
明日の食と日々格闘する､戦うフードコーディネーター、

田中 稔とは。

連絡先

有限会社クリック代表［1992年設立］

株式会社 FOOD&DRINK BANK非常勤役員［2003年設立］
東邦ガス料理教室講師

ベジタブル＆フルーツマイスター「クッカリー」講師・シニアクラス講師

中部調理師会所属

農業研究家

Profile

有限会社クリック

フードコーディネイターであり、料理研究家でもある。そ

して近年は食への恩返しのために農業にも取り組み、農業

研究家としての側面を有する。料理講師、各種講演会、レ

シピ開発、商品撮影のための料理制作、飲食店のコンセプ

トメイクなどを精力的に行う。「食」に関わる知識は多彩で、

次々と目から鱗のアイデアメニューを創造し続ける。無農

薬にもこだわり自ら畑で野菜を作るほど。料理の腕もさる

ことながら、その楽しいトークと圧倒的な情報量で熱狂的

なファンを獲得し続けている。地元の有名店の料理長、シェ

フとも交友が深い。食に対する熱き思いは、日本でもトッ

プレベルの実力。

西村

名古屋市中区大須 3-8-1 ゲインビル 4階
052-262-3732 052-243-3599

460-0011

090-7041-7100 nishimura@fdbank.jp

〒

担当

H.P.FAX



商用料理写真［CM、雑誌、パンフレットなど］の料理コーディネイト。

料理教室講師、講演会講師、およびその運営。

飲食店の料理メニュー開発、スタッフの方への指導。

クッキングショーの出演・運営委託。

テレビ、ラジオ、雑誌などへのタレント活動。

その他「食」に関係する業務全般。

項目 料金

より

より

より

より

企画提案費

顧問料・相談料［1店舗 / 1 ヶ月あたり］

１日拘束［8時間以内］

半日拘束［4時間以内］

個別指導料・相談料［2時間以内］

料理提案［レシピ作成・書面提案］

メニューアドバイス［1回 2時間以内］

クッキングショー・講演会出演料

会場費［東邦ガスクッキングサロン他］

業務監理費

食に関する講演会
EX.

508,200 円［税込］～
企画提案費 +出演料 +MC手配費 +アシスタント費用
+配付資料制作費

クッキングショーの運営
EX.

600,600 円［税込］～
企画提案費 +レシピ +出演料 +MC手配費 +アシスタント費用
+配付資料制作費

特別料理教室
EX.

423,139 円［税込］～
講師料 +レシピ作成費 +教室使用料［東邦ガスクッキングサロン栄］
+アシスタント費用 +レシピデザイン費・出力費 +食材費［32名分］+運営監理費

料理撮影

50,000

100,000

100,000

60,000

30,000

20,000

50,000

200,000

20,000

総額の 10%

EX.
565,950 円［税込］～

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

企画提案費 +レシピ作成費 10点 +コーディネイト費用［1日拘束］
+カメラマン費用 +アシスタント費用［1日拘束］+会場費 +運営監理費

※詳細につきましては別途打ち合わせの上、お見積もり申し上げます。
※「消費税」、交通費、宿泊費、材料費、リサーチ費など実費につきましてはご負担お願いいたします。
※その他、上記項目以外の内容につきましては別途見積もりさせていただきます。

月 1回の会議・試食会などへの参加。
電話・ファックスなど通信手段による指導・相談。

〃

〃

配付資料作成費は含まれておりません。

消費動向との整合性の検証、メニューバランスなど。

指導費・試食会運営費は含まれておりません。

アシスタント費用別途。［内容に応じて］

食のことなら何かしらここに答えがある…。

変幻自在の業務内容

料金基準

業務内容



2008 / 中京テレビ「P.S 愛してる」、JA あいち豊田「総会記念講演」、 東邦ガス ガス展「食育ステージ」。2007 / NHK
ドラマ「きみに授業を届けます。」、NHK「金とく」、テレビ愛知「はやるんだもん宮殿」アメリカン・ポーク、CBCラジオ「鏡

月グリーン」、「ビジネスサミット 2007」、JA豊田「婦人部イベント」、東邦ガス ガス展「食育ステージ」、JR名古屋高島屋「味

百選・トークショー」。2006 / NHK「ウィークエンド中部」鍋料理、東海テレビ「ぴーかんテレビ」お取り寄せ、東海テレビ「ご
はんの学校」、中京テレビ「食卓の秘密」、名古屋テレビ「ゲリラッパ」、CBCラジオ「グリコ・カレー」、第 11回「キッズクッ

キング・カーニバル」審査委員長。2005 / NHK「ホットライブ」、中京テレビ「THE 鉄腕ダッシュ」、NHK テレビドラマ「七
色のおばんざい」、テレビ愛知「はやるんだもん宮殿」アメリカン・ポーク、パソナ イベント。2004 / NHK 金沢「絶対
ふるさと主義」、朝日放送「おはよう朝日です」100万円ラーメン、メ～テレ「ぱっぱ屋」200人カレー、中京テレビ「クスクス」

