フランス大好きな人のための小さな情報誌
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今だから伝えたいフランス
［サリュ・ラ・フランス］
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特集

冬・ Hiver

福袋は￥5,000 〜￥30,000 の福袋をご用意いたします
カンペール陶器 + カンペールのかわいい小物がたくさんついています

￥5,000

同シリーズ
￥15,000 以上

￥10,000
同シリーズ
￥30,000 以上

￥20,000
同シリーズ
￥60,000 以上

商品の
一例 ¥5,000（¥16,905 相当）

￥30,000
同シリーズ
￥90,000 以上

価格は全て税込み価格です。

マグカップ大× 1 ヶ + プレート 18cm × 1 ヶ +
TIN トレイ（ブリキ製 33cm ラウンド型）× 1 ヶ +
ペーパーナプキン大× 1 ヶ + Salut La France オリジナルカレンダー 2010

¥10,000（¥31,605 相当）
カップ & ソーサー× 2 ヶ + ティーポット 4 人用× 1 ヶ +
TIN トレイ（ブリキ製 40*29）× 1 ヶ +
ペーパーナプキン大× 1 ヶ + Salut La France オリジナルカレンダー 2010

NEWS

10,000 円
限定 10 個

プラスオペラ様から、
サリュ・ラ・フランス読者の皆様へ

特別福袋を数量限定にて

ご用意していただきました !

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
http://www.quimper.jp/

2010 年カンペール陶器で華やかな１年を！

お申込み・お問い合わせ
info@salut-paris.com
限定受付 2009 年 12 月 25 日〜 2010 年１月４日

（現定数に達した場合は締切日前に販売を終了いたします）
福袋代金には送料は含まれておりません。（送料全国一律 1,000 円）
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Une brochure sur la France
Photo Yolliko Saito
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明るくなるのが遅くて、暗くなるのが早いから
昼間は貴重な時間。
気がつくとイルミネーションが灯っている。
なんだか楽しくなってきちゃう。
さー遊びに出掛けよう。
冬になると活動的になるのは私だけでしょうか？

素顔のパリ

20区物語
6

“冬…こんなシャンソンはいかが？”

冬にしか歌わない歌がある。いわゆる季節物シャンソンね。少し前は、
自分の個性を出すために小難しいシャンソばかりを歌っ
たりしてたけど、今は SACHIKO エッセンスをちりばめながら定番といわれる曲を自分の解釈で歌う事に楽しさを感じておりま
す。だって、ある年代以下の人は「定番のシャンソン」すら知らないんだもの。
シャンソン PR 係の私としましては、次の世代へ伝える事が任務なわけです。
フランスの冬の風物詩の一つ、焼き栗。ドラム缶にちょっと手を加えたような装置の上で香ばしく焼かれた焼き栗が並ぶ。
あんまり美味しい焼き栗に当たったことないけど、凍えた手を温めるためには最高のカイロ。「レ マロン ショー ビアン
ショー マロン ショー（焼き栗だよー、あったかい焼き栗だよー）」ゴロのいいオジサンのセールストークに誘われます！
私の冬の歌は …「Les marrons chauds ～焼き栗売り」
原曲はダリダ（ドラマティックな人生を送った伝説的シャンソン歌手）。 軽快なリズムとちょっぴり能天気な歌詞。
寒い冬、あったかくなるようなシャンソンです。
（聞いてみたい方・・・SACHIKO のステージへ…どうぞー）
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
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冬のパリ

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。
最新アルバム“愛の言葉〜エディット・ピアフを歌う”（cos2266 1,890 円）好評発売中 http://salut-paris.com/

大好評 !! 貝山幸子のパリの素顔を伝える講座
■ 東京（銀座） エコールプランタン（プランタン銀座内）

■ 大阪（梅田）朝日カルチャーセンター・朝日 JTB 交流文化塾

フランスを 120％楽しむための“素顔のパリ”
ナビゲートレクチャー
日時・1/16、2/20、3/20

パリの素顔に触れよう 「大好きなパリ！」
日時・1/9、2/13、3/13

11：15 ～ 12：45

お申込み・お問い合わせ TEL 03-3567-7235
http://www.printemps-ginza.co.jp/school/

シャンソンとフランス語に楽しく触れる講座です。スーパー
テキスト（読むだけでフランス語に聞こえる特製テキスト）
を使って１回１曲の課題曲を仕上げます。
日時・1/9、2/13、3/13
10：30 ～ 12：00

