フランス大好きな人のための小さな情報誌

今だから伝えたいフランス
［サリュ・ラ・フランス］
特集

春のパリ
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花の都
ソー公園

パリでお花見しよう。
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素顔のパリ 20区物語
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様々な文化が交錯する
１３区

Photo Harumi Doi

5
1・パリらしい街並みの Butte aux Cailles
（ビュットオカイ）
2・13区といえば、
ベトナム料理・フォーですね
3・イタリア広場はいつも渋滞
4・中華街のすぐそばには高層ビルが立ち並ぶ
5・日本人の強い味方。中華街！
6・本当！フランス人は外で食べるの好きだ
よねー！
7・13 区区役所

6

7

どんなに辛いことがあっても桜咲くんだな・・・っ
て 2011 年の桜を眺めながら思ったものです。桜は日
本人にとって特別な花。日本の新学期は 4 月だから
（フランスは 9 月です）桜を見るとノスタルジックで
もあり希望に満ち溢れる。パリから足を伸ばして、桜
の下で宴会しちゃいましょうか。
ソー公園（Parc de Sceaux）は、閑静な住宅街の
そばにある美しい公園。パリに住んだ人は花見をしに
一度は訪れたことがあるのでは ?200ha のこの公園
はベルサイユ宮殿の庭園を作った造園家ル・ノート
ルによって設計された。お城もお庭もある素敵な場
所です。ここの桜は〝白い桜”と〝ピンクの桜”
この白い桜にはさくらんぼがなるらしいです。ピン
クの方は日本でいう八重桜。ボリュームがあって華や
か。敷物引いて、お弁当作って、もちろんお酒も持っ
て・・・最上級のピクニック、
〝日本式お花見”を
パリで楽しみましょうか !
ソー公園の桜は 4 月後半か
ら 5 月前半くらいが見ごろ
です !
アクセス・RER の B4 線
でパリ中心から 15 分程度。
Parc de Sceaux 下車。駅
からは徒歩 10 分位。閑静
な住宅街を通る。パリでは
一軒家は見ることができな
いから、素敵なおうちを見
る楽しみもあります !

すずらんの日〜 Jour de muguet
GW 真っ只中の 5 月 1 日はフランスでも休日です。
メーデー〜 Fete du Travail。そのもうひとつの顔が、
すずらんの日〜 Jour de muguet。街中がすずらんの
香りに包まれていたるところで露天のすずらん売り
が出現。美しくアレンジしたものもあれば豪快な鉢植
えまで様々なすずらんが街を彩る。信号待ちの車に
は、子供のすずらん売りが窓をノック。すずらんを素
朴に束ねただけのものだけどこれが意外にいいお花。
子供にとってはいいお小遣い稼ぎ。この日だけはどこ
で誰がすずらんを売ってもいいのだそうです。
すずらんには「幸福が訪れる、幸福の再来、意識
しない美しさ」の花言葉があり、5 月 1 日にお世話に
なっている人や愛する人、家族にすずらんを贈ると、
贈られた人は幸せになれると言われています。1 年の
幸せを祈ってすずらんをプレゼントするなんて、なん
とも素敵な習慣ですね。
すずらんはバラ・ジャス
ミンと並び、世界三大芳香
と言われて素敵な香りです
が、食べると有毒になるの
だそうです。
「綺麗だけど、
絶対に食べようと思っちゃ
だめだよー !」と、すずら
んの日に友達の子供に注意
されたことがありました。
確かに、なんとなく口に入
れたくなってしまう・・・・
のは私だけでしょうか ?

