フランス大好きな人のための小さな情報誌
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素顔のパリ

20区物語
文：ベルエ教子
（ナンシー観光局ガイド）

黄金と黒の対比が美しい精巧な細工の鉄

番外編 パリから足を延ばして

ナンシー物語

柵。重厚でありながら優美。豪奢でありな
Brest

アール・ヌーヴォーの街 ナンシーへ行こう！

Paris

Nancy

フランス東部ロレーヌ地方の中心都市 NANCY（ナンシー）
。
パリから東へ 310 ｋｍ、2007 年に東駅とナンシー駅を結ぶ TGV 路線が開通

大さを誇るペピニエール公園が続く。豊か

FRANCE

な緑と草花に囲まれたリラックス・スポット。
Lyon

してアクセスが片道 1 時間半に大幅短縮され、訪
ナンシーの街並みの一番の特色は、アール・ヌー

Marseille

ル・ヌーヴォーの中心地として発展した歴史が今も
街に息づいていて、至る所で曲線美を極めた建物や、

スタニスラス公の名残か、手頃で美味しいレスト
そしてナンシーは親日の街でもある。

ナンシー派美術館。この街で生まれた芸術家エミール・

フォアグラのサラダ

キッシュ・ロレーヌ

姉妹都市・金沢との交流も盛んで、2008 年の「日仏交流 150 周年記念イベント」

ガレが中心となって結成した、アール・ヌーヴォーの最

銀行天井のA・N 最大のステンドグラス

やミラベルのタルト、フォアグラ、マカロンやマド

ランも数多く、観光客の舌も楽しませている。

その芸術的な魅力がギュッと凝縮されているのが

術館。館内には家具や絵画のほか、ガラス工芸などの

グルメもナンシーの魅力の１つ。キッシュ・ロレーヌ
レーヌなどロレーヌ発祥の味わいも充実。美食家

自然をモチーフにした装飾を目にすることができる。

大流派「ナンシー派」の作品を集めたフランス唯一の美

ペピニエール公園のバラ園

にゆったりと時を過ごせる憩いの場になっている。

ヴォーの美しい建築や装飾。19 世紀後半からアー

ソリュプト地区のお屋敷

ペピニエール公園

バラ園や動物園を散策したり、ブラッスリー
で焼き立てクレープを頬張ったり、思い思い

Bordeaux

れる観光客が年々増えている。

に心を奪われてしまう人も多いはず。
広場の横には旧市街、そして 21ha もの広

あなたもナンシーに恋してみませんか？
Nantes

がら清らか。足を踏み入れれば、その景観

ではスタニスラス広場に日本庭園を再現してしまったほど。観光案内所では日本語
ショッピングストリート（大通り）を走るトラム

の各種パンフレットを用意して日本人観光客を歓迎している。
アール・ヌーヴォーが開花した時代、ガレは日本人留学生（高島北海）と出会い、

調度品が揃う。

日本に恋したガレの想いがナンシーの魅力となって日本人観光客を魅了し続けて

トラムの走る駅前の大通りは、ファッションや雑貨のショップや老舗

いるのかも知れない。

ショコラティエなどが並ぶ、開放的なショッピング・ストリート。そこを抜

マカロン

けると街のシンボルである世界遺産スタニスラス広場に辿り着く。かつて

『Bon voyage à Nancy』が提案するモデルコース

のロレーヌ公スタニスラスの銅像を中央に、市庁舎、オペラ座、美術館、
カフェなどが囲み、多くの人で賑わう。足元の真っ白な石畳。凱旋門と、

＊日帰りコース
旧市街のクラフ門

＊一泊コース

ナンシー派美術館 → 中心街散策

1 日目 スタニスラス広場 → 旧市街 → ペピニエール公園 → 昼食

→ スタニスラス広場 → 昼食 → 旧市街

→ ナンシー派美術館 → マジョレルの家 → ( 中心街に戻り ) 散策とショッピング

→ ペピニエール公園

→ 夕食→（夏季のみ）スタニスラス広場でのスペクタクル見学

→ ナンシー美術館（ドームコレクション見学）

