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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

東京で見つけたフランス



素顔のパリ
20区物語
vol.30 秋のパリ

1 年中美しいパリ。
でも、秋のパリは格別です
小さい秋、みーつけたー！

１・キュン！秋のセーヌ
２・素敵な後ろ姿・・・
３・ボージュ広場
４・ 寒くても平気。外の席大好きです！
５・想像をかきたてるパリのベンチ　
６・ハロウィン用かな？

メガネを心から愛する、気さくでユニークなお二人
が経営するこのお店では、フランスのエスプリを感
じさせる他とは一味違ったブランドを扱っています。
Anne et valentin（アンバレンタイン）は、私の大の
お気に入り。サイドのあがり具合が特徴的なこのメガ
ネをかければ、「アメリ」に出てくるような、ちょっと
個性的でおしゃれなフランスの女の子気分になれちゃ
います。プティ・デビューの真向かいにあります。

pêche（ペッシュ）はフランス語で桃。大人可愛
い夢のある商品がたくさん揃った店内に一歩足を
踏み入れると、上質なフランスの石鹸やキャンド
ルの香りがふんわりと漂い、何度訪れても思わず
うっとり。胸をキュンとさせてくれる魅力的な品々。
自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントを選
ぶのにも良く利用します。私のおススメは、フラ
ンスのデットストックアクセサリー。時を経ても輝
き続ける可愛さに加え、一期
一会の楽しみもあるなんて…
なんだか素敵ですよね。

気分はアメリ？フランス映画の
おしゃれな女の子風メガネ 大人の可愛らしさがギュッと詰まった

心ときめくシックで上質な品 に々恋をする

プティ・デビューのプティ・マダムがこっそり教える

纒（まとい）オプティカル
東京都世田谷区北沢 2-34-10
植木ビル 1 階
Tel　03-3485-5115
営　11：00 ～ 20：00 
休　不定休　下北沢駅より徒歩２分
http://matoi.main.jp/ pêche（ペッシュ）

東京都世田谷区北沢 2-27-2
Tel　03-5453-3634
営　12：00 ～ 20：00
休　無休  下北沢駅より徒歩２分
http://peche.jp/

フランスのパッサージュの様な、入り組んだ小路。ナチュラルで、どこかフレンドリーな街の人たち。まだ見ぬワクワクが、
たくさん詰まった宝石箱のような街、下北沢。大好きな下北沢に住み始めること早 10 年。気が付けば下北沢のフランス
料理店「プティ・デビュー」の奥さんに！新婚旅行ではじめて訪れたフランス。自然体でありながら、どこか温かみのあ
る新鮮な可愛さ。フランスの色、匂い、人々のくらしに魅了されてしまった私が、フランス大好きさんならキュン！とな
ること間違いなしの、とっておきのお店をご紹介します。ヴィアンブニュ！（ようこそ）下北沢へ。一緒に宝探しに出か
けましょう。

●文・イラスト　前田真実　 下北沢を拠点に、アーティスト・ライターとして活動。大好きなフランスをもっと
知りたくて、フランス語を少しずつ勉強中です。 http://ameblo.jp/saito-mami/

フレンチ
デットストックブローチふくろう

1,155 円（税込）

こちらが私の愛用めがね。
小顔効果もアリ！

東京・下北沢で見つけるとっておきのフランス
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—トロカデロは凄くおもしろいところでしたね・フランス語
が飛び交ってまるでパリ
ＫＹＯ  ＪＵＮがやろうって言った場所がたまたま下北沢。

