
THE PLAN・DO・SEE RECIPE





まえがき

プランドゥシーの店に入るのは危険だ！

彼らはOmotenashiという矢を放ってくる。

切っ先に、愛情という名のフレーバーをつけて。

しまった！やられた！

この矢に撃たれた人間は、笑顔になってしまう。

一度撃たれたらもう最後、快感に変わってしまう。

もっと撃ってくれ！

あれっ、今日の僕。いつもの僕より、Warm Heartだ。

20年前の初デートの時のように、妻にSo Sweetじゃないか。

ほら、だから言わないこっちゃない。危険だって言っただろ。

プランドゥシーにかかると、誰もが「優しくなってしまう」って。

いったどんな魔法を使っているんだい。

知りたい？

その秘密が、このレシピの中にあるんだよ。

Kevin.D.Wang(PN)

Tao Co,Ltd

President & Consultant

代表作「ニワトリを殺すな」等

 

Watch out when you step into a Plan・Do・See shop!

�ey will shoot arrows of "Omotenashi" to you.

A special arrow, with a little �avor of love added to the head.

 

OH NO!  �ey got me!

 

Once you're shot, you can't help yourself from smiling.

Soon, you will be feeling a rush of pleasure within yourself.

You will be desperate for more arrows.

 

Please! Shoot more arrows at me!

Wait a second...I think I'm starting to feel warm-hearted than I normally do.

I'm being so sweet to my wife, it's like our �rst date over 20 years ago.

 

See? I told you.

A little PlanDoSee magic makes you a sweet warm-hearted person yourself.

 

What kind of magic do they use?

Wanna �nd out?

�e secrets are revealed within this recipe.

Kevin.D.Wang(PN)

Tao Co,Ltd

President & Consultant



























































































































Nothing final, Rough consensus

おもてなしことば



言葉はパワーを持っています。

お客様に見えないところ、聞こえないところでお話しする言葉って

無意識に発せられるものだけれど、実はとても大切。

 