■ 宮城県（仙台）アリアンスフランセーズ仙台

フランス語で歌いましょう～簡単シャンソン講座
日時・1/23、2/27、2/27

16：00 ～ 17：30

お申込み・お問い合わせ TEL06-6348-1450
http://www.asahi-culture.co.jp/index.html

お申込み・お問い合わせ TEL022-225-1475
http://www.alliancefrancaise-sendai.org/

5
１・ホットワイン広場（Place du vin chaud）粋な看板。
温かくても冷たくてもワイン大好き！
２・カフェのテラスへ座ろう！ヒーターの傍なら寒くないよー
３・サンミッシェルのラクレット屋これで・・・二人分の量です
４・冬の味覚の王様です
５・凍えた手を温めましょう。美味しいクレープで。
６・す・て・き・・・。ゴージャス・・・。食べたーい。

2

13：00 ～ 14：30

フランス語で歌いましょう～簡単シャンソン講座

お問い合わせ

vol.20
１２月２６日（土）、銀座テアトルシネマ他全国順次ロードショー！
英国アカデミー賞最優秀外国語映画賞受賞

『ずっとあなたを愛してる』IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
監督・フィリップ・クローデル
出演・クリスティン・スコット・トーマス エルザ・ジルベルスタイン 他
2008 年／フランス・ドイツ合作／ 1 時間 57 分
提供・配給：ロングライド／宣伝：Lem
URL www.zutto-movie.jp

info@salut-paris.com

15 年の刑期を終えたジュリエットは、年の
離れた妹レア一家に身を寄せる。 失われ
た年月を取り戻そうと献身的に振舞う妹、
屈託のない姪に触れ、次第に自分の居場
所を見出し始める。ある日、ジュリエットに、
長年封じ込められていた真実をレアに語る
瞬間が訪れる。なぜ愛する息子を手に掛
けねばならなかったのか？
エンディングテーマ・バルバラ作「いつ帰ってくるの（Dis quand reviendras-tu?）」
© 2008 UGC YM - UGC IMAGES - FRANCE 3 CINEMA - INTEGRAL FILM

仏蘭西倶楽部
インタビュー
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冬をテーマに日本で活躍する

３名の方にうかがいました
Q1. 貴方の故郷はどこですか？
故郷の冬はどんな冬ですか？

Q4. 一番うれしかった冬の思い出は？
Q5. 冬の歌はどんな曲？

Q2. 冬になると食べたくなるものは？

Q6. 冬の楽しみ方を教えてください？

Q3. 日本の冬で驚いたことはありますか？

Q7. この冬の予定を教えてください

Jean-Jacques TRUCHOT
ジャンジャック・トルショ さん

Q1・グルノーブル。山ばかりで雪が多い冬。１，２時間行けば
スキーが出来る・子供の頃はよくソリ遊びをしたね。

Q2・野菜スープ。ポワロー
（西洋ネギ）のスープが特に大好き。

本物のグラタン・ドゥーフィノワ。グルノーブルではチー
ズは使わないんだ。使うのはポテトと生クリームだけ。
これがとっても美味しい。家でよく作るよ。

Q3・家の中が寒いこと。フランスは集中暖房で家中暖かいけ
ど、日本は人がいるところしか暖かくないでしょう。

Ｑ４・子 供の頃、小さな村で２週間くらい過ごした年のヴァ
カンス

フランス語教室・留学サポート会社（AJ-France 株式会社）
京都日仏交流会主宰
１５年前に来日。現在京都・北山からフランス文化を発
信。趣味はお菓子作り（春にはタンポポジャムを作るそう
です！）と弓道。

Ｑ５・もみの木 "Mon beau sapin"
Ｑ６・今住んでる京都はとっても寒い。暖かいところ
（沖縄とか）
に行くのがいいね。
冬しか食べられない料理を作って食べる！

