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Une brochure sur la France

今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

美味しいフランス
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佐藤陽一
ソムリエ／ワインレストランオーナー

ワインテイスティング
ワインを感じ取るために

代表銘柄123本のテイスティングコメント（全外観ディスク写真）収録

世界トップクラスのソムリエ：佐藤陽一［　　　　　　　  　］が
　　　　　　みちびく新しいワインの学び方、味わい方

「なぜ」を考えることでワインの世界が広がってゆく
日本最優秀ソムリエ
世界最優秀ソムリエコンクール日本代表
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１.  これで一人前。アルザス名物シュークルート。
    日本のお漬物を思い出す懐かしい味です。
２.  絶対日本で流行るぞー！パリパリの生地に濃厚なクリーム。
　 タルトフランべ。
３. マレ地区のユダヤ人街の名物。お野菜たっぷりの
　 ファラフェル。
４.  リヨン名物てんこ盛りの前菜。
　 ビストロ Aux Lyonnais （オ・リヨネ）
５. 冬といったら牡蠣ですねー。ダイナミックに並びます。
６.  中華街での定番オードブル。ベトナム春巻き。
    その名もパテ・アンペリアル。
７. はまります。はまってます。パリ１３区のベトナム麺 PHO。

Photo : Atsuko WATANABE  Mari KURIHARA

素顔のパリ
20区物語
vol.14

さあ、世界中の料理を食べ歩きしましょうか！
　　　　   パリだからできる味の世界旅行です。
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サリュ・ラ・フランス２周年記念

南仏＆パリツアー
11 月 22 日〜 29 日
デザイナー M 嬢のカメラより…南仏編。
サリュ・ラ・フランスのデザインを創刊からずっと
担当しているデザイナーの M 嬢。
フランスに憧れつづけて丸二年。初めてのフランス
は南仏ニースからでした。太陽が出たり、ヒョウや
雪が降ったりの思い出深い南仏。ニース・モナコ・
アンティーヴ・エズ・カンヌをゆっくりと回りました。

アンティーブ

ニース
駅

ニースの夜

モナコ

アンティーブの市場（終了後）

モナコ王宮から

おいしそうな鶏屋さんニースにて



インタビュー貝山幸子
（仏蘭西倶楽部主宰）

アルザス出身でパリ、東京、オランダを経て現在は静岡県
浜松市でフランスの伝統を守りながら美味しいお菓子を発信
している。ベルナールさんのケーキはシンプル、
それでいて優しさや懐かしさを感じる事が
できる幸せなおいしさ。

仏蘭西倶楽部
インタビュー

Vol.14

SHOP DATE
Patisserie Abondance
静岡県浜松市中区住吉 2 丁目14-27
TEL 053-473-8400
営業時間　10:00 〜 20:00
定休日　火曜日／第３水曜日
http://www.abondance.jp

プロフィール
アルザス出身。パリの「ダロワイヨ」等で修業時代を過ごした後、

「ボーヴィリエ」「ヴィヴァロア」で製菓長を務める。９２年東
京「ひらまつ」にて製菓長として初来日。「浜名湖オーベルジュ
キャトルセゾン」等を経て、２００２年浜松市にてフランス菓
子店「アボンドンス」を開店。

フランスのエスプリ車、シトロエンの２ＣＶが僕の愛車。
カスタム・メイドして楽しんでるよ。

日本に来た経緯
映画見て漢字の読み書きができたらかっこいいなって思っ
たんだ。漢字があるのは中国か日本でしょ。フランス料理
は日本の方が仕事がしやすそうだったから日本に来ること
を決めた。
１６年前日本に来る時、「日本は米しか食べるものがないのに
どうして行くんだ？」ってみんなにいわれた。でも、日本の
食文化が僕を劇的に変えた。日本は食べ物がおいしいし、ご
飯の美味しさは感動的。日本の食べ物のおかげで僕は５０キ
ロも体重が増えちゃったんだ。