こういう言葉に愛が溢れてこそ、初めてお客様に伝わる思いがあります。

全ては会話から、言葉から始まっていきます。

使う言葉を変えると人生が変わります。

使う言葉を変えるとお客様への対応が変わります。

普段から使っている言葉を変えるとお店が会社がよくなります。

「おもてなしことば」はPlan・Do・Seeの公用語。

「Nothing final , Rough consensus」（※）の精神で、よりよい会社を目指して。

※ラフなコンセンサスで前に進めて常に最終系ではなく進化していく

お客さん　→　お客様

あの（人）ヒト　→　あの方（カタ）

向こう　→　ご先方

クレーム　→　新しいご意見　/　ご意見

失敗　ミス　→　次からやらないように気をつけること

パシ パシィ　→　パシフィック（THPの略）

バック導線　バックヤード　→　メンバーステージ

愛をこめて、丁寧に

先方を敬う常識ですね

同上

おっしゃって頂けてありがたいという思いで

課題が明確になるね

バックも私たちの舞台！

社長　→　豊加さん

シルバー　→　ナイフ、フォーク、スプーン

金　→　お金

金持ち　→　お金持ち/裕福な方

私ら、うちら　→　私達

現場　→　本番/ステージ

いつも近くにいてくれるBOSSに感謝

専門用語ですよ

大切なお客様のお金、みんなのがんばりの成果

「金持ち」ってなんだかねえ

美しい日本語を

現場って夢がないもんね

単語集

お座りください　→　おかけください

○○になります　→　○○です

○○の方です　→　○○です

よろしかったでしょうか　→　よろしいでしょうか

1万円からお預かりします　→　1万円お預かり致します

○○様でございますね？　→　○○様でいらっしゃいますね？

丁寧な印象になるね

○○になるってのは変化すること

俗に言う「方言」は聞き苦しいとされます

よろしかった、はすでに完了しちゃってる表現だよね

間違い日本語ですね

尊敬語と謙譲語の間違いに注意！

1万円ちょうどお預かりします　→　一万円ちょうど頂戴いたします

お名前を頂戴する　→　お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか

メニューの方お下げいたします　→　メニューをお下げいたします

こちらメニューになります　→　こちら、メニューでございます

なるほどですね～　→　さようでございますか、そうなんですね～

18:00でいらっしゃいますね？　→　18:00でございますね？

ちょうどだからお返ししない＝預からない

お名前は頂戴しないよね

俗に言う「方言」は聞き苦しいとされます

○○になるってのは変化すること

なるほど+ですね＝？　口癖注意！

同上

for お客様



添乗員に確認して！　→　添乗員様に確認して！

チェックアウトさばきがいい　→　チェックアウトがスムーズで正確

この料理 うちっぽくないね　→　A PRISMに当てはまらない料理だね

うちっぽくないでしょう　→　エッセンスとはちがうでしょう 

ずれてる　→　PDSレシピには反しているね

失敗したー　ひどいなー　最悪だなー　→　（ミスがあったとき）ラッキー　ついてる　これを直したらまたよくなっちゃうなー

なんで○○しないの　→　どのようにしたら○○できる

どうしたらいいですか　→　私はこうしようと思うんですがどう思いますか

それでいい　→　それがいい

ホテルとして○○だと思う　→　OHKとして（WTS／TLFとして○○だと思う）

お仕事ご苦労様の気持ち

さばかない！

どれもこれも渾身の作品ですから

愛を持って伝えるということ

同上

声に出すことでポジティブになれるね

次につなげるパワーがでるね

まずは自分で考えることで何かが見える

決めたからにはそれがBEST　CHOICEになるように

オンリーワンのホテルを目指しましょう

すみません　→　ありがとう

反省している　→　改善しました

忙しい　今日は忙しい　→　人気がある　今日はまあまあ人気者

疲れたー　→　働いたー　/　充実した！

まかないやっつけちゃって　→　まかない全部頂こうよ

逆にいうと～

ガンフリされた　→　任せてもらった

謝るより感謝を伝えよう

反省した後、どうするかが大事

ありがたいありがたい

疲れるほど働ける幸せ

作ってくれた人に愛を持って！

なんの逆ですか？

チームですもんね

今日予約何名？　→　今日のご予約は何名様？

急ぎだからお料理ガン出しして！　→　お急ぎなのでお料理をテンポよくお出しして！

全卓回転です　→　全席満席です

あそこ、要ケアだからね！　→　あちらのお客様、ベストアテンドでよろしくね！

ありがたいご予約です

キッチンのみんなへの愛でしょ

回転って、ねえ・・・

いつもポジティブにお客様に向き合おう

予約が落ちてくる　→　ご予約が入る

シルバーまいてって！　→　シルバー配っていって

あの卓、20:00までにまわる！　→　20:00のご予約に間に合う？

機械的に見えるWEB予約も一つ一つがお客様

まく、って乱暴。物にも愛を！

まわすのではないもんね

了解しました（お客様に対して）　→　かしこまりました

お人数様はお決まりですか？　→　お人数はお決まりですか？

すいません　→　すみません

全然大丈夫ですよ！　→　もちろん問題ございません！

せっかち　→　すばやい対応がお好み