Ｑ７・年末は２９日まで仕事。合間をみて、冬のジャムを作る
んだ。
（花梨とかりんごとか）美味しいジャムを食べな
がら、冬休みはボーっと過ごす。それがいいね！

無料体験レッスン随時受付中

初心者から上級者まで、楽しく学べるレッスンをおこないます。
まずは無料体験レッスンで教室の雰囲気を感じて下さい。

フランス留学への第一歩！無料留学セミナー開催中

留学をしたいけれど何から始めれば…？と疑問をお持ちの方、ぜひご参加下さい。
共に詳細は下記までお問い合わせ下さい。

AJ-FRANCE フランス語教室／留学センター

〒 603-8054 京都市北区上賀茂桜井町 74-1Gallery You
TEL/FAX：075-703-0115 メール：ecole@aj-france.com
【教室】http://www.aj-france.com 【留学】http://www.france-ryugaku.com

Anne-Lise Martin

アンネリース・マルタン さん
ル・キャナール・ドレ有限会社 代表取締役
山梨県甲府市在住。伝統製法を守るフランス農夫達の
鴨肉を輸入販売。本物の味と文化を日本に伝えるべく、
ホームページには為になるお話しがぎっしり！シャンソン
コンサートも開くマルチなパワフルな女性です！

Q1・ル
 エイユ・マルメゾンで育ちました。

    パリから西側、ブローニュの森の後ろ。パリとベル
サイユの真ん中辺りで、パリからだと車で 20 分 。
ナポレオン・ボナパルトのお城が残っている街で、
奥様のジョゼ フィーヌがお菓子が好きだったから
ショコラトゥリーやパティスリーがたくさんあります。
    マルメゾンのお菓子屋さんのマロングラッセは、と
ても美味しいです。この時期だけ食べられます。ク
リスマスになると、教会の広場には移動遊園地が
やって来てモ マネジャ（回転木馬）や色々な乗り物
に乗れるので子供達は大喜び。市役所の前にはス
ケートリンクできて市 民はみんな無料で遊べます。
Q2・煮込みがいいですね！カスレ
（インゲン豆の煮込み）
、
レンズ 豆の煮 込み、ラクレット やチーズフォン
デュ。クリスマスにはフォアグラです！

David Devillers

ダビット・ドゥヴィレール

ル・キャナール・ドレ HP
www.lecanarddore.co.jp

販売サイト・フランス農夫達からの素敵な贈り物

https://www.lecanarddore.co.jp/shop/index.htm

Q3・最 初に山梨に来た年が大雪で！国際交流員として

県庁の国際課に勤めていました。職員宿舎 から県
庁まで坂道だったからスキーで通おうって思いまし
た。でも、実際には、スキーでは行くと怒られる
と思います。
（笑い）窓から見える冬の富士山がと
てもきれいだったのを良く覚えています。
Q4・毎 年冬にはキャラバンに乗って、家族でスキーへ
行きました。
J ura 県の massif central で有名なレストランでコ
ンテ（チーズ）や地方料理を食べるのが楽しみで
した。
（私の母はお料理が上手で、外食はほとんど
しなかったので）
Q5・"Petit papa noël"   "Mon beau sapin"
Q6・時間がある時には必ずスキーに行きます。
Q7・年始から約一ヶ月フランスへ帰ります。仕事もちょっ
とありますが、日本にいるのでなかなか会えない
友達と過ごします。

仙台の調理師学校にて、海外・渉外担当とフランス語で教鞭をと
る。１１年前に来日。日本人の奥様と４歳の息子さんと仙台に暮らす。
さん ラジオのパーソナリティー、バンド活動など、幅広く活躍。

Q1・ボルドー。雪は降らないけど０度以下。とにかく寒い。でも、みんな外に出る

のが大好きなんだ。クリスマス時期はノエルの市場が立ち並びにぎやかだよ。
ボルドーは世界遺産だから美しいところだよ。

Q2・ジビエ（特に鹿）、セップ茸、ワインソースのボルドー風ステーキ。
Q3・来日前から調べていたから驚くことはなかった。
Q4・息子が生れてからの最初のクリスマス。
Q5・プチパパノエル " Petit papa noël"
Q6・外を眺めながら、ホットココアを飲むこと。家の中でゆっくり過ごす。
Q7・うーん・・特別な事は何にもないかな。今、とっても忙しくてずっと仕事です！
ヴァカンスは当分ないな…。