2 日目 有名カフェ「エクセルシオール」で朝食 → ソリュプト地区

→ ショッピング → 有名カフェでティータイム

→ （スタニスラス広場へ戻り）ナンシー美術館とドームのショップの見学
→ ナンシー駅から列車でストラスブール・メッス・バカラそしてパリへ！
！

スタニスラス広場の鉄柵
スタニスラス広場のカフェテラス

ナンシー派美術館

スタニスラス広場（スタニスラス像）

ベルエ教子（のりこ）
。観光局の団体のお客様のご案内、そして個人のお客様には『Bon voyage à NANCY』にて“ナンシー滞在サービス”( 同行ア
テンドサービス ) を提案しています。 http://www.voyagenancy.com/ ( ナンシーに恋するベルエのナンシーのサイト )
■ナンシー市観光局 http://www.ot-nancy.fr/
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貝山幸子
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仕事の内容
ナンシーは貴方にとってどんな場所ですか
日本人観 光客の割合
日本はどんなイメージですか
ナンシー名物を１つ選ぶとしたら
ナンシーのＰＲを

点田 永里奈さん
E r i n a

T e n d a

ナンシー市役所勤務
金沢市出身。東京外大卒業後パリ郊外の
大 学へ。その後ナンシー市 役 所へ勤 務。
2008 年 10 月に“日仏交流 150 周年”と
“ナンシー市・金沢市姉妹都市提携 35 周
年”記念イベント等に携わり現在は金沢と
ナンシー両市による雇用で主に「姉妹都市
交流」の担当として 2011 年 3 月まで勤
務予定。

A1	交流会議の準備・運営。期間中に開催される文化イベントの
チラシやポスターの作成等。日本での会議に参加するフラン
スの自治体の招致、来日・滞在のための準備等。金沢以外の
ナンシー市の姉妹都市との文化プログラムの企画・運営。
A2	いいところ→文化的に洗練され静かで住みやすい。最初は世
界遺産のスタニスラス広場に面した建物の中に事務所がある
ので、毎日見ているがいつも美しい。夏は壮大なスペクタク
ル、秋は庭園が造られ、冬には巨大なクリスマスツリーとい
つも楽しませてくれる。すぐ横には大好きなペピニエール公
園があり、週末には市によって文化プログラムがたくさん用
意されている。
	悪いところ→トラムがよく故障するところ。スタニスラス広場
とナンシー派美術館や他の美術館、アール・ヌーヴォー建築
が建つ場所が離れて点在していて旅行者には不便。
A3	パリや南仏に比べてフランスの東部は寒くネガティブなイメー
ジがあるようで、今までは日本人観光客は少なかったと思う。
ＴＧＶ（フランスの新幹線）の開通でアクセス便利になり年々

増えている。是非足を運んでいただいて、ナンシーの素晴ら
しさや美味しさを体験して欲しいです！！観光局には日本語の
パンフレットもあります！
A4	私達日本人は、
“マナーのいい観光客”として認知されています。
A5	Alain BATT( 老舗ショコラティエ ) のマルキーズというお菓
子。( 緑のイタリアンメレンゲの中にヘーゼルナッツガナッ
シュが入った、軽い食感で大人気のお菓子 )
A6	日本人が好きになる要素をたくさん持った街。是非一度来
てください！パリやアルザスからの寄り道でもいいですが、
できれば 1 泊してゆっくりとナンシーの良さを味わって欲
しいです。
ナンシー現市長は姉妹都市金沢市との交流を通じて日仏交流に貢
献しているとの功績が認められ日本から 2009 年度の『旭日重光
章』を受章。又、
“日本のマンガ・ドラマ・アイドル”などのサブ
カルチャーが大変な人気で、小・中・高校では“日本食・俳句・
浮世絵・空手”などの伝統的な文化を授業の一環として紹介する
機会があり、
日本という遠い国の熱烈なファンが広い世代にわたっ
て増えている。