細かい　→　ご要望の多いお客様

神経質　→　繊細なお客様

インカムじゃないからね

人数はえらくない

正しい日本語で印象もきりっとするよ

「全然」は○○ない、ことに使用するのです

あなたの主観で壁作らないで！

同上

同上

○○は接客中でして・・・　→　○○は席をはずしておりまして・・・

まだ微妙です　→　現時点では分かりかねます

私的には　→　個人的には

とんでもございません！　→　とんでもないです！

わがまま　→　こだわりが強い

よくしゃべる　→　お話がお好き

話が長い　→　お話好きなお客様

接客って業務っぽいでしょ？

微妙はあいまいでしょ

子供っぽいよね

口癖注意！

同上

同上

同上

決めた　決まった　→　お申し込みを頂いた　ご成約頂いた

見せる　→　ご覧頂く　お見せする

連れて行って　→　ご案内して　お連れして

向こうはなんて言っているの　→　ご先方は何て仰っているの

お金ないみたいです　→　ご予算に限りがあるようです

お客様に○○って言われたんですけど　→　お客様が○○とおっしゃっているのですが

チャペル前でキャッチして　→　チャペル前でお迎えして

お客様が決めてくださる事です

お客様にお時間をいただいているのです

同上

先方を敬う常識ですね

誰だって大切なご予算がある！

お客様の思いをくみ取る気持ちで！

お客様は人ですから

こっちの導線から流すよ　→　こっちの通路からご案内するよ

今日は団体担当だった　→　今日は団体のお客様の担当だった

どう？決まりそう？？　→　どう？お決めいただけそう？

お客様につかまっている　→　ご案内が長引いている

エージェントから電話です　→　エージェント様から電話です

新規が来た　→　ご新規のお客様がいらっしゃった

大切なお客様、流さないで！

「団体」って愛がない

決めて頂くんだもんね

私たちがお客様のお時間を頂いています

ご送客ありがとうの気持ち

同上

at ダイニング

at オフィス



COMPANY PROFILE
会社概要



■ 商号： 株式会社Plan・Do・See

■ 本社所在地： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

TEL. 03-5220-7110（代表）   FAX . 03-5220-7115

■ 創業： 1993年4月1日

■ 代表者： 野田 豊加 （Yutaka Noda）
1968年1月11日東京に生まれ、東京で育つ
1991年、大阪芸術大学卒業
1993年4月、株式会社プランドゥシーを設立

■ 事業概要： 1.ホテル・レストラン・バンケット（ウェディング・宴会・展示会）等の運営、企画、コンサルティング 
2.インテリア・グラフィックデザイン・店舗設計

■ 海外事業所： ニューヨーク〈マンハッタン〉

■ 資本金： 1億円

■ 社員数： 410名〈総従業員数 710名〉（2011年1月1日現在）

■ 取引銀行： 三井住友銀行 渋谷法人営業部/三菱東京UFJ銀行 恵比寿支社
みずほ銀行 丸の内中央支店/りそな銀行 新都心営業部　
あおぞら銀行 本店/商工組合中央金庫 渋谷支店
日本政策投資銀行 本店

■ UR L： http ://www.plandose e .co. jp

■ 国内事業所： 京都〈高台寺〉
神戸〈旧居留地〉

福岡〈博多・海の中道〉
名古屋〈丸の内〉

■ 業績：

経営理念

行動理念

I'm one of the customers
自分だったら欲しいと思えるものを自分だったらうれしい価格で提供すること

自分だったらこう接して欲しいと思える態度で接すること
自分だったらこういう場所であり続けて欲しいと思える店に進化し続けること

すべては、私たちの商品を好きになってくださった
愛すべきお客様のために

経営理念

StyleのあるSceneをServiceする
宴・食・居 それぞれのシーンに

「時代性」「社会性」「地域性」「市場性」を考えた上でのスタイルを
世界に向けてサービスしていく会社です

2 0 1 0年1月～2 0 1 0年1 2月）
1 5 8 . 1

2010実績



1994年08月 THE DAIKANYAMA PL ACE

東京都渋谷区猿楽町14-24 （～2004年5月）

1995年10月 THE GARDEN ORIENTAL SOSHUEN（プロデュース）

兵庫県神戸市東灘区住吉山手4-7-28 （2010年3月コンサルティング契約満了）

1998年08月 THE TOKYO RESTAUR ANT

東京都港区南麻布2-4-1 （～2008年7月）

2000年05月 THE RIVER ORIENTAL

京都府京都市木屋町通松原上ル （～2007年7月） 

2000年11月 THE HANEZ AWA GARDEN（プロデュース)

東京都渋谷区広尾3-12-15 （～2005年12月）

2001年04月 THE HOUSE OF PACIFIC

兵庫県神戸市中央区北野町1-5-10 （～2009年12月）

2003年05月 THE PACIFIC HARB OR 

徳島県徳島市中洲町3-5-1 （2009年3月コンサルティング契約満了）

2003年05月 THE STRING S HOTEL TOKYO（ウェディングプロデュース）　

（2006年11月契約満了)