これを食べなきゃ１年が始まらない
ガレット・デ・ロア

新年を迎えると、フランス中に金色の王冠を誇らしげ
にかぶっているこんがり焼けた大きなパイ。１月６日
の公現祭（エピフィニー）の時に食べるお菓子、
「ガレッ
ト・デ・ロア」
。フェーヴという陶製の小さなお人形が
１つ入っていて、このお人形が入っているケーキが当
たった人が王様か王女様。王冠をかぶってその日一日
みんなから祝福されます。
一年の運だめしみたいな、縁起もののケーキ。１月最
初の日曜日。パリ郊外の彼の実家でのランチにおよば
れ。デザートはもちろんガレット・デ・ロア。
王冠をじっと見ながら彼が笑える告白。
「一人暮らししたら、自分の為にガレット・デ・ロア買
うんだ！ってきめてたけど、一人ぼっちで食べて王冠
かぶってもつまらなかった…。
」
それって・・・暗くない？手際良くママンがケーキを
切り分けてくれる。フェーヴが当たる確率は８分の１。
あらっ、彼のケーキに小さな王冠が入ってる！
「今日王様になったら、君にプロポーズしようと思って
たんだ。僕の王女様になってください。
」
私の頭に王冠をのせる彼。まるで映画の１シーン。
あははは…。なーんてね！ウフ。
（真乃ソロ）

■ フルリーロワイヤルホワイトシリーズ、
フルリーブルーシリーズ

新年
1月末まで
15％
OFF! !

キャニスター ９cm
￥5,775
（税込）→ 	 ￥4,908
キャニスター 10.5cm ￥6930（税込）→ ￥5,890
￥8715
（税込）→ ￥7,407
キャニスター 13cm
キャニスター 15cm ￥10395（税込）→ ￥8,835
キャニスター 16cm ￥12600（税込）→ ￥10,710
キャニスター 18cm ￥13650（税込）→ ￥11,602

※他の各シリーズ フルリーロゼ、プレステージ、フルリー柄も15％OFFになります！
伝統菓子の本来の魅力や文化を大切にし、
そして伝えたいと考える人のための会

クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロア
2003年9月に設立。
「ガレット・デ・ロワ」を始めとする正統派伝統菓子と文化を愛
し大切にしていることが、会員資格で、プロフェッショナルから一般の人まで参加
できるシステムがある、素晴らしい協会です。フランス伝統菓子を愛する熱い思い
があふれています。
クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロ ア

Club de la Galette des Rois 事務局
撮影協力：ビゴの店 ドゥースプランタン銀座店
ガレット・デ・ロア予約受付中
TEL 03-3561-5205（プランタン銀座店B2）

フルリーロゼ
ティーポット6 人用
￥16,800
テーブルマット
￥9,450
クリーマー 180cc
￥6,930
ケーキプレート32cm ￥19,950
カップ＆ソーサー
￥6,825
キャニスター 10.5cm ￥6,930
キャニスター 13cm
￥8,715
Photo : Mayumi ABE

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。

http://www.galettedesrois.org
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-12-3 トゥガ麹町ビル1F
club@galettedesrois.org FAX: 03-6368-4856

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
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佐藤陽一のワインなひと時
vol.20 Hiver
パリの冬は寒くなくては逆につまらない。実際にはとて
も大変だが、朝部屋を出て感じる、肺に染み込むよう
なきりっとした冷たい空気は慣れると癖になる。この寒
さがあるからカフェのエスプレッソがおいしく「まあ今日
は寒いから特別ね」などと適当な言い訳を考えながら
飲む、いつあけたのかわからないような曖昧な香りをか
ろうじて残しているカルバドスが切なくてまたおいしい。
牡蠣や海の幸のプレートに独特のヨード感が帰ってき
て、海の香りがレストラン中に広がっているし、じっく

