルトイン調理機器
2020 年 12 ⽉ 3 ⽇（⽊）より、新シリーズ「Generation 7000」からオーブン 5 モデル 7 機種を発売しま
す。「Generation 7000」は、従来のデザインを踏襲した「PureLine」と、最上位モデルに採⽤される
「VitroLine」の 2 つデザインラインで、直感的に操作ができるセンサー式操作パネルや、遠隔で調理プログ
ラムの状態確認や設定変更が可能な WiFiConn@ct を搭載しています。

オーブン H 7000 B／BP シリーズ
庫内の温度を急速に下げる TasteControl 機能は、調理終了時にドアが⾃動でわず
かに開き、短時間で庫内温度を下げ、設定した保温温度まで下がるとドアが⾃動
で閉まり、庫内の温度と湿度を保つことで焼き上がりの美味しさを保ちます。
また、庫内に内蔵されたカメラから 1 分ごとに庫内映像をモバイルアプリ
「Miele@mobile」上で確認できる FoodView 機能は、どこいても焼き具合を確認
でき、アプリ上で調理温度・時間の変更や調理終了等の操作も可能です。
※FoodView は最上位モデル H7860 BP モデルにのみ採⽤しています。

電⼦レンジ機能付きオーブン H7000BM シリーズ
「Quick & Gentle」により、オーブンヒーターとレンジの同時使⽤により調理
時間の短縮と調理精度が向上、さらにレンジ使⽤時の静⾳化も実現していま
す。また、⿂や⾁の中⼼温度が測定できる「フードプローブ」により、お好
みの温度で正確に調理できる点が特徴です。

Miele 新シリーズ「Generation 7000」についてはこちらからご確認ください
https://contents.miele.co.jp/lp/gen7000
《Generation 7000 調理機器 ＆ ⾷器洗い機 スペシャルコンテンツ》
著名な Miele ご愛⽤者のインタビューやレシピを順次公開します。
https://contents.miele.co.jp/gen7k-cont
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Miele について
Miele(ミーレ)は 1899 年に、「Immer Besser(常により良いものを)」の企業理念を掲げトイ
゙ ツで創業しまし
た。創業者はカール・ミーレとラインハルト・ツィンカン。以来、両家のファミリーカンパニーとして発展
を続け、現在約 20,500 名のグループ社員、約 100 カ国の販売拠点を有しています。 製造⼯場は、ドイツ
国内の主要 8 箇所を含め 13 箇所で、⾮常に⾼い⾃製率や厳格な耐久テストで、⾼⽔準の品質を維持してい
ます。
家庭⽤電化製品では、ビルトイン機器を中⼼として、オーブン、スチームクッカーをはじめとする調理機
器、コーヒーマシン、⾷器洗い機、ランドリー機器、そしてフロアケア機器等を取りそろえ、豊かなライフ
スタイルを実現するブランドとして、世界中で選ばれています。
業務⽤部⾨の Miele Professional は、医療⽤・⻭科⽤・ラボ⽤などの洗浄機や業務⽤ランドリー機器を取り
扱い、世界中のプロフェッショナルの 現場に貢献し続けています。
ミーレ・ジャパン株式会社は、アジア初の Miele の現地法⼈として 1992 年に設⽴されました。Miele ドイ
ツ本社 100%出資の⼦会社ならではの次世代を⾒据えた⻑期的展望のもと、安定した製品供給と⾼い品質管
理を⾏っています。
Miele. Immer Besser.

会社概要
名称

：ミーレ・ジャパン株式会社

設⽴

：1992 年 9 ⽉

代表者

：代表取締役社⻑ 松原 秀樹

所在地

：〒153-0063 東京都⽬⿊区⽬⿊ 1-24-12 オリックス⽬⿊ビル 4 階

URL

：www.miele.co.jp

本件に関する報道関係者の⽅のお問合せ
ミーレ・ジャパン広報事務局（ハイライト内）担当：⼩宮⼭・古川・新⽥
TEL：03-4500-2346 ／ FAX：03-5539-4430 ／ Mail：miele_pr@high-light.co.jp
ミーレ・ジャパン株式会社（担当：原）
Mail：pr@miele.co.jp Tel：03-5740-0037 Fax：03-5759-6584
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