番外編
インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰

Interview

春です。キーワードはフランス！
さあ、新しいことにチャレンジしてみませんか？

貝山幸子

初めてのシャンソニエ

ってみよう！
大人の街・銀 座でシャンソニエに行

新しい事にチャレンジしてみませんか？
この春の仏蘭西倶楽部お薦めのレッスンです。

Activity

彩で 描く
南仏 プロヴァンス生まれの 美しい色

ント
グラスペ イントとファブリックペイ

シャンソンの生演奏が聞けるライヴハウスの事を総称して「シャンソニエ」といいます。
好きな飲み物を飲みながら、目の前で繰り広げられるシャンソンのステージを楽しむ。
さあ、大人の街銀座でシャンソンを体験しよう！

透明なガラスの食器に、美しいガラス専用焼付絵具で描くグラスペイント（ガラス絵付け）
フランスらしい色鮮やかな美しい布専用絵具で描くファブリックペイント（布絵付け）

古き良き時代の銀座の文化を伝承しながら今年で 47 年目

ときめく素敵なガラス食器に生まれ変わります。

を迎える日本で一番古いシャンソニエ・蛙たちの
シンボル蛙ちゃんにシャンソニエを１２０％
楽しむ方法を聞いてみました。
—シャンソニエ初心者はなんとなく敷居が高いような気がし
ますが？
まずは勇気を持って扉を開けてみてください（笑）
。20 代の
お客様もいらっしゃることもあります。
シャンソニエは歌手とお客様の距離が近いので親しみを持っ
ていただけると思います。
—一人で行っても楽しめますか？
もちろんです。ステージ以外の時間も、出演者との楽しいお
しゃべりが〝蛙たち“の伝統なんですよ。
歌手の皆さんはお客様を楽しませるプロフェッショナルです。
お一人様のお客様も結構多いんですよ
ダンディなオーナー・シャンソン歌手の横井公二とエレガン
トなマダムとのおしゃべりのファンの方も多いんです。
—ステージは何度も見れますか？
通常は入れ替え制は無いで、１回目のステージから最後の 4
回まで聞いても値段は変わりません。お時間が許す限りずっ
と聞いていてください。ステージ途中でお越しいただいても
大丈夫です！日替わりで毎日素晴らしい歌手の方５，
６人での
ステージです。リクエストも大歓迎です。

— 銀 座って高いイメージが
あるのですが・・・お幾らくら
いで楽しめますか？
ミュージックチャージ 4,000
円に飲み物（800 円〜）と税
金がかかります。劇場のコン
サートに行く感覚より
実際はリーズナブルになると
思います。初めての方にも足
を運んでいただけるように、シャンソニエお試しプロモーショ
ン価格を設定してます。
（期間限定）一度足を運んでみてく
ださい。
シャンソンにはいい歌詞がたくさんあります。わかりやすいよ
うに、日本語で歌うシャンソンが中心です。
もちろん、フランス語で歌う歌手の方もいらっしゃいます。
フランスから生まれて、そして日本に根付いているシャンソン
文化を一度体験してみて欲しいですね。シャンソンは人生の
応援歌ですから・・・・
YUMI・・・日本一の老舗のシャンソニエ、銀座・蛙たちで、コンシェルジュ
として奮闘中。是非会いにいらしてください。

シャンソニエ
お試し特別価格
INFO

4,200 円（チャージ、ドリンク 1 杯、税金込）
お越しの際には本誌をご持参ください。

蛙たち
〒 104-0061 中央区銀座西 7-8 先 コリドー街
tel. 03-3571-4417（17 時以降〜）

シンプルなガラス食器が美しい色彩を放ち、
食器だけでなく、窓ガラスやランプにも描くことができ、ファ
ブリックペイントではシンプルなお洋服を華やかに演出しま
す。 フ ラ ン ス・ ペ ベ オ 社 認 定

Master Teacher で

September25ArtStudio 主宰の遠藤綾子先生の指導
の下、絵を描くことが苦手な方でも素敵な作品を作る事がで
きます。日常の暮らしに華やかな彩りを・・・・・
何かを始めたいと探されていられる方には、
是非作品をご覧いただき、体験してみてください。
スタートは、早い方がおススメ !