2003年11月 THE GARDEN ORIENTAL KYOTO

京都府京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町366

2004年08月 WITH THE ST YLE FUKUOKA

福岡県福岡市博多区博多駅南1-9-18

2006年03月 THE FUJIYA G OHONJIN（プロデュース）

長野県長野市大門町80（2011年3月契約満了）

2007年08月 THE LUIGANS

福岡県福岡市東区西戸崎18-25

2008年02月 THE KAWABUN NAG OYA

愛知県名古屋市中区丸の内2-12-30

2008年04月 GREENWICH GRILL

428 Greenwich Street New York,  NY 10013

2010年02月 TRIBE CAFE 

277 Church Street,  New York,  NY 10013

2011年07月 河文（仮）オープン予定

2011年09月 THE NANZ AN HOUSE オープン予定

2012年 春 FORTUNE GARDEN KYOTO オープン予定

2010年03月 ORIENTAL HOTEL

兵庫県神戸市中央区京町25

東　京／TOKYO
HE AD OFFICE

名古屋／NAG OYA
THE KAWABUN NAG OYA

京　都／KYOTO
THE GARDEN ORIENTAL KYOTO

神　戸／KOBE
ORIENTAL HOTEL

福　岡／FUKUOKA
WITH THE ST YLE

福　岡／FUKUOKA
THE LUIGANS

ニューヨーク／NEW YORK
GREENWICH GRILL

ニューヨーク／NEW YORK
TRIBE CAFE



THE GA R DEN OR IENTA L K YOTO

〒605 - 0 827　京都府京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町36 6

T EL .  075 -5 41-3331

東山艸堂（ひがしやまそうどう）。

明治、大正、昭和を駆け抜けた日本画壇の巨匠、

竹内栖鳳（たけうちせいほう）が、

晩年にそのすべての才能を注ぎ込みつくりあげた、

居宅と画室を備えた旧私邸の堂号。

昭和 4年に誕生したこの1 3 0 0坪の小宇宙は、

まさに美しき京都の縮図。

邸宅や画室を囲む緑あふれる庭園には小川が流れ、

東に清水寺を抱く東山が迫り、

西隣には八坂の五重塔、

朝夕の霞たなびく頃には北に位置する高台寺から鐘の音。

「T H E  GA R DE N  OR I E N TA L  K YO T O」にてこの上ない空間美、

ゆったりとした時の流れ、

そして最上のおもてなしをお楽しみください。

366, Yasakakamimachi, Shimogawara higashi-iru, Yasaka-dori, Higashiyama-ku,

Kyoto-shi, Kyoto, 605-0827

Tel. +81-75-541-3331

Higashiyama Sodoh, 

a building which Takeuchi Seiho, 

a giant in the Japanese art world whose career spanned the Meiji, 

Taisho and Showa periods, poured his talents into during the later part of his life.  

Housing both a dwelling area and a gallery, 

the edi�ce was designed in the Old French style and built in 1929.  

�is 4290 square meter space is truly a world in itself, 

an encapsulation in miniature of the beauty of Kyoto.  

A small stream runs through the garden surrounding the gallery and residence, 

to the east looms Mt. Higashi, home to Kiyomizu temple.  

A short distance to the west is the Yasaka Pagoda, 

while from the north resounds the bell of the Kodaiji Zen temple through the morning mist.  

A place of sanctuary untouched for decades, 

reborn as �e Garden Oriental Kyoto, 

this restaurant is a place of breathless beauty, 

where you come across countless traces and symbols of history. 



W ITH THE ST Y LE

〒812 - 0 016　福岡県福岡市博多区博多駅南1- 9 -18

T EL .  0 92 - 433 -39 0 0

欧米のクラシックかつ洗練されたホテル文化、

最新のデザインホテルが持つセクシーなヒップ感、

日本の旅館が大切に育んできた温かなおもてなしの心。

それらすべての上質エッセンスだけを抽出し、

“ホテルで遊ぶ”というコンセプトで再編集。

空間設計にはじまり、料理、インテリア、音楽、

アートなど細部にまでこだわりにこだわって創りあげたこのホテルは、

博多を愛するセレブリティたちすべてのライフスタイルを受けとめるために、

この場所に存在します。

1-9-18, Hakata-eki Minami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0016

Tel. +81-92-433-3900 

Bringing Europe’s classical and re�ned hotel culture, and the latest, 

most stylish designs together with the warm-hearted hospitality of Japanese inns. 