Lydie GENOTさん
リ ディ

ジェ ノ

生粋のナンセアン（ナンシー生まれのナン
シー育ち）
。二人の子供の母でありナンシー
の有名なマカロンのお店 MAISON DES
SŒURS MACARONS の経営者。

A1 お店の経営と販売。
A2	スタニスラス広場、旧市街、ソリュプト地区・ペピニエール公
園がナンシーで最も美しく、清潔でもある場所で大好き。
A3 私のお店では 5% が日本人のお客様です
A4	日本人は好奇心旺盛で芸術を愛し、もちろん写真好き！来店
してくれる日本人のお客様は皆さん感じよくて穏やか。未知の
味を発見するのが大好きみたいです。

Pascal DROLC さん
パ ス カ ル ・ドゥ ロ ル ク
生粋のナンセアン ( ナンシー生まれ、ナン
シー育ち ) アールヌーヴォーの名品で有名
なナンシー派美術館で働いている。

A5	もちろんマカロン！
＊Ｐ１、２の特集ページにこちらのマカロンの写真掲載

A6	ナンシーは文化的にとても豊かな街です。美しい建物の他に
もスペクタクル ( ジャズ・サン・ニコラのお祭り・国立オペラ・
・
・)
のプログラムも豊富。また、美味しいレストランも数多くあり、
マカロンをはじめとする多種のお菓子が充実していてグルメな
私たちを満足させてくれます。
日本人に一番人気はマカロンとベルガモットキャンディー。ミラ
ベル（小さな黄金色のすもも。夏の終わりの一時期だけ収穫され
るフランス人が大好きな果物）やベルガモットのジャム・リキュー
ル類・キャンディーもお勧めすると皆さん喜んでくれます！
MAISON DES SŒURS MACARONS
(21, rue Gambatta)
月曜 14：00 ～ 19：00
火曜ー金曜 9：30 ～ 12：30 ／ 14：00 ～ 19：00
土曜 9：00 ～ 19：00
http://www.macaron-de-nancy.com/boutique/

A3	フランス人以外だとお隣の国ドイツに次いで 2 番目に多い。
エミール・ガレ目当てにやって来た日本人が、ガレの作品を目
にして感激している姿を見るのは何より嬉しいし、この瞬間が
この仕事の醍醐味だ。アール・ヌーヴォーが日本の文化から
多大なインスピレーションを受けているから、きっと日本人に
何かを語りかけるのだと思うよ。
A4	遠く離れた美しい国。いつか必ず行ってみたい憧れの国。日
本人はとても礼儀正しく、周囲に心配りができ敬意を払える
国民。自分たちの価値観・文化・習慣をとても大切にし、誇
りを持っている尊敬すべき国民であり国であると思う。

A1	会計と受付の担当。
「もう一度来たい」と思ってもらえる様に
心からの笑顔でお迎えしている。仕事のお陰で、今まで知ら
なかったナンシーの歴史的・文化的な面を発見することがで
きた。心からこの仕事を愛しているよ。
A2	一番のお気に入りの場所は、ナンシーの高台にあって街が一
望できる公園。疲れたら必ず行くんだ。でも、最近どんどん
街が近代的に変わってしまっている。ここ数年でナンシーは
観光都市として目覚ましい変貌を遂げているから、しょうがな
いことなのかもしれないね。

A5	やっぱり『キッシュ・ロレーヌ』かな。
A6	パリから他の街への通過点として、短時間しか滞在しない日
本人が多いのがすごく残念。できれば一泊して本当のナンシー
の良さを知って欲しいな。
Musée de l'École de Nancy
36 - 38 rue du Sergent Blandan 54000 Nancy
水曜～日曜 10：00 ～ 18：00
月曜・火曜・1 月 1日・5 月 1日・7 月 14 日・11 月 1日・12 月 25 日 休館
入館料 6 ユーロ
http://www.ot-nancy.fr/musees/ecole_de_nancy.php