5/3 〜 6

遠藤 綾子
グラスペイント & ファブリックペイン
ト展
in 日本ホビーショー

講師作品展示販売 & カフェ
AYAKO ENDO 新潟アトリエ

グラスペイント & ファブリックペイント

5/15 〜 21 in 渋谷 展示販売 & 体験サロン

西武渋谷店 サンイデー渋谷 ウィークリーショップ

［講師養成クラス］5 月開講 高輪・新潟・仙台

遠藤綾子
September25ArtStudio 主宰
グラスペイント＆ファブリックペイント作家
フランス・ペベオ社認定 MasterTeacher
著書「心と暮らしを彩る グラスペイント」

2012 4/26（木）
、27（金）
、28（土）
AM10:00 〜 PM5:00
東京ビックサイト・東京国際展示場
東 1・2・3 ホール ブース NO.9 62

＊期間中体験サロン開催します。
詳細はお問い合わせください。

September25ArtStudio
HP   http://september25.biz/
TEL 090-2432-9128
e-mail studio@september25.biz
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オペラが大好きで、夏に行われる
オーストリアのザルツブルク音楽祭に行くのが
楽しみで、その帰りにパリのカンペール陶器の
お店に寄って買ってきてたのよ。

中山典子さん［東京都 八王子市］

八王子の閑静な住宅街の素敵なおうちの玄関をあけると、
アンティークの大きなオルゴール、
そしてリビングにはアンティークのピアノ（当時の音源を自動再生
する貴重なピアノです）
。
ダイニングキッチンにはたくさんのカンペール陶器が。
オペラシティのショップは、オペラを見に行って見つけたそうです。
「どのシリーズも、一度使うとファンになってしまうのです。
」
中山さんのお宅には、いろいろなアイテムが・・・・
「細長いお皿が重宝してます。お刺身を盛り付けても美味しそうに
なりますね。
」
中山さんの母屋の横には素敵なはなれが。
コレクションをしているフランスのアンティークの
ステンドグラスを楽しむために作ったお部屋だそうです。
400 年以上の歴史があるカンペール陶器とステンドグラス・・・
優雅な時間が流れる、素敵な空間です。
毎日の食卓で登場頻度が多いカンペール陶器。どん
なお料理にも合いますね。キッチンの食器戸棚には
カンペール陶器がぎっしり

シリーズ フルリーロワイヤルホワイト（FRW）は絵付師
の感性と流れるような筆使いの技術によって描かれる優美
なシリーズです。また FRW に使われる色彩は決められて
いますが、描かれている花がマーガレットのような、また
ラナンキュラスのような花などいろいろあります。

伊勢丹新宿店
フランスウィーク
4 月 18 日〜 24 日

テーブルを彩るアート
〜カンペール陶器〜

［本館 ５F 洋食器］
ステンドグラスを楽
しむためのお部屋。
オペラの DVD を見
ながらゆったりとし
た時間を過ごされる
そうです

フランスの伝統を守りひとつ
ひとつ手作業で絵付けをする
カンペール陶器。
絵付師の丁寧な筆づかいに、
思わず引き込まれてしまいます。

貴重なフランスアンティークのステンドグラス。
古い教会で使われていた物だそうです
Photo : Yutaka Oizumi

300 年の伝統を誇るカンペール陶器

フランス西部、ブルターニュ地方のカンペールは、ケルト文化を今に遺す独特な
文化で知られ、300 年以上にわたって一つの文化を形づくり、ささえてきました。
伝統的な手法で今に続くカンペール陶器は、ブルターニュの草花や民族衣装を
まとった男女などすべて手描きです。
カンペール陶器日本総代理店

株式会社ミュゼ

ＳＨＯＰ ＰＬＡＣＥ ＯＰＥＲＡ プラスオペラ
東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティ1 階
TEL 03-5353-0567 営業時間：11:00 〜 19:00
ＬＥ ＳＡＬＯＮ ＤＥ ＭＵＳＥＥ ミュージアムショップ ルサロン・ドゥ・ミュゼ
神奈川県横浜市中区日本大通り 11 横浜情報文化センター２階ニュースパーク
TEL 045-640-1151 営業時間：10:00 〜 17:30