We’ve taken the superior essence of these three elements 

and recombined them based on the concept of “Having fun at hotels.”  

Starting with space design, 

the hotel combines the best elements of cuisine, interior design, music and art, 

and is a �tting stage for the lifestyle of anyone who loves Fukuoka’s unigue culture.  



THE LU IGA NS

〒811- 0321　福岡県福岡市東区西戸崎18 -25

T EL .  0 92 - 6 03 -2525

博多の中心から「海の中道」へ車を飛ばしてわずか2 0分。

オン・ザ・ビーチにたたずむ美しい宝石との出逢い。

開放感たっぷりのプールサイド、広大な芝生のガーデン、

パームツリーが風にたなびくプライベートビーチ、

碧い海を背にたたずむ豊かな緑に守られた白亜のラグジュアリーホテル、

そして、あたたかな太陽と抜けるような青空－

いつまでも変わらない玄海国定公園の美しい自然の情景とともに

10 0年後もこの場所で愛され続けるホテルを目指して。

人生を楽しむプライベートリゾートとして「THE LU IGANS」は誕生しました。

18-25, Nishitozaki ,Higashi-ku ,Fukuoka-shi, Fukuoka, 811-0321

Tel. +81-92-603-2525

�e LUIGANS is only 20 minutes by car from central Fukuoka. 

Located in the “Umi no Nakamichi Kaihin National Park,” 

this luxury resort hotel is surrounded by the ocean and greenery. 

With the warm hospitality for which Japan is known worldwide, 

�e LUIGANS is the epitome of the essence of “hotel relaxation.” 

With a beautiful, unchanging natural backdrop provided be the Genkai National Park, 

the hotel in this much-loved location has a total of 98 guest rooms, 

all with southern exposure and ocean views. 

Opening a window, brings the sound of the waves from the nearby sea. 

Spaces are designated to allow for sun, and the interior design, 

inspired by Mexican architecture, is based on the concept “orthodox and authentic,” 

with much of the interior actually sourced from Mexico. 



THE K AWABUN NAGOYA

〒4 60 - 0 0 02　愛知県名古屋市中区丸の内2 -12 -3 0

T EL .  052 -222 - 0 02 0

江戸時代初期の1610年に徳川家康が名古屋城を築城して以来、

尾張徳川家の食のもてなしを一手に引き受けてきた河内屋文左衛門。

彼が創業した料亭『河文』は1 2代・ 4 0 0年にもわたって愛される名古屋屈指の老舗。

料亭が長年培った「おもてなしの心」を引き継ぎ、

「T H E  K AWA BU N  N AG OYA」は、古き良きものを融合した空間として再生。

一歩足を踏み込めば、4 0 0年の歴史と文化の足跡に包まれます。

2-12-30, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 460-0002

Tel. +81-52-222-0020

After the Nagoya castle was built in 1610 during the Edo Period, 

“�e Kawabun” became known as the city’s oldest restaurant 

where its original recipes were passed on for twelve generations. 

With its high-quality service, 

the Kawabun has been loved by people for over 400 years. 

As its historical importance is still being written, 

a new chapter in its history is also beginning. 

“�e Kawabun Nagoya”is a place 

where everyone can experience true Japanese Omotenashi (hospitality).



GR EEN W ICH GR I L L

ニューヨークを代表する著名なレストランが集まるエリア、

トライベッカ グリニッチストリート。

石畳の路面から古きよき時代の名残が感じられるこの街にG r e e nw i c h  G r i l lは誕生しました。

18 8 3年からこの場所で街の変貌を見つめ続けてきた建物を生かし、

あたたかく落ち着きある空間にリノベーション。

1階はザガット高評価獲得のダイニングエリア、

そして隠れ家的な地下のお店はミシュラン 2 010で星1つ獲得した「すし麻布」。

心地よい和の空間を楽しみながら日本のおもてなしを体験いただけます。

428, Greenwich Street (Between Laight & Vestry), New York, NY 10013

Tel. 1-212-274-0428

A landmark building in TriBeCa, New York, 

founded in 1883, houses one of the most renowned, 

ZAGAT rated, restaurants in Manhattan.