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/

り寝かせたジビエをこってりとしたソースとともに出すビ
ストロは減ってきてはいるけれども、フランス料理という
のは食べて飲んで楽しむためにはある程度の体力が
必要な食事という事をあらためて気づかせてくれる季
節でもある。

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

http://www.franceclub.jp/

ジャパンニットブランド
見 本 市・ファッションショー
"Japan Knit Brand"Exhibition & Fashion Show

in Tokyo Midtown

2010 年 1 月 22 日
（金）
展示・11：00 〜 21：00 ／ファッションショー・15：45 〜 19：00
ジャパンニットブランドは、福島県伊達市のニット制作の高い技術
と、日本・ロシア両国の優れたデザインを融合させ、ロシアに向
けて「JKB」ブランドを発信している団体。その「ＪＫＢ」による
ファッションショーと見本市が東京ミッドタウンで開催。

ブルターニュ流、
ガレットと
クレープの楽しみ方
ゲランドの塩「顆粒」567 円（税込）125 ｇ（筒入り）

ブルターニュでは、カフェよりもたくさんあるといわれる「クレー
プリー」。そば粉でできたガレットとクレープが人気のカジュアル
レストランです。気取らない雰囲気が魅力のクレープリーで楽
しめる、ふたつの美味しさとその名脇役をご紹介しましょう
！
【ガレット】
ガレットは、そば粉でできた薄い生地にハムやトマト、スモーク
サーモンなどを乗せて食べるもの。生地の材料はブレ・ノワー
ルと呼ばれるそば粉と塩、水のみ。この生地を熱した分厚い
鉄板に薄くのばして、ぱりっと香ばしく焼き上げます。塩はもち
ろんゲランドの塩。灰色のあら塩を乾燥させて挽いた顆粒「セ
ル・ファン」は溶けやすいのでガレットの生地づくりにもぴった
りの名脇役です。乗せるものはお好みで。どこのクレープリー
もメニューにはたくさんのチョイスが並びます。きのこのソテー、
魚介をベシャメルソールで和えたものなど、目移り必至です。ガ
レットとはもともと「小石」という意味で“平たくてまるい形”を
さす言葉。他にもブルターニュのクッキー「ガレット・ブルトンヌ」
や「ガレット・デ・ロワ」などまるい形のお菓子もガレットという
呼び名がついています。
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

【クレープ】
ガレットで塩味のお食事をした後は、デザートタイム。クレープ
はそば粉のほかに小麦粉、塩の代わりに砂糖を加えた生地に、
甘いソースやアイスクリームを乗せていただきます。
メニューを見ると“有塩バターと砂糖”や“塩キャラメルソース
がけ”
など、
スイーツなのにほんのり塩味を利かせたものが人気。
塩田で太陽と風の力だけで結晶するゲランドの塩は、素材をひ
きたてるまろやかさがデザートにも絶妙にマッチ。ここでも欠か
せない名脇役です。クレープは柔らかい布地などの総称で、ク
レープ・デ・シンというドレスの布地に似ていることからこのデザー
トもクレープと呼ばれるようになったとか。なんだかロマンティッ
クな言い伝えだと思いませんか。
ブルターニュ人は本当にガレットとクレープが大好き。クレープ
リーの店先では、生地だけが何枚も焼かれ積み上げられてい
ます。 昼ともなればこれを買いに来る地元の人で大賑わい。
お気に入りの「おうちガレット」なんて、とってもブルターニュ
な楽しみ方ですね！

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）
フランスの美味しいものをお届けする㈱アクアメールの広報担当。
「仕事でブルターニュに行く度にクレープリーに行きます。私のおすすめはソーソシン
（豚肉のソーセー
ジ）のガレット。実はブルターニュは美味しい豚肉で有名なんです。でもこのソーソシンのガレット
9
はボリュームたっぷりなので、おなかをすかせてから食べてくださいね！」