リヨンから日本へ思いを寄せて・・・・

佐藤陽一
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春のパリ

寒くてとても冷たく感じられたはずの朝方に降る雨
の温度が、段々と緩やかになってくるのが、パリの
春の訪れではないでしょうか。そういえば朝方も明
るくなるのが早いようだし、
夕方もいきなりヨーロッ
パの冬の黒い色調に変わる前に少し紫のニュアン

1962 年大阪出身、料理人をめざし東京、横浜での調理の修
行後、渡仏。1987 年から 3 年間、フランスで修行。世界最
優秀ソムリエのフィリップ・フォール・ブラック氏の「ビストロ・
デュ・ソムリエ」で研修した。帰国後はエノテーカ・ピンキオー
リ（銀座）
、タイユバン・ロビュション（恵比寿）オストラル（銀
座）などのシェフ・ソムリエを経て独立。ワインに限らず飲料
全般をプロデュースするための会社“マクシヴァン”を設立。ワ
インスクールや各種イベントなどでのワインの講師の仕事や、
コンサルティングを行う。2000 年ワイン・レストラン
“マクシヴァ
ン”をオープン。2005 年全日本最優秀
ソムリエ。2007 年第 12 回世界最優秀ソムリエコンクールスペイン大会日本代表。

た感じになってくる、それが春の知らせなのかなー
と思います。そういえば歩いていても木イチゴや赤
いベリーを食べたくなってくるし、しっかりした赤

サリュ・ラ・フランスを創刊時から応援してくれていた、デ
ニズさんが、長住んだ日本を離れて故郷リヨンに帰ったの
は 2 年前。
「いつか故郷リヨンで日本文化を紹介するエクス
ポジッションをやりたい」と言っていたデニズさん。２月
２４、２５、２６日の 3 日間様々な日本文化を紹介する大
きなイベントを開催しました。デニズさんのお友達には福

スを多く含んだ菫色の色調の夕方を告げる空が
あって、そこから「じぁー夜に進みますわ」といっ

頑張れ！日本！！！

MAXIVIN マクシヴァン

〒 106-0032 港区六本木 7 ‐ 21 ‐ 22
TEL 03-5775-1073 FAX 03-5775-1074
昼 水曜日から土曜日 11:45 〜 14:00 L.O.
夜 月曜日から土曜日 18:00 〜 23:30 L.O.
定休日 日曜日 HP http://www.maxivin.com/

島県の人が多く、東日本大震災の後は遠いリヨンからいつ
もエールを送ってくれていました。

ワインもまだ飲みたい気もするけれど、少し冷やし
気味の白ワインの喉を通す感触が思い起こされた

会場の入口。日本の七夕
のように竹に短冊。フラ
ンスでとても人気の俳句
が書かれています

りしてきます。レストランではロワール産のホワイ
トアスパラがうなりをあげ（！？）春野菜のミモザ
サラダがおいしい春野菜の“苦み”を伝えてきて
います。行きつけのルネのカフェの粉っぽいエスプ
レッソの味はあんまり変わりはしないけれど、
、
、今
週末は少しゆっくりと散歩にでも出てみようかな。

NEW
いよいよ４月上旬より
ワインテイスティング英語版
が Apple Store で販売開始！

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

http://www.franceclub.jp/

フランスでは日本の原
発の事故が他人事では キモノの展示会場で希望者に着物をその場で
なく、主催した人たち 着付けしました
が刺し子の箱を作り折
鶴を飾りフクシマへの
為に募金をしてくださ
いました。