それまで来た事もなかったんですよね。でも、「あっ
これはチャンスだ」って。

  自分の才能を買ってくれているのがＪＵＮだって思っ
てたし、なにより一緒にやるのは楽しいだろうなって。

ＪＵＮ トロカデロは一番面白い経験だったね。
ＹＯ  僕もたまたま縁があったのが下北沢。フランス育ち

だから、日本の全てが面白かったし興味深く勉強に
なった。

—いつもお客さんがたくさんいましたね
ＪＵＮ  自分たちが楽しんでやっているのが伝わったんじゃ

ないかな。
ＫＹＯ  自分達の居場所がそこにあるように、お客さん達の

心地よい居場所を作っていきたかったからね
—トロカデロの突然の閉店は驚きました
ＫＹＯ  5 年で一区切りをしました。よく考えて、下北沢で

お店をやるのが自分の道だなって。それでプティ・
デビュー開店を猛スピードで決めました。

—下北沢・パリ・カンヌと皆さんそれぞれの道を選んでますね
ＹＯ  父と一緒に買ったカンヌの家が実家になり、お店に

なります。真の日本文化を伝える場所にしたいと思っ
てます。

ＪＵＮ  二人目の子供が来年生まれるので、その後半年くら
い南アメリカに旅をする予定です。映画関係の仕事

をしていければと思ってます。
ＫＹＯ  プティ・デビューをしっかりと作っていきたいですね。

常に楽しく、そして成長していくお店になるように。
—最後に、フランスのお薦めの場所教えてください
ＪＵＮ  南フランスかな。気候が温暖でみんな親切。パリに

あるレストラン「ＹＯＵＲＩＮ」仏和フュージョン系で
おススメです。

ＹＯ  僕のレストラン、カンヌのＫＡＳＨＩＷＡ。カンヌか
ら見える島「セント・マルゲリートゥ島」

ＫＹＯ  下北沢のフランス・プティ・デビュー・・・・もちろ
んです！（笑い）

K y o s u k e  M a e d a Jun PARTINGTON

Yo  Ta k a s a k i

前田教介

パーティントン潤

高崎洋

ワイン作りの修行の為に 19 歳で渡仏。帰
国後フランス料理店を経て 25 歳でトロカ
デロを友人 3 人でオープンさせる。現在は
下北沢プティ・デビュー　オーナー

日本人の母と南仏出身の父。パリで育ち、
東洋語学校で日本語の通訳の資格を取り
東京へ。レストラン勤務、映画、ミュージ
カル、舞台出演後、トロカデロを始める。
その後フランスへ帰国。パリのカルチェ財
団勤務の傍ら、映画製作も始める。

モナコで生まれ育つ。自分のルーツを探し
に19 歳で日本へ。知人の紹介で下北沢
のバーでバーテンダーの修行をする。その
後トロカデロへ。モナコの日本料理店で腕
をふるっていた父親と共にカンヌの100 年
前の一軒家にて日本料理店“ＫＡＳＨＩＷ
Ａ～柏”をオープン。（2011年11月オープン）

インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰　貝山幸子

伝説の下北沢トロカデロハウス。
共同経営者だったキョウスケ君とジュン君。そしてバーを任されていた
ヨウ君。惜しまれながらの突然の閉店。
3人の若者たちはそれぞれの道に進み始めた。

vol.30

私はトロカデロでよくライヴをしていた。
パリのカフェみたいな雰囲気の中でのシャンソンはとっても気持ちが
よく、そしてキビキビと働く3 人の姿にいつも清々しい気持ちに
なっていたものです。3 人一緒に会うのは何年振りだろうか。
益々素敵になってるじゃありませんか。調度みんな下北沢にいる
ラッキーなタイミング。下北沢・プティ・デビューにて。

どこか懐かしいフランスのアンティークが施された店内。
農家と直接契約を結んだ新鮮な野菜。愛情を込めて丁寧
に育てられたお肉。産地直送の新鮮な魚介を使用。フラン
スのワイン畑で働いていたオーナーが厳選した。豊富な種
類のワインはグラスでも気軽に楽しめます。価格はリーズナ
ブルに。しっかりとした本物の味を楽しめるビストロです。

［平　日］ 18：00 ～ 24：00
［土日祝］ ランチ 12：00 ～ 15：00
 ディナー  18：00 ～ 24：00
東京都世田谷区北沢 3-22-7　2F
TEL：03-3468-9222
URL：http://petit-debut.jp/
小田急線・京王井の頭線【下北沢駅】より徒歩１分