パリを歩いているとカフェとパン屋の次に多いなーと思うのがファーマシー。フランス
発のメディカルコスメ（皮膚の専門家が作った化粧品）がずらりと並ぶ色とりどりの光
景は圧巻です。フランスの女性達は自分の肌にあった、体にいいコスメにとっても敏感。
私もパリに行くたびにファーマシーから大量に化粧品を買ってきてました。
でも…日本でいいもの見つけちゃった。
皮膚の専門家が作った、日本発・メディカルコスメ スキンケア Dr.H&H CELLPHY
いつの日か、パリのファーマシーに並ぶ日が…来るといいな！

本誌おなじみ、乃木坂のフレンチの名店

シェ・ピエールのクリスマス シャンソンとディナー
12月25日（金）

時間・19:00 〜／料金・10,500 円（コース料理とワイン飲み放題）
、
ヴォーカル：貝山 幸子／ギター：白土 庸介

好評
発売中 !!

美しい素肌への導きは洗顔から
洗う…Dr.H&H CELLPHY Wash（セルフィ・ウォッシュ）

Salut La France

2010年
特製カレンダー 定価１,575円（送料込）

極上の泡のクッションを試してみませんか？
なめらかでキメ細かい泡立ちの洗顔料です。

本誌表紙でおなじみのパリのカメラマン YOLLIKO さんの素敵な写真で
ドキドキするフランステイスト満載の 2010 年版カレンダーです。全面
縦型写真と A4 横型写真の、2 パターンのカレンダーをお楽しみいただ
けます。素敵なフランスをお部屋に飾って下さいね。

マッサージしながら優しく汚れを洗い落します。
古い角質層に作用し、やわらかく透明感のある素肌へと導きます。
トライアルセット
2,100 円（税・送込）

株式会社 ダーマルラボ

http://www.dermal-labo.jp/
お客様
相談室

0120-023-002

ご購入は楽天市場ショッピングサイト

http://www.rakuten.co.jp/dermallabo/

〒 107-0062 東京都港区南青山 1-23-10
予約 TEL 03-3475-1400 ／ 定休日 月曜日
アクセス
地下鉄千代田線乃木坂駅（5 番出口）徒歩 1 分
地下鉄銀座線青山一丁目駅徒歩 8 分
http://www.chez-pierre.co.jp/

Wash

Lotion

Essence

Milk

Dr.H&H
CELLPHY Wash
4,200 円（税込）

臨床皮膚医学に基づいてお肌を考えるダー
マルラボの理念のもと開発された、積極的
にお肌にはたらきかける機能性化粧品です。
CELLPHY とは CELL（細胞）+PHY（伝える）
、
つまり必要なものを効果的に与えることに
より、あなたのお肌を美しい素肌へと導く
という意味が込められています。

■ご注文・お問い合わせ

メール  france-club@cia.co.jp
TEL  03-5488-7781 ／ FAX  03-5488-7783

お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス・ご希望数をお知らせください。

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

＊「ピエール・ラニエ」プランタン銀座店

「ピエール・ラニエ」 パイピング革ベルト時計 1 名様
ピエール・ラニエ プランタン銀座店（本館 B1 階）
TEL/03-3567-1766 http://www.tapak.co.jp/
お洒落な時計に心が弾みます！ 参考小売価格 ￥18,900（税込）

＊株式会社ダーマルラボ
vol.20

パリ 品のいいワンダーランド
お宅 掘り出し物探しにファーマシー（薬局）に行こう
訪問 日本も空前の薬局ブーム。最近はお弁当まで買える薬局まであったりして。パリの

薬局も負けてはいません。
（お弁当はさすがに買えないけどね）キーワードは体に
いいもの。大手薬局では自然食品、お医者さんが作った化粧品、ダイエット食品、
カラフルな老眼鏡などなど…。
旅行のお土産も掘り出し物が見つかるかもね。
＊商品表記はもちろん全てフランス語。パッケージだけ見て想像買いも楽しい旅
の思い出です。
（S）

Dr H&H CELLPHY トライアルセット 2 名様

＊株式会社アクアメール

ゲランドの塩 「顆粒」 5 名様

125 ｇ（筒入り）

● 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。（2010 年 1 月 31 日締め切り）
●編集後記 冬になるとテンションが高くなる H。暗くなるのが早ければ、早くから飲んでもいいんでしょ
！
？あれー、
一年中昼から飲んでるくせにー。（S）

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

Salut La France
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