�e Greenwich Grill-A one of a kind restaurant with a very relaxing ambiance. 

�e Greenwich Grill also houses Michelin Star awarded Sushi Azabu, 

a discreet sushi bar known for its pebbled �oor, 

bamboo ceiling and also for its very fresh �sh. 

�e Greenwich Grill is a space to experience Japanese hospitality at its best.



TR IBECA FE

華やかな流行発信地ソーホーを始め、

チャイナタウン、リトル・イタリーのすぐそば、

上品で洗練された最先端の街を満喫できる好立地にTr i B e C a f eはあります。

店内は居心地良い雰囲気が漂い、

「東京カジュアルダイニング」というコンセプトのもと、

日本人シェフによって創り出されるジャンルにとらわれない本格的な料理が

深夜まで楽しめます。

277, Church Street (Between White & Franklin), New York, NY 10013

Tel. 1-212-343-0277

TriBeCafe is situated by the lively and trend setting Soho, 

right next door to both Chinatown and Little Italy.  

Conveniently located in a district full of top-quality restaurants, 

it o�ers a re�ned dining experience that truly suits the area.  

Inside the restaurant is a comfortable atmosphere 

where our newly created "Tokyo Casual Cuisine" 

(featuring dishes from a wide variety of food genres and cooked 

to Japanese tastes and aesthetics) 

can be enjoyed until the wee hours of the morning.



OR IENTA L HOTEL

〒650 - 0 03 4　兵庫県神戸市中央区京町25番　

T EL .  078 -326 -150 0

18 70年創業。

日本最古のホテルのひとつであり、

港町から国際都市へ神戸の発展とともに歩んできたオリエンタルホテル。

震災を最後に名門の灯が消えてから15年、

かつてのシンボルが存在した同じ場所で「OR I E N TA L  HO T E L」の名を再び掲げ、

古きよきところを踏襲しつつも今の時代にふさわしいスタイルへと変化させ

スタートをきりました。

日本のおもてなしの心を伝えていく世界中に愛されるホテルを目指して。

25, Kyomachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 650-0034

Tel. +81-78-326-1500

�is hotel, established in 1870, is one of the oldest in Japan. 

Its development has paralleled that of the city of Kobe 

as it grew from a small port into an international city.  

Fifteen years after a devastating earthquake 

removed the hotel’s distinguished presence from the city, 

it has arisen again in the same location to reassume its role as a symbol of Kobe.  

�e new Oriental Hotel honors the traditions of its long history 

while o�ering guests services and accommodations that suit contemporary tastes. 

�e hotel aims to become renowned throughout the world 

for its distinctive brand of Japanese hospitality.



FORTUNE GA R DEN K YOTO

〒60 4 - 0 924　京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町38 6 -2 (建設予定地)

T EL .  075 -254 - 8 833

京都市河原町通御池上ル。

昭和2年（ 19 2 7年）、河原町通に面し、京都市役所の北隣りに位置する一角に、

名匠・武田五一氏が手がけた、“島津製作所旧本社ビル ”が竣工。

以来、この美しく堅固な建物は、ずっと古都・京都の発展を見守り、

この地に住まう人々の幸せを祈り続けてきました。

世の中のテクノロジーの進化を支え、日本の高度経済成長に大きく貢献し、

そして誕生から8 5年目。

ひとつの大切な役割を終えた武田五一氏の作品は、

平成 2 4年（ 2 01 2年）春、“ F OR T U N E  GA R DE N  K YO T O  ”と名称を一新し、

新たな歴史と物語を紡ぎはじめます。

386-2,Ichinofunairimachi,Nijyo-kudaru,Kawaramachi-dori,

Chukyo-ku,Kyoto-shi,Kyoto,604-0924(under construction)

Tel. +81-75-254-8833

In 1927, on a corner next to Kyoto City Hall, facing Kawaramachi St., 

“Shimazu Seisakusho Kyu-Honsha Building” was built by the master craftsman, 

Goichi Takeda.