Bistro＆Bar［プティ・デビュー］

Bistro
INFO

その季節毎の魚介は、
オーナー教介の
地元・愛媛県宇和島産直！
どこよりも新鮮な
素材をお楽しみください。
メニューは日替わり。
最新情報はツイッター

「PetitDebut」で。

本日のお魚料理　￥1.800 ～
（写真：愛媛県宇和島産真鯛のポワレ　プロヴァンス風）

仏蘭西歌会・貝山幸子クリスマスコンサート　2011年12月18日（日）12時～　4,500円（特別ランチ＋ウェルカムドリンク付き）



Corbeille rose
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

カンペール陶器日本総代理店 株式会社ミュゼ

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。

作り方
1、ブロック肉に、塩・こしょうをふる（すべての面）
2、 煮込み用鍋にオイルを熱し、豚肉をかたまりのまま焼き、焼き色

を付ける。 焼けたら、肉は取り出しておく（冷めて硬くならない
ようにする）

3、 1の鍋にみじん切りにしたタマネギ、エシャロットを入れ、しんな
りするまで炒める

4、 バルサミコ酢、赤ワインヴィネガーを入れ、煮詰める（焦がさな
いように注意）

5、 肉を戻し入れ、トマトピューレ、ブイヨンを入れ、フタをして15
～ 20分弱火で煮込む

6、肉を取り出し、一口大に切り分け、皿に盛る
7、 鍋のソースを再度少し煮詰め、塩・こしょうで味を整え、肉に注

ぐ。 仕上げにハーブをふり、できあがり

・豚肉ブロック（ロース） … 600ｇ
・タマネギ ……………… 1/2個
・エシャロット ……………… 1個
・赤ピーマン ………………… 1個
・バルサミコ酢 …………… 50cc
・赤ワインヴィネガー …… 50cc

・トマトピューレ ………… 100cc
・ブイヨン（顆粒） ……… 小さじ1
・オリーブオイル ……… 大さじ1
・ハーブ・ド・プロヴァンス
・塩・こしょう

Porc provençal ～豚肉のプロヴァンス風～

ＣＵＩＣＵＩ 田中裕子がお届けする

材料（4人分）

割引は11月末日まで

ケーキプレッター 37cm
コルベイユロゼ
　21,000円→15％ OFF 17,850円
フルリー、ジャルダン・デ・テ
　18,900円→15％ OFF 16,065円
パッシ フルール
　19,950円→15％ OFF 16,957円

お家で気軽にパーティーしましょう！

Photo : Katsutoshi TANAKA

Corbeille rose 
コルベイユ ロゼシリーズ
ケーキプレッター 37cm 21,000 円
プレート18cm 7,770 円
カップ &ソーサー 7,350 円
エッグカップ 3,885 円

コルベイユ ロゼ

フルリー

パッシ フルール

ジャルダン・デ・テ



毎日暮らしていく中でフランス的な場所や物ってありま
すか？というテーマなのだが、はっきりいってあまりない
というかほとんどない。犬の散歩でもウンチはすべて
持ち帰るし、毎日はあまりにも日本的。しいていえば
私自身が約束の時間を５分ぐらい微妙に遅れて行く
様にあえてしているのだけれど、新幹線を分単位で走
らせるのが当たり前と思っている国民性のためこの行
動はあまり評価はされていない、あえて「これがフラン
スっぽいでしょ」とは説明していないので、時間に緩
い人だと思われていると思う。満員電車で「降りまーす」
というとみんなびっくりして道をあけてくれるし、子供が
あるいていてにっこり微笑みかけると変なおじさんと思
われるし、とかく都会は住みにくいではなく、フランス
的なコミュニケーションはとりにくい。せめて電話くらい

「アロー」と言って出てみるかな。そんな私がフランス
的な雰囲気を感じたくて１１年前にオープンしたのがマ
クシヴァンだから、ここはフランス的に過ごせるのでは
ないかと思っている。（今回は見事にまとまったな、、、）

UNAGI ポーチ　大　3,150 円（15 色）

vol.30 フランス色な気持ち

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/

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。 

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
http://www.franceclub.jp/

10 年以上前に 16 区パッシーのセレクトショップで一目ぼれ。柔らかい手触りと使い
やすさで長年愛用。何年か経って、ソウルに行った時にうなぎ皮の製品が韓国の名産
だと知る。数年前マレ地区のアンティーク街にある北欧雑貨の人気店のウィンドーを
見てびっくり。お洒落にＵＮＡＧＩちゃんがたくさんならんでいる。ちょっとレトロな
形ときれいな色はドイツや北欧を経由してパリっ子達に大人気になっていたらしい。
この度、長年の夢が叶い仏蘭西倶楽部セレクションの商品として皆様へお届け出来る
ようになりました！ウナギ皮は運がウナギ昇りになるといわれるラッキーアイテム。貴
方のラッキーカラーで選んでお守り代わりに！