春というには、まだ寒すぎる 1月の下旬。灰色の雲が垂れ
そこだけカラフルでビビットな春
込めるパリの空の下を、旦那さんとふたりでひたすら歩き回っ
の色彩が咲き誇っているのです。
た。宝石の様に輝くお菓子。新鮮で美味しそうなムール貝。 日本の花束とはどこか違う、飾ら
昼休み、学生や近所の人達でごったがえすブーランジェリー。 ないシンプルさと同居する、その
そこから漂う、なんとも香ばしいバターの匂い。歩いて、見て、 華やかで凛とした佇まいは、さな
匂いをかいで、新婚旅行以来、3 年ぶりのパリを満喫してきま
がらパリジェンヌのようでした。
した。 そうして歩き回る中でも印象的だったのが、道端にある
寒さや灰色の只中にあっても、心にはいつも花束を。パリの
フロリスト。シックでアンティークな色合いの街中にあって、 花たちに、そっと教えてもらったような気がしたのでした。
●文・イラスト 前田真実（まえだまみ） アーティスト・ライター。大好きなフランスをもっと知りたくて、フランス語を勉強中です。下北沢のビストロ「プティ・デビュー」
の奥さん。http://petit-debut.jp

フランス人の講師による禅について エクスポジッションを企画し、主催したボラン
テアのメンバー、デニズさんの仲間です

着物は男性にも人気
でした

書道のコーナーも大変な
人気
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5 月のパリ・・・・好き！
！
！

長い冬が終りを告げると、心が踊り始める！日の出の時間が早くなり、日の入り時間が遅くなる。
毎日感じる春から夏への季節の移り変わり。さてと、今年のヴァカンスは何をしようかなと夏のお楽しみを具体的に考え始める。口ずさ
む歌は、シャルル・アズナブールの「5 月のパリが好き〜 J’aime paris au mois de Mai」どんな季節でもパリは美しいのに、花が咲
き乱れるパリは最強だ。
「シャンゼリゼ大通りを歩きながら、素敵な人に声をかける、
“ボンジュールマドモアゼル”うーん、心がウキウ
キする 5 月のパリは最高だねー！」アズナブールおじさんは歌っている。ところで、皆さんは歩きながら音楽を聴く人？聴かない人？私
は音楽の“ながら聴き”ができません。注意が音楽の方に行ってしまって頭の働きが止まってしまうのです。イヤホンをして歩きながら
聞いていると信号間違えたり、ぶつかったり転んだり・・・。電車に乗れば乗り過ごしたりといろんな失敗数知れず。でも、TV の音は
大好きなんですよね。起きると必ず TV のリモコンのスイッチを。そして原稿書いたりメールチェックするときもずっと TV をつけっぱな
しです。この春はアズナブールを聴きながら、桜舞う街をお散歩するのが私のプチ目標です！
震災後予定していた活動がストップしていましたが、ようやくまた一歩前へ進む気持ちになりました。
現代を生きる等身大の私（173 センチですー）から発信する「バルバラとピアフ」の世界。
お近くの方は、是非足をお運びくださいませ。Salut!

仏蘭西歌会

貝山幸子コンサート「バルバラとエディット・ピアフを歌う」

ヴォーカル・貝山幸子／ヴァイオリン・渡辺 剛／ギター・白土庸介
●東京・渋谷・公園通りクラシックス
2012年5月12日
（土）開場・15:00 開演・15:30／料金・4,000円（ワンドリンク付き）
●仙台・カフェ・モーツアルト アトリエ 2012年5月25日
（金）開場・19:00 開演・19:30／料金・予約・3,500円 当日・4,000円（ワンドリンク付き）
［ご予約・お問合せ］ 090-2366-7885（シャントゥーズプロジェクト）
sachiko@salut-paris.com