Since then, the beautiful strong building looked upon the development of Kyoto 

and wished for happiness upon Kyoto citizens.

85 years have passed after its’ birth--- �e place supported innovation of technology, 

contributed to Japan’s rapid economic growth, 

and now since the place has �nished its’ duty, it will become newly born.

2012, the rebirth of a legendary building will take place. 

“Fortune Garden Kyoto” as the new name, a new legend is about to start in 

Kyoto’s history.





■ Company name : Plan・Do・See Inc.

■ Headquarters : 2-1-1,  Marunouchi,  Chiyoda-ku,  Tokyo,  100-0005

Telephone : +81-3-5220-7110, Fa x :  +81-3-5220-7115

■ Established : April  1993

■ Business 
　operations :

1.  Total  manag ement,  planning & consulting  for hotels ,  
    restaurants,  wedding s and banquets etc.

2.  Interior & graphic design,  restaurant planning

■ Employees : 410  (As of Jan.  1,  2011, total  number of employees :  710)

■ Banks : Sumitomo Mitsui Banking Corporation : Shibuya Corporate Business O�ce /

Bank of Tokyo -Mitsubishi UFJ: Ebisu Branch / Mizuho Bank, Ltd : Marunouchi Branch /  

Resona Bank, Ltd : ShinToshin Banking Department /Aozora Bank, Ltd : Main Branch /  

�e Shoko Chukin Bank, Ltd : Shibuya Branch /Development Bank of Japan : Main Branch

■ UR L： http ://www.plandose e .co. jp

■ Hotels  and 
   Restaurants :

Kyoto (Kodaiji)

Kobe (Kyukyor yuchi)

Nag oya (Marunouchi)

Fukuoka (Hakata ,  Umi-no -nakamichi)

New York (Manhattan)

Corporate Pro�le

■ Representative : Yutaka Noda
Born Januar y 11,  1968. Graduated in 1991 from Osaka University of Arts,  
Art Planning Department.  April  1993, founded Plan・Do・See Inc.  in Tokyo.

■ Capital : 100 mil l ion yen

■ Performance :

0

2 0 0 0

4 0 0 0

（Millions of yen）

1999Results 2000Results 2001Results 2002Results 2003Results 2004Results 2005Results 2006Results 2007Results 2008Results 2009Results 2010Results

1 6 0 0 0

1 4 0 0 0

1 2 0 0 0

1 0 0 0 0

8 0 0 0

6 0 0 0

Per f orman c e  (Ac tua l  p er f orman c e ,  Januar y  2 0 1 0  ~  D e c em b er  2 0 1 0 )
Sa l e s :  1 5 . 8 1  b i l l i on  y en

PDS Group Sales

Corporate Motto

Business Contents

Principles of Corporate Activities

I'm one of the customers

Providing what,  we ourselves would want, at reasonable prices

Adopting the sort of attitude that we, ourselves,  would �nd welcoming in others

Continuing to develop the kinds of places we ourselves would l ike to see continue

Our activities are al l  a imed at providing products

and ser vices that please our valued customers

Service for Stylish Scenes

We are a company that provides the world with lodging , 

dining , and entertainment ser vices in a style catered to the times,  

social and community needs,  and the market.



Plan・Do・See History

Aug ust 1994 THE DAIKANYAMA PLACE

14-24, Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo (Closed May 2004)

October 1995 THE GARDEN ORIENTAL SOSHUEN (Management)

4-7-28, Sumiyoshi-Yamate, Higashinada-ku, Kobe-shi,  Hyogo

(Consulting contract,  until  March 2010)

Aug ust 1998 THE TOKYO RESTAURANT

2-4-1, Minamiazabu, Minato -ku, Tokyo (Closed July 2008)

May 2000 THE RIVER ORIENTAL

Kiyamachi-dori,shimog yo -ku, Kyoto -shi,  Kyoto (Closed July 2007)