秋の気配を感じながら
テラスで食するナンシー料理
初めて挑戦した、ナンシー風煮込み「ポテ」。ポトフは牛肉を使うけど、
ポテは塩漬けの豚バラ肉と、キャベツと白インゲン豆が入るのが特徴。
パリのシェフ友にＳＯＳメール。「豚バラ肉の塩漬けは一度作ってみると
簡単で美味しいから得意料理の仲間入りしちゃうよ。」ふむふむ。
教えてもらったレシピ通り、作ってみると意外と簡単。
ゲランドのお塩とちょっぴりのグラニュー糖を練りこんで
冷蔵庫に寝かせること１週間。豚さんがなんだかとっても
いとおしくなってきちゃいます。
大きく切って、とろ火でゆっくりと煮込んでジャガイモと
ニンジンを投入。お好みでベーコンやソーセージを入れて
最後に白インゲン豆とキャベツを加えてちょっぴり煮込むと、
ポテのできあがりー！
前菜は、ナンシー名物キッシュ・ド・ロレーヌ。
あっという間にナンシーへ美味しいプチ旅行なのでした。

限定6点限り
コック プレステージ
フランスの象徴である雄鶏。その雄鶏がしっぽを見事に広げる様を描いてる
シリーズ。落ち着いたグリーンとブルーが洒落たトーンになっている。

300 年の伝統を誇るカンペール陶器

プレステージ シリーズ
エッグカップ7cm
￥3,465 →15％ OFF ￥2,945
プレーンボウル16cm
￥6,930 →15％ OFF￥5,890

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。

写真
プレステージ
スーププレート 22cm
ジャルダンデテプレート 21cm
7,560 円（税込）
photo Katsumi MERA

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

佐藤陽一のワインなひと時
vol.24

ナンシーについて

今回のテーマはナンシーということだが、私は実際
には行ったことはない。（しかし消しゴムアートの人
ではないと言う事はすぐにわかる。）地図で探ると、
ワインのおいしいアルザスの隣であり、そしてまた

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。

チーズのおいしいフランシュ・コンテのお隣だったり
と、微妙な位置に存在していることに気づく。ロレー
ヌ地方は「最後の授業」で知られていたりするの
だが、食事の面ではキッシュロレーヌぐらいがその

モンペリエから届いた、
美しいオリーブオイルコフレセット。

佐藤陽一

フランスの豊かな食卓に欠かせない、おいしい赤ワインと南仏産のオリー
ブオイル。 美しい大学都市モンペリエ近郊のワインの生産者でありオ
リーブ農家である「ドメーヌ・ﾄﾞｩ ･ ロリヴィエ」から、代表的なラングドッ
ク・ルシオン産のオリーブオイル 3 種類を美しいガラス瓶に入れたセット
をお届けします。

MAXIVIN マクシヴァン

オリーブの実の種類によって、まったく違う味わいのオイルができるので

〒 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/

す。 ティスティングセットとしても、 お料理好きな方へのギフトとしても
最適。 お料理にあわせて、 オリーブオイルも使い分け。 スタイリッシュ
なコフレデザインも、 キッチンを美しく演出してくれそうですね。

名に関しているものの、このあたりはワインというよ
りはビールが豊富でおいしいらしい。おそらく冬以外
は暮らしやすく、とても静かできれいな町なのであろ
うし、ドイツとの国境に近いところから、家々は花で
溢れ、そして鐘の音も聞こえてくるはず。今度はぜ
ひ訪れてみたい（
“何し”
に行くのかと聞かれようとも）

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

http://www.franceclub.jp/

vol.24

パリ 美味しいものを探すなら、ここに行こう ! ！
お宅 ボンマルシェ・食品館〜 Le Bon Marché
訪問 左岸、サンジェルマンデプレまで行ったらボンマルシェに足

を伸ばそう。フランスの美味しいものが楽しめる高級食品売り場。
「食品の宝石箱やー！」ナンシーまで行けない時は、
お惣菜コーナーでキッシュとミラベルのタルトをここでゲット！
ベルガモットのリキュールや、ミラベルのジャム等自分への
プレゼントにいかがですか？