貝山幸子

シャンソン歌手 サリュ・ラ・フランス編集人／仏蘭西倶楽部主宰
仙台市出身。７年間パリでたくましく生活をしながら音楽探訪の日々を送ったのち、
日本での活動再開。超次元音楽館やカフェコンセールシリーズをプロデュー
スし、
日仏で独自の世界を発信する。フランス＆シャンソンに関するエッセー、講演、
プロデュース等でも活動。2003 年にアルバム
“月を噛む”
発表
（NES18964
2700 円）
。その後、故郷仙台の“青葉城恋唄”をフランス語と日本語でリリース。フランス語の“東京ブギ”
“蘇州夜曲”は、
日仏で高い評価を受けている。
“愛の言葉〜エディット・ピアフを歌う”
（cos2266）最新アルバム“バルバラを歌う”
（LLCM-1004）好評発売中。http://salut-paris.com/

vol.32
ロメールの映画を見て、フランス人と恋をしてみたいと思うか、してみたくないと思うか・・・さあ貴方はどちら？

春のソナタ

［ストーリー］
高校の哲学教師ジャンヌ。自分のアパルトマ
ンを数日間いとこに貸すつもりが、いとこが
恋人を連れてきて追い出すこともできず自分
ロメール監督の「四季の物語シリーズ」の中の春。何気ない
が出て行く。行き場もなく困っていた所、音
日常が淡々と描かれていく。ちょっぴり覗き見的な気分を感
じながらどんどん引き込まれてしまうのが、ロメールの映画。 楽学校へ通うナターシャと出会い彼女の家へ。
ナターシャの父イゴールは彼女と同年代の恋
根底に流れるエロティシズムがなんともフランス的！
人エーヴと同棲中で、家には彼女一人。エー
ベートーヴェンの《ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第
ヴと仲の悪いナターシャはジャンヌを父の新
五番「春」
》に始まる。
しい恋人にしようと思う・・・

監督：エリック・ロメール
出演：アンヌ・ティセードル、フロランス・ダレル 他

一般社団法人 日仏友好シャンソン

〜
KAKEHASHI 〜神戸から世界へ

サポートする
シャンソンをもっと勉強をしたい方々を
が誕生
ェクト
プロジ
新しい

シャンソンを通して日本とフランスの友好事業を 2008 年から展
開してきた KAKEHASHI（代表・風かおる）が 2012 年 4 月より、
一般社団法人 日仏友好シャンソン＜ KAKEHASHI ＞となりました。
1. シャンソンを通じての日仏歌手との友好と日仏文化交流。
2. 日仏の若手シャンソン歌手の育成。
3. 会員相互の交流やシャンソン関連の様々な情報交換。
4. 地域で活動されている歌手や演奏者のためのサポート。
次世代のシャンソン界を盛り上げるべく、プロからアマチュアま
で、シャンソンをもっと勉強をしたい方々、疑問をお持ちの方々を
サポートする新しいプロジェクトの誕生です。プロ、アマを問わず、
シャンソンを愛する方々のご参加をお待ちしております。
年会費・15,000 円（プロ） 10,000 円（シャンソン愛好家の皆様）
本年度の活動内容詳細はお問い合わせください。

＜お問い合わせ・ご連絡先＞
一般社団法人日仏友好シャンソン＜ KAKEHASHI ＞事務局
〒 653-0811 神戸市長田区大塚町 5 丁目 1-26-403
TEL：078-647-7573 ／ FAX：078-647-7548
Mail：info@chanson-kakehashi.jp
フランス事務局：CHANSON ASSOCIATION KAKEHASHI FRANCE
事務局所在地 ：6 rue de la croix neuve Hericy 77850 France

新しい時を刻もう！

フランス発・ピエール・ラニエ
1977 年にフランス、ストラスブルグで誕生し
たリストウォッチブランド「ピエール・ラニエ」
。
多数の賞を受賞しフランス国内 No.1 の生産量を
誇る時計として広く愛されています。
●プランタン銀座 本館 B1F
●伊勢丹新宿 6 Ｆ趣味雑貨時計コーナー
●阪神百貨店 梅田本店 2 Ｆ 他
●オンラインショップ http://tapaktokyo.com/
＜お問合せ＞
ピエール・ラニエ輸入総代理店 タパック株式会社
〒 160-0022 東京都新宿区新宿 1-11-12 岩下ビル 6F
TEL:03-3354-5341 FAX:03-3354-5346
e-mail: tokyo@tapak.co.jp http://www.tapak.co.jp/