November 2000 THE HANEZAWA GARDEN (Management)

3-12-15, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo (Closed December 2005)

April  2001 THE HOUSE OF PACIFIC

1-5-10, Kitanomachi,  Chuo -ku, Kobe-shi,  Hyogo (Closed December 2009)

May 2003 THE PACIFIC HARB OR 

3-5-1, Nakasucho, Tokushima-shi,  Tokushima 

(Consulting contract,  until  March 2009)

May 2003 THE STRINGS HOTEL TOKYO ( Wedding management)

( Wedding management, until  November 2006)

November 2003 THE GARDEN ORIENTAL KYOTO

366, Yasakakamimachi,  Shimogawara , Higashi-iru, yasaka-dori,

Higashiyama-ku,  Kyoto -shi,  Kyoto

Aug ust 2004 WITH THE ST YLE FUKUOKA

1-9-18, Hakataeki Minami, Hakata-ku, Fukuoka-shi,  Fukuoka

March 2006 THE FUJIYA G OHONJIN (Management)

80, Daimon-cho, Nagano -shi,  Nagano(Until  March 2011)

Aug ust 2007 THE LUIGANS

18-25, Nishitozaki,  Higashi-ku, Fukuoka-shi,  Fukuoka

Februar y 2008 THE KAWABUN NAG OYA

2-12-30, Marunouchi,  Naka-ku, Nagoya-shi,  Aichi 

April  2008 GREENWICH GRILL

428, Greenwich Street,  New York, NY 10013

Februar y 2010      TRIBE CAFE 

277, Church Street,  New York, NY 10013

March 2010 ORIENTAL HOTEL

25, kyo -machi,  Chuo -ku, Kobe-shi,  Hyogo

July 2011 KAWABUN will  open

September 2011 �e NANZAN HOUSE will  open

2011 Spring FORTUNE GARDEN KYOTO will  open

We have envisaged a future in which Japan’s proud tradition of hospitality, 

symbolized by the service at its traditional inns, will become a global standard.

Our mission is to provide the world with the cuisine and services 

that Japan has established over the years, 

which have contributed to the country’s reputation for hospitality.

Winner of a Michelin Star

Sushi Azabu in the TriBeCa neighborhood of New York City was awarded a star 

in the 2010 Michelin Guide for New York City.   

�e restaurant has won high praise for its careful attention paid to using the freshest ingredients,  

experienced sushi chefs,  as well  as unsurpassed ser vice,  which are al l  re�ected in each dish ser ved.

High Praise in 2010 Zagat Sur vey for New York City

Greenwich Gril l  & Sushi Azabu in the TriBeCa district of New York City have earned high praise from the Zagat Sur vey, 

earning 27  points for food, 21 points for décor,  and 25 points for ser vice.



２００５年に書かれたこの本、

今読み返してもシンプルで心に染み渡ってきます

そして今もこの５０のレシピに磨きをかけて日々生きています

世の中を見渡すともっともっと僕達がやらなければならない（いや、やりたい！）

ことだらけです

さぁ、もっともっと素敵な世界にしていきましょう

楽しい瞬間で満ち溢れる人生にしましょう

５０のレシピを見直してみて１つ大きな進化がありました

長女や長男の時は激怒りしていたのに、

１歳の次女が毎晩のように夜泣きで僕を起こしても心から笑っていれること

５年でちょっとだけ心が大きくなった自分を褒めてあげました

Written in 2005, no matter how many times I've read the book, 

the words hit me deep inside my heart.

A�er 6 years, I still live today according to these 50 recipes.

Today, the world is still �lled with many many things we MUST do

 (or no, WANT to do).

Together, let's make the world more wonderful.

Let's ful�ll our lives with the happiest moments.

 

A�er looking back on the 50 recipes, I realized one big di�erence in me.

When I had my �rst daughter and son,

I was very frustrated every time their cry woke me up in the middle of the night.

But now, with my one-year old second daughter, 

I stay calm and relaxed even if she does wake me up in the middle of the night.

Living 5 years with this recipe, I feel I've become a bigger person within my heart.



THE PLAN・DO・SEE RECIPE