ＬＵＣＱＵＥＳ（リュック）

Ｐ
Ｉ
ＣＨＯＬ
Ｉ
ＮＥ（ピショリーヌ）

VIEUX MOULIN（ヴィエイユ・ムーラン）

オイルの女王とも呼ばれる
大変デリケートで優しい味
わい。かすかなビターさと
若草のような香り。繊細な
料理のひと皿に。

ラングドック地方の代表的
なオリーブ、ピショリーヌ。
そのオイルは力強さに満ち
ています。心地よい苦味
とぴりっした刺激のコンビ
ネーションが際立ちます。

リュック ･ピショリーヌ･ヴェルダール種を
ブレンドしたオイル。
「古い石臼」という
名の通り、中世からの製法を守り、石臼
でオリーブの実をすり潰し、
オイルの一滴、
一滴を大切に集めました。エキス
トラバー
ジンオイルを越える味わいです。大変ま
ろやかで濃厚な味わい。
そのままで味わっ
ていただきたい希少なオイル。

おすすめ料理

シーフード料理・グリルした
野菜・豆腐

おすすめ料理

肉料理・スパイシーなエスニッ
ク料理・スープの仕上げ

季節の新鮮なサラダ・バゲットなど
＊	輸入品のため、商品のパッケージが予告なく変更になる場合があります。

ドメーヌ・ドゥ･ロリヴィエ オリーブオイル 3 種セット（各 60ml × 3 本）3,465 円（税込）
商品のご購入・お問い合わせは

ミラベルのタルト

住所 24 rue de Serves 75007
メトロ Sevres-Babylone 駅（10,12 番線）徒歩０分
定休日・日曜・祝日

おすすめ料理

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）
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。
「ドメーヌ・ドゥ・ロリヴィエはちいさな造り手ですが、愛情をこめて古いオリーブの樹と新しく
植えた樹を世話し、オイルの一滴、一滴を大切に搾っているのです、とオーナーのディディエ
さんにお伺いしました。大地の恵みをぜひ味わってみてください。」
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ナンシーと言えば…
“おにぎり“と“フォアグラ”

vol.24

３度ナンシーに行った。最初のナンシーはパリに住んでいた時、日本人の友達４名でナンシー＆ワイン街道の旅だった。
その頃のマイブームは駅弁。ヨーロッパの風景を見ながらおにぎりを食べるのは最高。どうせ駅では歯が折れそうに堅くお
高いバゲットサンドしか売ってない。食は人生よー。その日も４人分のお弁当をセッセと作り東駅に向かってメ
トロに乗った。
今思い出しても悔しいんだけど・・・。ひえー！
車両故障でメ
トロが止まる。買ったのはお安いチケットだから乗り遅れたら全額損しちゃうのだ―。慌てて地上に出てタクシー
を探すがなかなか拾えず、
やっとたどり着いた時には電車は発車していた。パリではまだ携帯がポピュラーじゃなかった時代。
３人のお姉さんは怒りモードで私の到着を待っていた。「どうしたのー。先に行ってようと思ってもチケットさっちゃん持ってる
し。」「ごめんなさい。お弁当作ってて・・おまけにメ
トロ止まって遅くなった。」唖然とする３人の顔。お弁当はサプライズ
だったのだ。結局１時間後の列車を４人分買い直した。私のお弁当は高くついてしまったのだ。「お弁当作って遅くなっ
たならしょうがないわよねー。フランスの景色とおにぎり最高。」やけに楽しげな車内だった。（ちなみにおかずは、唐揚げ、
卵焼き、ポテトサラダ等）ナンシーの印象は“おにぎり”以外私の記憶になかった。あれから時が流れ、昨夏と今年の６
月にナンシーを訪ねている。静かで美しい街並みと美味しい食べ物。すっかりはまってしまった。お勧めはフォアグラ。美
味しく安いのだ。ナンシーがフォアグラの発祥の地という話も・・・。というわけで、私のナンシーは、おにぎりからフォア
グラへ変わったのでした。さあ、フォアグラを食べに早く行かなきゃ！（１ページのフォラグラサラダは私が撮りました）