故郷アルザス地方の味について教えてください
アルザスには「愛はおなかから」って言葉がある。食べる事
はとっても大切なこと。
その昔マルコポーロが中国からスパイスを持ってきたし、フォ
アグラの発祥の地でもある。
僕が一番好きなのは、“マーグネップフル”。粉と卵を混ぜて
こねてスプーンで小さくすくってゆでる。水気を切り生クリー
ムであえ、バターでソテーしたクルトンと溶けるチーズをた
くさんかけて食べるんだ。アルザス版のすいとんかな。お母
さんの味だよ。ほかに日本にいて無性に食べたくなるのが、
アルザス料理のタルトフランべ（＊ 1）。薄いピザみたいな料
理だから日本の人も大好きだと思う。

今一番伝えたいものは？
もちろんお菓子。お菓子には懐かしさや思いがたくさんつまっ

ている。フランスからのメッセージのようなもの。僕が店を
出している浜松はお菓子屋さんがとっても多い。でもフラン
ス人のお菓子屋さんは僕一人。今はフランスでもゆずとか抹
茶とかアズキをお菓子に使う人もいるけど、僕は絶対に使わ
ない。ショートケーキやシュークリームも僕は作らない。日
本に住むフランス人である僕はフランスの伝統を守りながら、
自分が好きなものだけを作ってるんだ。それでお客さんに喜
んでもらえたらいいなと思ってる。それから、ガレット・デ・
ロア（＊２）。みんなに知ってもらいたい楽しく美味しいフラ
ンスの伝統だよ。

一番好きなお菓子は？
クレーム　ブリュレ。シンプルなお菓子は職人の腕がわかる
からね。

夢はなんですか？
前はたくさんあったけど、お菓子に関してはほとんど夢がか
なった。今の夢は、本を書きたいな。お菓子のレシピやオリ
ジナルケーキのレシピを。僕のお菓子を伝えていきたいんだ。

＊1　 薄い生地にベーコン・玉葱・クリームを載せて焼いたピ
ザのような郷土料理。

＊2　 1 月 6 日（ 公現節）に切り分けて食べる王冠がのってい
るパイ。中にフェーブ（そら豆の意）と呼ばれる陶製の
小さな人形がはいっているので、それが当たった人は王
冠を被り、祝福を受けるとその幸運は 1 年間継続する。パティシエ　Heberle Bernard Pierre Claude

     エベルレ  ベルナール  ピエール  クロードさん

食卓にお邪魔しまーす！
女性のネットワーク、ネットファム http://www.net-f.jp と
エピス・パリ http://www.epice-paris.com を主宰。広島出身。

神
か ん べ

戸 陽子さん（パリ近郊在住）

パリ近郊出身の主人は料理が大好きで、土
曜日は必ず近くの市場のお気に入りの肉屋
に行って買い物をし料理を作ります。ギリ
シャ、トルコ、ムサカ・ハンバーガー・キッ
シュ・オルロフなどいろいろな料理を作っ
てくれます。
私は、子供の為に玉ねぎを入れた日本のハ
ンバーグをよく作ります。ヨーロッパで生
産されている「こしひかり」を週３回は炊
いてます。日本に滞在する時は主人はお肉の摂取量が足りなくな
るみたいで、ちょっとしか出てこないステーキの量にいつもがっ
かりしています。私にとって食事に欠かせないものは赤ワインで
すが、アルコールを一切飲まない主人は食後は必ず、チーズかヨー
グルトを食べるので、乳製品は常備してあります。主人はフラン
ス人なのにパンをあんまり食べないんです。食事が偏らない様に、
野菜を気をつけて取るように心がけてます。

ASAKO さん（パリ 15 区在住）
ニーム生まれで、ボルドー経由
トゥールーズ育ちのお料理上手のご
主人はかなりの食通。オリーブオイ
ル、ニンニク、バジリク、ハーブド
プロヴァンスを使ったお料理が食卓
によく並ぶそうです。
週に一度はご飯にみそ汁、焼き魚に野菜一品などの和食を作りま
す。塩味のタルト（ほうれん草とシャケ又はヤギ乳チーズ、ズッキー
ニとベーコンなど）もよく作ります。主人は日本人が熱いもの（味
噌汁とか）をそのまま飲む習慣になれず、私はお茶なしで食べる
食後のデザートに最初は戸惑いました。主人は鴨料理が大好きで