餃子ロケ。2003 / NHK「さらさらサラダ」、NHK「天使みたい」、NHK「ちょっとまって神様」、メ～テレ「サンダー 5」、
東邦ガス「ガス展」。2002 / メ～テレ「げりらっパ」。直径 6m のピザ製作。2001 / テレビ愛知「オイシイのが好き !」、
東海テレビ「すっぴんテレビ」、NHK「大人の試験」。1999 / NHK「ゆうがたチャンス」。1998 / NHK「こんばんは6時です」、
東海テレビ「ぴーかんテレビ 元気がいいね」、中京テレビ「うに乾杯」。

2009 / スターキャッツケーブルネットワーク「Tacrat's」野菜特集、スターキャッツケーブルネットワーク「Tacrat's」
弁当特集。2008 / スターキャッツケーブルネットワーク「Tacrat's」男のレシピ、ヤマコーカタログ「用美」、アピタ・
テレビスポット料理制作、ユニー・テレビスポット［お歳暮］料理制作、株式会社バークレー「山田屋本店」商品撮影、

キリンビール「繁盛計画」。2007 / JR名古屋高島屋「味百選」、アピタ「テレビコマーシャル制作」、キリンビール「スグネタ」。
2006 / グッチ裕三 ラシックイベント、文化出版局 「ミセス」料理教室、株式会社魚忠「さかなや寿司魚忠」商品撮影。
2005 / NHK 2005 年愛知万博 名古屋名料理作成、NHK 2005 年愛知万博 JA イベント一式、リクルート社「B-ing」お弁
当料理撮影、宮きしめん、ユニー・アピタ［ケーキ・ワイン］、森野熊八 津サティー 1000人鍋イベント、竹本油脂「ごま四季」

料理撮影。2004 / 竹本油脂「ESSE」料理撮影、ヤマコーカタログ「用美」、ホシザキ電機厨房機器カタログイメージ写真、ラ・
フーズコア チラシ、アピタ・ユニーときめき祭 04 秋、めいらく飲む果実 100% シリーズパッケージ撮影、東邦ガス「と

よかもふるさと文化まつり」。2003 / ユニーアピタテレビスポット、すがきやラーメンテレビスポット、イチビキテレビ
スポット、伊勢せきやテレビスポット、ラ・フーズコア料理コーディネイト。2002 / ユニー・アピタ広告用イメージ写真。
2001 / ami 料理ページ、ホシザキ電機厨房機器カタログイメージ写真。2000 / オリーブオイル講習会。1998 / ホシザ
キ電機厨房機器カタログイメージ写真、東邦ガス料理雑誌、PASCO「超熟食パン」’99年正月用ポスター写真、さんわコー

ポレーション料理開発。1997 / NHK テレビ新銀河「今夜もごちそうさま」、東邦ガス料理雑誌「ル・グー」。1993~1992 /「月
刊ケリー」「とらばーゆ」料理ページ、松坂屋 お中元・お歳暮 外商パンフレットイメージ写真。

2008 / 東邦不動産株式会社「和菜 Saloon ガス燈」リニューアル、宝不動産株式会社「かやかや」リニューアル。2007 / 
株式会社比良「ふくや」。2006 / 有限会社ダイニング「もみじ浜松店」、株式会社比良「ハッシュ・カフェ」。2005 / 株
式会社イデックス「楽楽」。2003 / 日本テレビ「菜乃家わいんち」株式会社 FOOD&DRINK BANK「丸の内炭酒家」、。

2002 / 株式会社ゲイン「鶏三和はなれ」、株式会社イデックス「春夏秋燈」。2001 / 株式会社ゲイン「鶏三和菊井町本店」、
株式会社ゲイン「東菜」、株式会社創研「蓮の食卓」、株式会社イデックス「座座はなれ」。2003 / 株式会社乃村工藝社「ポ
タジェ・カフェ」、株式会社ゲイン「ダラット」、株式会社イデックス「畳畳」。1999 / 株式会社ゲイン「カフェ・スーペルガ」。
1998 / 「カフェ・グローブ」、株式会社ゲイン「野野」。1997 / 株式会社ゲイン「カフェ・ビアンコ」、株式会社イデックス「会
集」、有限会社ろっけん「やさか」。1996 / 株式会社ゲイン「リストランテパーフェクTV」、ナゴヤ活き活き生ビール処「で
らうま市場」、株式会社イデックス「座座」。1995 / キリン名古屋風生ビール処「でらうま屋」。1994 / キリンビアファ
クトリー名古屋「フロンティア」。1993 / 株式会社イデックス「やぎや」。※いずれも敬称略、順不同。

｢もてなし｣に取り組む､仕事。

｢旬･瞬｣を切り取る､仕事。

｢熱き思い｣を伝える､仕事。

飲食プロデュース

コーディネイト

企画･出演･講演

旺盛な食への好奇心と共に走り抜けた怒濤の 17年…。

多彩な業務実績
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