上 ：オーバルウォッチ
（ゴールド）
￥16,800（税込）
中央：正方形ウォッチ（シルバー）
￥16,800（税込）
下 ：八角形ウォッチ（ゴールド）
￥14,700（税込）

する

パリの素顔をシャンソンをお届け

貝山幸子の“ボンジュールパリ”
ON AIR
毎週土曜日 9：30 〜 10：00
放送開始 !
fm いずみ 797（仙台市）
インターネットで
全国で
聴いていただけます !

代表  風かおる
歌手・日仏友好 KAKEHASHI 実行委員・㈶神戸市婦人文化協
会理事・㈶神戸市演奏協会評議員 日本シャンソン協会正会員、
（有）ウインド・ミュージックカンパニー取締役

FMいずみ

検 索

http://www.fm797.co.jp/

メッセージ・リクエスト お待ちしております。
info@salut-paris.com

Salut La France
サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

デニズ・レナル・著 「カンペール陶器のすべて」 3 名
● 読者プレゼント応募方法
お名前、年齢、ご住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の商品を明記の上

＊メール france-club@cia.co.jp
＊ハガキ 〒 108-0074 東京都港区高輪 2-1-13-205
キャトルヴァンアン コーポレーション内 サリュ・ラ・フランス読者プレゼント係
へご応募ください。尚商品の発送をもって発表と変えさせていただきます。（2012 年 5 月 30 日締め切り）

●編集後記

昼がどんどん長くなると心がウキウキ！食事の回数が増えてしまうのは私だけでしょうか？

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://salutlafrance.jp/ にて
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発行 仏蘭西倶楽部
（キャトルヴァンアンコーポレーション内）
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FAX 03-5488-7783
E-mail france-club@cia.co.jp
HP http://www.france-club.jp/
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大人の街・銀座で
シャンソンを楽しむ

シャンソニエ・蛙たち
Chanson Bar
日本で一番の老舗のシャンソニエ

銀座コリドー街に OPEN して 47 年。
古き良き時代の銀座の華やかなステージを楽しめる、歴史ある空間です。
シャンソンのライヴハウスの事を“シャンソニエ”といいます。連日実力派の歌手による
ソロあり、コーラスありの楽しいステージ。個性豊かな歌手たちが皆様をお出迎え。
ステージと愉快なお喋りと美味しいドリンクでおもてなしいたします！
＊お酒が苦手な方にはノンアルコールドリンクもご用意しております。

料金

ステージ

ミュージックチャージ
ワンドリンク
ボトル
シャンソニエを
気軽に楽しんでいただくための

特別プラン

4,000 円
800 円 ～
9,000 円 ～

19：00 ／ 20：00 ／ 21：00 ／ 22：00（4 回ステージ）
※入れ替えはありませんので、最後までごゆっくりお楽しみ下さい。
出演者は日替わりです。連日ハイレベルのステージが繰り広げられます。
出演者の詳細は HP または直接お問い合わせください。

魅惑のシャンソンの世界を体験してみませんか？

シャンソニエ 4,200円（チャージ、ドリンク1 杯、税金込）

（ソフトドリンク、ワイン、ビール、水割りの中からお選びください）
＊ご不明な点はお電話にてお問合せくださいませ。

〒 104-0061 中央区銀座西 7-8 先 コリドー街

tel. 03-3571-4417
地下鉄・新橋駅・銀座駅・日比谷駅・内幸町駅・JR・有楽町駅・新橋駅
シャンソニエ・蛙たち

検 索

http://www.kaerutachi.com/

お越しの際には
本ページを
ご持参ください。