（マグレ、ジェジエ、コンフィ、フォアグラ、etc.）仔羊、サラダ、
パスタもよく食べます。旬のものを使い、野菜をとり栄養が偏ら
ないように気をつけてます。



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。

Photo : Katsumi MERA

クルビアック

牛ホホ肉のテリーヌ

プレート 12cm

絵皿トレー 38cm

カンペール

絵皿　トレー ３８ｃｍ 1993 年制作 限定品　販売可 現品 1 枚のみ
「パン工房と職人」
少年のようなパン職人と工房、そして麦の穂。
なんとも言えない素朴な 1 枚の絵皿。

60,900 円（税込）を 48,300 円（税込）

プレート 12ｃｍ　1月末まで15% 引き
この小さなプレートはちょうど手の込んだ子供服のように１人前に絵付けが
ほどこされている。クッキーやチョコレートをのせてもお取り分けに使っても
結構重宝もので、ショツプの人気モノである。

おかえりなさい！
パーティーしようよ。

7アジョン
6,930 円

オールドアジョン
7,455 円

アンリオ
4,515 円

フルリー
4,515 円

フルリーロワイヤルホワイト
4,515 円

ロゼ
4,515 円

ジャルダン デテ
4,515 円

コルベイユ ロゼ
5,985 円

トラディション
6,930 円

■ 牛ホホ肉のテリーヌ ￥１, ８００ 4 ～ 5 人前（赤ワインソース付き）
■ クルビアック ￥１, ８００ 4 ～ 5 人前 （白ワイン クリームソース付き）
■ 鴨とフォア・グラのパイ包み ￥２, ５００ 3 ～ 4 人前（岩塩＆胡椒付き）

＊ 価格は全て税込み価格です。
＊ クール宅急便にてお届けします。送料や詳細はお問い合わせください。
東京都 北区東十条 4-7-17　ＴＥＬ 03-3911-5767
■御予約・お問い合わせ　　
　FAX ０３- ３９１１-１６６７   E-mail  kknyn802@ybb.ne.jp

アドリア洋菓子店のお取り寄せ

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
 TEL03-5353-0567 
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
 TEL045-640-1151
営業時間：10:00 ～ 17:30

ずっとパリでパティシエーとして頑張っていたサリュ・ラ・フ
ランスの仲間 RYO が帰ってきた。パリ時代を家族のよう
に過ごした仲間があつまってのパーティー。「きりりと冷たく
したシャンパンを用意しててね。あとはお楽しみを持って行
くから！」香ばしい香り共に RYOとTETSU のパティシエー
兄弟が到着。手際よく切りわけてお気に入りのカンペー
ルへ並べてもらう。「サーモンの方はアルザス地方料理、
クルビアック。サーモン，卵、アーネット、ご飯がはいって
るんだ。もう一つは、牛ほほ肉のテリーヌ。赤ワインでじっ
くり煮込んでお行儀よくジャガイモとニンジンをブリオッシュ
で包んだんだよ。」宝石箱みたいで食べるのがもったいな
いくらい。と思ったのは一瞬で、あっという間になくなっちゃ
いました。

「おいしいねー！お取り寄せできたらいつでもパーティーでき
るのに。」というわけで、サリュ・ラ・フランスの為に特別
お取り寄せをお願いしちゃいました。さっ、これでいつでも
パーティーができますね。                         （真乃ソロ）

カンペール陶器日本総代理店 株式会社ミュゼ
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セレブ気分を味わえるレストラン
ラ・トゥール・ダルジャン La Tour d’　Argent
15/17 quai de la Tournelle 75005 Paris　TEL/01-43-54-23-31
http://www.tourdargent.com/
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品があって絢爛豪華な内装と素敵な景色。鴨料理で有名な老舗レストラン、トゥール・ダルジャン。ディナーは敷居が高いけ
れど、お薦めはランチ。ドレスアップして優雅なひと時。パリには美味しいレストランはたくさんあるけれど、ノートルダム寺院とセー
ヌ川を見下ろしなが、慌ただしい日常を忘れてゆっくりと流れる時間を楽しみながら味わうお料理は最高です。ランチのコースは
７５ユーロ（２００８年１１月）から( 飲み物別 )。メインはもちろん鴨を頼みます。「カモナンバー、はい、カモナンバー。」サー
ビスのおじ様が怪しい日本語交じりの言葉で食べた鴨の番号の入ったカードをくれた。うーん、誰かに似てる！あっ、ビートたけし
だ。ソムリエのお兄さんもなかなか素敵。いろんな意味で素敵な時間を味わえる空間なのです。（S）