UNAGIポーチ ～キュートなガマ口

取り扱い・・・
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
＊名刺入れ、お財布、筆入れなど UNAGI グッズを取りそろえております。
仏蘭西倶楽部 HP にて 11 月中旬より、販売開始予定　http://salutlafrance.jp/

仏蘭西倶楽部セレクション
Information

パリねこ アーティスト・モード編
パリねこ ファミリー・モダン編

DVD好評発売中　￥2,800（税抜）　￥2,940（税込）
www.parisneko.com

ねこ好きにはたまりません！

パリ好きにはたまりません！

毎年恒例のピエールさんのボジョレー・ヌーヴォー
11月17日（木）・18日（金）・19日（土）の三日間

¥11,000（税・サ込）
1部 18：00ー20：30／2部 20：45ー23：00
食べ放題・飲み放題
4 種類のボジョレーが味わえるスペシャルメニュー

フレンチレストラン  シェ・ピエール
〒107-0062 
東京都港区南青山 1-23-10
TEL：03-3475-1400
定休日：月曜日

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/

乃木坂のフレンチの名店

シェ・ピエールの
ボジョレー・ヌーヴォー

アクセス

単に作って食べる料理教室、また単にテキストを覚
える会話教室ではなく、背景になるフランスの文化
をしっかり学びましょう。
教室は4か所
秋葉原・新橋・さいたま・逗子

cuicui@cuicui.jp
TEL：090-4428-4206　FAX：050-3156-0874
http://cuicui.jp/

ＣＵＩＣＵＩ代表
田中 裕子（たなか・ゆうこ）
白百合女子大学フランス文学科卒
ブルゴーニュ大学留学
フランス語教諭免許を取得
さまざまな料理教室で学び、フランス語と料
理が一緒に学べる「フランス語お料理教室 
CuiCui（キュイキュイ）」を主宰。分かりやす
いレシピ解読法と、カンタンに作れる料理が
人気を呼んでいる。

ＣＵＩＣＵＩ〜キュイキュイ
フランス語とお料理が一緒に習える教室

お問合せ

Information



salon
café

petit marché

フランス映画にはもちろんパリを舞台にした映画が多い。パリを舞台にしたオムニバス形式の名画を２つ御紹介。
この 2 本を見れば、お家にいながらパリへ時間旅行・・・

パリ、ジュテーム
（Paris, je t'aime）　2006 年
世界中の 18 人の監督による「愛」
をテーマにしたオムニバス映画。
20 区のうち 18 の区を舞台にとり
あげている。1話が約 5 分。第 59
回カンヌ国際映画祭「ある視点部
門」オープニング作品。まるでパ

リに住んでるような感覚になる。11区と15 区は映画には組み込ま
れなかったが、DVD には収録。20 区全てを見る事ができる。

パリところどころ
Paris vu par（原題）　1965 年
当時のヌーヴェル・ヴァーグを代表する
監督たち六人が手掛ける全六話から成る
オムニバス映画。フランス映画の全盛期
を支えたゴダール、ロメールなど巨匠たち
の若き感性が光る。
40 年以上前のパリ。今も昔もときめく街
なのです !

お家にいながらパリ気分

vol.30 “フランス式シャポーシステム”

「フランス式シャポーシステム」シャポーはフランス語で帽子。道やメトロのミュージシャンたちが帽子を持ってお金をもらいに回るでしょ。
日本でいえば「投げ銭」ね。バスチーユにある小さな劇場（名前忘れちゃった）。「入場料・・お客様が決めてください。」面白いなっ
て入ったら、凄いパフォーマンス＆歌に圧倒。終演後、アーティスト自ら料金を回収に来た。凄みのあるお姉さまにじっと財布の中をの
ぞきこまれる。私の手は気前よく大きな缶へお金をいれてしまった。このなんとも言えない駆け引きが面白くて何度も通うようになった。
下北沢のトロカデロハウスで 3 年くらいの間定期的にシャポーシステムライブをしていた。細い階段をあがった 3 階のライブス
ペース。自分達の演奏がその日のギャラを決めるって凄い事ですよ。お客様とのこの緊張感、アーティストと聞き手の正しい関
係のような気がするのです。故郷仙台でのホールでのコンサート 4 年くらい前から全てこの方法。予算が経たないからスタッフ
泣かせだけど、回数を重ねるうちに「お客さんがたくさんいて、いい演奏をすれば成り立つシステム」と確信。初めて足を運ぶ
人も来やすいし友達を誘いやすい。こうすることで、コンサートに公共性が出てくる気がするのです。震災から7カ月以上たって、
ようやく仙台にも文化が戻ってきました。そして私も仙台で歌いたいって思うようになりました。2012 年は仙台で私の大好きな
仲間を呼んでのコンサートをたくさん企画しようと思うのです。まだまだ大変な事がたくさんあるけど、音楽で日常から少し離れ
てドキドキしてもらえるって思うから・・・！そうです、もちろんフランス式シャポーシステムで！