information

気軽に学べるフランスのお料理教室

アトリエ・デ・シェフ

パリの中心部にあるキッチンで本格的なシェフの料理を学べる
今話題のお料理教室。
滞在のスケジュールにあわせてコースを
お選びいただけます。
パリジェンヌと一緒に楽しくお料理を学びましょう！
料金は、
45ユーロ～80ユーロ（コースによって変わります）
。
■お問合せ・ご予約

france-club@cia.co.jp（仏蘭西倶楽部）
http://www.atelierdeschefs.fr/（アトリエ・デ・シェフ）
お気軽にお問合せくださいませ、これで貴方もシェフ。

貝山幸子 Sachiko Kaiyama ニューアルバム

［Barbara ～バルバラ］

２０１０年１０月２７日リリース決定
伝説のシャンソン歌手バルバラの世界を全曲日本語歌詞にて収録。
現代を生きるＳＡＣＨＩＫＯが奏でるバルバラの世界。
収録曲・ピエール・黒い鷲・ナント・いつ帰ってくるの・小さなカンタータ・ウィーンにて・
死にあこがれて・孤独・夢のあとさき（オリジナル） 全９曲

プランタン銀座～エコール・ド・プランタン 貝山幸子の“素顔のパリ”ナビゲートレクチャー

現地で役立つカンタン仏語やシャンソン、フランス映画のエピソードを交えた実践的なパリ情報を。
毎月第 3 土曜日 11：15 ～ 12：45 ／１０・１１・１２月期募集中 お問合せ：０３-３５６７-７２３５

、
参加ミュージシャン・白土 庸介、深町純

他

特別先行予約／受付開始

お申込み・info@salut-paris.com

「シャンソンで触れるフランス語とパリの街散策」
１０月３０日（土） 朝日カルチャーセンター・朝日ＪＴＢ・交流文化塾 大阪梅田
お問合せ :０６-６３４８-１４７０

先行予約の方は送料無料にてお届けいたします。

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

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 1,890 円）好評発売中 http://salut-paris.com/

vol.24

価格 2,500 円／音楽監督・渡辺剛

あらすじ

セレスチーヌ ( ジャンヌ・モロー ) は小間使い。そ
小間使いの日記 原題 Le Journal D'une Femme De Chambre
の家は夫人が実権を握り、夫は狩猟と女漁りの
監督：ルイス・ブニュエル 出演：ジャンヌ・モロー・ミシェル・ピッコリ 他
好きな田舎紳士、夫人の父親も婦人靴を異常に
製作：フランス・イタリア １９６４年
愛する癖があり、下男のジョゼフも変った性格の
ちょっと前のメイドカフェブームは、
いまや海外へ。ジャンヌ・モローのメイド姿は不機嫌で、 持ち主だった。異常な人間達の中に起こる殺人
色っぽい。シュールな登場人物の中でこのメイドがなんとも美しい。喪服、ウエディング 事件。セレスチーヌは犯人を確信し、自白させよ
ドレス、メイド…。ジャンヌ・モローは私の中でコスプレ女王様です！この時代のジャンヌ うと計画を練るが…
の高貴な美しさ必見です。

＊ 株式会社アクアメール（9 ページ掲載）
ドメーヌ・ドゥ ･ ロリヴィエ オリーブオイル 3 種セット（各 60ml × 3 本） 1名様

＊ 株式会社ミュゼ

カンペール陶器 バターナイフ（絵柄はお任せください ） 2 名様

● 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 10 月 31 日締め切り）
●編集後記 ナンシーの食べ物はホント美味しい！日本人女子の大好きな食材がてんこ盛りなのです。ふふふ・・・。
ナンシー風煮込み、ポテで豚肉のアブラの美味しさに気が付いてしまった。これって危険ですね。（Ｓ）

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

Salut La France
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