佐藤陽一のワインなひと時
味についてvol.14

佐藤陽一　

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。 

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/

パリ
お宅
訪問

商品のご購入・お問い合わせは　

株式会社アクアメール  東京都港区赤坂8-4-7電話03-5414-7187 
http://www.aquamer.co.jp

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）

ある日曜日、
ブルターニュの
海辺のごはん。

冷たい朝の空気を抱え込んだ、天井の高い建物。ゆるいアーチを描く天井に、人々
のざわめきがこだましている。身を切るような風はブルターニュの人々にコートの襟を
立たせ、長い冬がとうとう始まったことを告げている。そこはまるで巨大な倉庫のよう
な朝市だった。大西洋にほど近い、サンナゼールという港町。土曜の朝、東京からパ
リを経由し、1日以上かけてやっとたどりついたフランスの西の果て。ブルターニュに
住む知人の家で荷物を置くやいなや、今日はいい食材が手に入る絶好の日だからと
サンナゼールの朝市に車で連れてこられたのだ。まずはオーガニック野菜の店。人
気があるらしく、あらゆる年代の人々が広い屋台を囲むように並んでいる。キャベツの
緑、まだ露のついているハーブのやさしい香り、じゃがいもたちの大地の色。そして注
文を受けるおかみさんのフランス語。そんな異国の音や色が、鈍く重たい頭を少しず
つ目覚めさせてくれる。圧巻は、やはり魚介と牡蠣の店だ。大西洋の恵みが目の前
にそっくり並んでいる。小エビたちの群れは元気にプレートの上をとびはね、近海もの
の魚たちといったら見たことのないものばかり。知人夫婦は、触ったりひっくり返した
りして慎重にスズキを数匹選び出し、前菜にと大西洋の牡蠣をダース単位で袋に入
れた。デザートもこの朝市で買うという。パティスリーでメレンゲのケーキをホールで買
うと、帰り道用にそれぞれ好きなタルトを一切れずつ選ぶ。車の中でそのままタルトタ
タンにかじりついた。知人夫婦のモダン建築が自慢の家は、海辺のリゾート地の住
宅街に建つ。休日ランチの支度はだんな様の役割だ。ゲランドのあら塩をまんべんな
くスズキに振ってから、ところどころに黄色いバターのかけらを散らす。ブルターニュは
ゲランドの塩とバターの名産地。だからバターにも塩の結晶がちりばめられている。
仕上げに朝市の新鮮なハーブと、少しの水。オーブン
に入れてしばし葉巻をくゆらすだんな様。その手は、荒
波でしっかり閉じた牡蠣の殻を器用に開けていく。ほど

なく、リビングにえもいわれぬ香りが漂いはじめた。オードヴルは、潮の音が聞こえてきそうなほどフレッ
シュな牡蠣。サンセールの白ワインといただく。そこへ、主役登場！こんがりときつね色に焦げたうろこ
がなんともおいしそう。「週末は、ゆっくり時間をかけてランチするのが一番だよ」とだんな様。甘みと
弾力のあるスズキの白身に、すぐそばの塩田で採れたあら塩と、溶けたバターが寄り添う。シンプルだ
けれどこのうえなく贅沢な海辺のごはんだ。 軽いクリームが挟まれたメレンゲ・ケーキを味わいながら、
楽しく近況を話しあう。窓からのぞく冬のブルターニュの空はまろやかな水色で、まるでうたたねをして
いるよう。「さあ、部屋で少し眠ったら」。二人が微笑む。そうだ、私、今朝ここに着いたんだっけ。家ご
はんには、人をリラックスさせる特別な力がある。それがフランスの果てブルターニュであっても、きっと
世界のどこであっても。