今号掲載の下北沢・プティ・デビューにて美味しいフランスとドキドキするシャンソンをお楽しみください
ヴォーカル・貝山幸子／ギター・白土庸介　4,500円（ウェルカムドリンク＆スペシャルランチ付き）
●お食事タイム　12時～　　●コンサートタイム　13時～　

仏蘭西歌会・貝山幸子クリスマスコンサート in プティ・デビュー　2011・12月18日

［ご予約・お問合せ］ プティ・デビュー　03-3468-9222/ 仏蘭西倶楽部イベント受付　080-3334-6061
 info@salut-paris.com

●編集後記　代官山や自由が丘に負けないくらい下北沢はフランス的！でした。（Ｓ）

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

● 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。 （2011 年 11 月30 日締め切り）

仏蘭西倶楽部セレクション紹介の　
ＵＮＡＧＩポーチ～がま口　2名（色は届いた時のおたのしみ！）

Salut La France
■2011年10月発行第30号
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）
配布先／日本全国のフランス関係機関他
FAX  03-5488-7783
E-mail  france-club@cia.co.jp
HP http://www.france-club.jp/
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 ○c 仏蘭西倶楽部
本誌掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

仏蘭西倶楽部とフランステイストを仙台から発信し
続ける「arrondissement ～アロンディスモン」
の移転グランドオープンを記念してのコラボレーショ
ンイベント。仏蘭西倶楽部が選んだ美味しいフラ
ンス＆楽しいフランスをお届けします。

サリュ・ラ・フランス in 仙台

プチフランスフェア
　～フランスを体感する７日間

2011.11.22（火）～28（月）
プチマルシェ（フランス展）11:00 ～ 19:00

宮城県仙台市青葉区木町通 2-6-15-1F
arrondissement（アロンディスモン）

お問合せ・tél/fax　022-342-9597（アロンディスモン）
info@salut-paris.com　
arrondissement ブログ    http://arrt90.blogspot.com/
仏蘭西倶楽部 HP　      　http://salutlafrance.jp/　
＊ arrondissement さんは 29 号の仏蘭西倶楽部インタビューに登場いただきました。
　お引越ししてさらにフランステイスト満載です。

プチマルシェ
　物販ブース

カルチャーサロン
　フランスを体感していただける様々な講座

プティカフェ
　日替わりメニュー

会場

vol.29

©Mathilde BONNEFOY / Victoires International 2006

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 を々送ったのち、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/



＊商品 10%割引（SALE 品除く）
　　　11 時から 19 時まで（営業時間内）

＊飲食サービス
　　　13 時から 18 時まで

＊お楽しみくじ引き
　　　素敵なプレゼントがあたりますよ !!

2 日間限り
の素敵な
特　典

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

色づく木々の移り変わりに秋の深まりを感じ
ますね。

フランスの田舎をイメージした店内は

ヨーロッパの秋の彩りに包まれています。

フランス伝統カンペール陶器やベルギー、フ
ランスを中心する

ゴブラン織りの充実した品揃えは、その地に
居るかのような気分にさせてくれます。

そんな店内でワインやソフトドリンク、また
フィンガーフードをご用意し、

サロンを開きます。お友達お誘い合わせの上
お越しくださいませ。

秋のサロンのお誘い
11.26（土）27（日）

お気に入りの
写真をゴブラン織りに
しませんか？

X'mas プレゼントにも
ぴったりです。