ゲランドの塩 あら塩（１ｋｇ）
735円（税込）

フランスの美味しい食材をお届けする（株）アクアメールの広報担当。
「冬は牡蠣の美味しい季節。ブルターニュ産の丸い牡蠣ブロンを初めて味わったときは、ナ
ッツのような濃厚な味と口どけにノックアウト！ナポレオンが３度の食事に所望したという伝
説にも納得です。」

ソムリエ佐藤陽一氏がテイス
ティングの本を執筆中
構想３年、テイスティングは「五

感の総動員と同時に、理知的アプローチである」との持論を
もとに構成されています。わずかなワインの色の違いを表現
するため、特別の撮影法を開発するなど、1 月 26 日発売。
3,570円（発行：株式会社ミュゼ）

サリュ・ラ・フランスの

本の紹介

　味覚は幅広く、また人それぞれによって異なります。
ソムリエはなるべくわかりやすく誤解のないように、ワインの
味や特徴を伝える仕事なので、そのポイントになるべく気をつ
けて嘘のないように言葉を選んで伝えようとしているのです
が、実は味わいや香りに対する単語というものは受け取る人に
よっても大きく違ってくるのです。
例えばワイン・セミナーなどの最初によく聞くのですが“甘い
果物”を書いてください、と頼むとバナナからイチゴ、メロン、
リンゴ、マンゴーまでばらばらです。“酸っぱい果物”を書い
てください、というと青リンゴ、ライム、イチゴ、みかんなど
これもばらつきがあります。
次に“苦い食べ物”を書いてくださいというと（焦げたお肉と
かいうのはだめです）ゴーヤとか山菜、ビターチョコレートな
どあまり幅がありません。
　という事は「このワインは甘い果実の味わいです」という説
明はわかりやすいようでいて何にも説明にはなってないという
ことで、具体的な果物の名前を告げないとゲストとソムリエの
間には共通の認識が気づかれていないということなのですね。
　私がワインの味わいの説明に“フルーティー＝果実味のある”
という単語を使わないのはそんな理由があるからで、いかにワ
インの持つおいしい味わいをゲストの考えにあった果物に置き
換えるのか、近づけることができるのか？をいつも考えるよう
にしています。
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●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。（2009 年 1 月30 日締め切り）

●編集後記　本誌２周年ツアーに行ってきました。フランスに行って元気をもらってきました。
何度訪れてもドキドキする街。まだまだお伝えしたい事はたくさんあります。サリュ・ラ・フランスを通して
多くの方に出会えることに感謝。大好きなフランスに感謝。美味しい PHO に感謝の旅でした。（S）

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://www.franceclub.jp/ にて
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Sachiko KAIYAMA

シャンソン至上主義

今だから伝えたい、日本のシャンソンの味。 『我が至上の愛
　　～アストレとセラドン～』
（Les Amours d'Astrée et de Céladon）

vol.14

2009 年正月第二弾
銀座テアトルシネマほか全国公開
監督・脚本：エリック・ロメール『モード家の一夜』
　　　　　　『O 公爵夫人』『緑の光線』
キャスト：アンディー・ジレ、ステファニー・クレイヤンクール、
　　　　セシル・カッセル、ジョスラン・キヴラン
200７年 /フランス・イタリア・スペイン /フランス語 /
1 時間 49 分　配給・宣伝：アルシネテラン

巨匠エリック・ロメールが贈る、5 世紀フランスの究極の
愛と官能。17 世紀文学サロン、特にパリの貴婦人たち
の間で大流行した小説「アストレ」を、原作に忠実に映
画化。エリック・ロメール監督がこの作品を最後に引退だ
そうです。彼の新作を見れるという喜びと、これが最後な
んだという複雑な思い。この作品でロメール作品を知った
人は、今までの作品も見てくださいね。フランス好きは、
是非みるべし。フランス人の日常を描くさりげなさはロメー
ル監督が一番です。

ローマ時代―純粋な愛を育んでいた羊飼いのアス
トレとセラドン。しかしアストレは、セラドンが
浮気をしたと疑い、「私の前にもう二度と現れない
で欲しい」と拒絶。 絶望したセラドンは入水自殺
を図るが、ニンフ（精霊）に助けられ、死を逃れ
ていた・・・。その端麗なる容姿からマダムに気
に入られ、村へ戻ることを許されないセラドン。
城を脱出する事はできたが「二度と現れないで欲
しい」という言葉を忠実に守り、彼は村には戻ら
ずに森で暮らし始める。そんなセラドンを不憫に
思ったレオニードとドルイド僧が、アストレに会
う機会を彼に与えようとするが―。

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。1993 年単身パリへ。パリでたくましく生活をしながら音
楽探訪の日々を送る。97 年パリで音楽活動を再開。99 年帰国。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。2003 年にアルバム“月を噛む”発表（NES18964 
2700 円）。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。乙女座　O 型  　
http://salut-paris.com/

TAMAKO 特製ブレンドティー

“愛の言葉”＆ 
ゲランドの塩入り
      桃ジャムセット 　３名

＊アクアメール（株） 
オリジナルカレンダー 
                     10 名
あら塩  9P 掲載　3 名

　私は子供の頃からシャンソンに囲まれて育った。従妹がシャンソン歌
手だったので当たり前のようにシャンソンが流れていたし、お正月に親戚
が集まった時、赤いマニュキュアの綺麗な手でピアノを弾いて歌う都会
の空気漂う従妹のシャンソンをうっとりと聞いていた。大学生になると従
妹のコンサートの手伝いや、地方のコンサートに付き人として行き衣裳
の早替えや小道具の準備を手伝うようになった。ミュージシャンのおじ様
達は遊び相手で、楽屋のおしゃべりから舞台のマナーや歌手としての礼
儀、音楽やシャンソンを体感していった。
　でもね、最近気がついたの。私の環境って特殊だったのね・・って。
一般的にはアラフォー（２００８年流行語大賞ですね！）の私と同世代す
らシャンソンに馴染みがない。秋になれば「枯葉」冬になれば「雪が
降る」、盛り上げたい時は「ろくでなし」なんて、知らない人が多いんだ
よね。フランスから遠く離れた島国日本で一つのジャンルを成している日
本のシャンソン。日本語で聞くシャンソンもいいものです。言葉がすぅっ
と心に入ってくる。だから２００９年はレベル強で日本のシャンソンの味を
伝えようと思います！和製シャンソンの美味しさを！子供の頃から日本のシャ
ンソンに触れて、大人になってからパリのシャンソンの世界を体感した私
だから伝えられる世界を。と、いうわけで CD がやっと完成しました。

（おいおい、宣伝かい！）伝えたいシリーズ第一段、エディット・ピアフの
歌６曲入りのアルバム。ワインより、お気に入りのカップで香しい紅茶を
飲みながら聞いてほしい作品です。聞いてくださいねー！

リリース記念 スペシャルティーセット 特別発売
紅茶アドバイザー TAMAKO がアルバムの為にブレンドした紅茶“愛の言葉”をセットにし
ました。SACHIKO のシャンソンと紅茶をお楽しみください。2 月10 日まで。
メール、ファックスにてご注文ください。金額 ２,０００円（CD+ 紅茶 + 送料）

（お支払いは銀行振り込みになります。詳細はお問い合わせください）

メール・info@salut-paris.com    FAX・022-264-0729

貝山幸子 New Album 発売
愛の言葉〜 Les mots d’amour
エディット・ピアフを歌う
今だから伝えたい歌…愛の歌をあなたに
愛の言葉・バラ色の人生・群衆・美しい恋物語
私の神様・愛の讃歌　全６曲収録 
１,８90 円（税込）
COS2266  全国 CDショップ、ネットショップにて販売

おめでとう 光タローくん

仏蘭西倶楽部編集部の
マスコットボーイ光タローくん
が２００８年１１月で１歳を迎
えました。
とっても大きく愛くるしいそ
の姿にはいつも癒されます。

＊株式会社ミュゼ
ロゼ ハードカバーノート
　　　　　　　　　　　３名


