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
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冬のパリから
ボンジュール

パリ！この一言の響きに、どれだ
けドキドキする人が多いでしょう
か？私もパリの美しさに一目ぼれ
ジャポン、セ・アラモード！？
して「ああ、ここにずっと居たい」
デパート「プランタン」のショーウィンドーから日本語の歌声が。シャ
と思ったのが住むきっかけでし
ネルのデザイナー、カール・ラガーフェルトが日本をテーマに「REVES
た。日本での仕事をすっぱり辞
D
‘EVASION/ 逃亡の夢」と題した作品を発表。新宿のビル群の中
めてスーツケース一つでパリに
をシャネルの洋服を着た人形が踊り飛んでいるではありませんか。マ
やってきたのが 3 年前。1 年の
ンガやアニメは大人気。フランス人の友人はクリスマスプレゼントに
予定が 2 年の滞在になり昨年帰
日本の急須と湯のみをチョイス。一過性のブームを超えて、一つのカ
国。この冬一年ぶりにパリへ帰
ルチャーとなりつつある、ジャポンです。
ってきました。さあ、今年なら
オペラ座にレストランが！
ではのパリの楽しみ方をお教え
136 年という気が遠くなるような、長～い時間を経て、昨
しましょう！

2
1

素顔のパリ

20区物語

寒くても
夜が明けるのが遅くても
日が暮れるのが早くても
大好きな冬のパリ
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Photo Shizu Takano

年６月にオープン。朝７時〜深夜 12 時までと、早起きさん
からオペラを楽しんだ後も食事が楽しめるように配慮された
営業時間。さっそく興味シンシンで朝食をいただきに足を運
んでみました。重要文化財の中に広がる、モダンな赤の空
間！クロワッサン、パンオーショコラ、パンオーレザン（ぶ
どうパン）
、カフェオレにグレープフルーツジュース！王道メ
ニューです。クラシックが流れる優雅な空間に包まれながら
の朝食。ファントム（怪人）は本当にいるのかな…？歴史と
モダンが一体になったレストランをお試しあれ！

3

文・写真

高野志津

6

4

5

冬、花の都パリは光の都に。

一番の話題はリニューアルされた「シャンゼリゼ大通り」のイルミネー
ション。２キロに渡る約 200 本の木々に、
３本のリング。時間によって、
トリコロールやパープルに変化したりと近未来を感じさせる。発光ダ
イオード（LED）の使用によって、
昨年より 4 割の節電に成功したとか。
ちなみに、この電力は、フランス南部ピレネー地域の太陽光発電所の
電力で賄われているのだそうです。予定だと、今後 4 年間は続くとの
こと。見逃した方も、ちょっと安心？

１・京都広場から見るエッフェル塔
２・冬ってお菓子屋さんがいつも混んでるよね
３・クリームがキリッと冷たい冬のマカロン！
４・ずっとおしゃべりしてるのかな
５・パリの冬は黒のコートが多い？！
６・フォトジェニックなステーキ＆フリット

K-MIX（FM 静岡）の局アナを経て、仙台
でフリーアナウンサーになる。パーソナリ
ティーや楽天イーグルスの初代スタジアム
ＤＪとしても活動。球場外周に、お菓子の
街『SWEETSTOWN』もプロデュース。そ
の後フランスに渡り「コルドンブルー・パリ
校」でフランス菓子を学ぶ。現在 FM 仙台
で、震災復興番組 SMILE FOR MIYAGI を担
当。また震災孤児を支援する、SENDAI 青い
鳥 PROJECT に参加。
日本の食の情報を世界に発信する親善大使、
日本フードアナリスト協会「2012 年食のな
でしこ」任命される。
ブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/djshizu/

L'Opera Restaurant
www.opera-restaurant.fr
Place Jacques Rouché
75009 Paris
Tel : 01 42 68 86 80

チョコレートの巨匠 ジャック・ジュナン

パリ留学時、スタージュ（研修先）としてお世話になったのが、シェ
フ・ジャックジュナン。スタッフは、愛情と尊敬をこめて、ジャック・
ジュナン氏のことを、
「ムッシュー！」と呼びます。ムッシュいわ
く、
「ショコラはグルメな人に贈る、セクシャルなもの」
（C'est sexel
pour tout les gourmets）
「香り、触感、食感、全てを感じるからね」
一番お勧めのパリ１のショコラティエです。

Jacques Genin fondeur en chocolat【ジャック・ジュナン フォンドゥ・オン・ショコラ】

http://jacquesgenin.fr
Tel : 01 45 77 29 01

133, rue de Turenne 75003 Paris

フレンチの伝統にこだわる人には煙たがられたりもするけど、
僕と同じ考えの人は集まって来るよ。
銀座 6em Sense
（シズィ
エム サンス）のシェフも、とても斬新で柔軟な考えを持って
いてね。ご近所だからよく来てくれるんだ。
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寒い冬の夜に会話とワインを。
ワインを介して人と人の絆を紡ぐ
ワインインポーター

—これからやりたいことは？
僕には子供がいないから、今後はシェフにお店を任せるのも
いいな。そしてよい作り手の発掘に力を入れていきたい。ま
だ日本で発見されていない小さな製造所のワインで、ナチュ
ラルなもの、美味しいもの、珍しいものをたくさん紹介した
いね。少ないロットの輸入はほとんどが割に合わない。煩
雑な手続きも多いよ。それでも続けているのは、ワインの
発見と感動を通して、最後は人と人をつなぐ——という楽し
みがあるからだよ。

セルジュ・マリー さん

Serge MARIE

夜な夜な美味しいものを囲んで、
親しい仲間と語り合う。
それが、寒い冬のパリの夜長の最高の気晴らし。
パーティーは
曇り空の憂鬱を吹き飛ばしてくれる。
日頃の苦労を、忘れさせてくれるね。
なぜかどこかで見かけたことがありそうな、懐かしい雰囲気
を醸し出す人というのがいる。ビストロ“つるや VINO”
のオー
ナー、チャーミングで話上手なセルジュさんもその一人。もと
もとワインのインポーターが生業の彼、輸入した珍しいワイ
ンを紹介するアンテナショップとして、2010 年四ッ谷荒木町
にこのビストロをオープンした。
荒木町の風情溢れる路地を横目に見ながら車力門通りを突き
当たり、さらに奥へと少し入ったところに店はある。セルジュ
さんを支えているのは、包み込むようなあたたかい笑顔の奥
様 慶子さん、そして寡黙で柔らかな佇まいが印象的な桐原
シェフ。地中海を思わせる陽気なビタミンカラーの店内、3 人
の織りなす空間はほどよく活気に満ちていて居心地がいい。
お料理は、日本の食材を上手に取り入れた遊び心たっぷりの
本格フレンチ。一度に 3 種のワインをテイスティングできる、
ワインビストロならではの心遣いも。どうやらここは、ワイン
を真に愛する人たちのための隠れ里のようだ。
先日、仙台プチフランスフェアの一環で、被災地へ贈るワイ
ンを彼にセレクトしていただいた。どれもとても美味しかった
との声。喜んでいただけて、私も嬉しい。
—“つるや VINO”の誕生とモットー
昨年 8 月、輸入販売会社ルディ・ヴァンのワインを広める目

的で店をオープンしました。
“Faire Connaitre les bons
petits producteurs de vin, aussi les vins japonais, et d’
alcools ”
「日本を含め、ワイン（リキュール）づくりに真摯
に取り組む、小さいけれど素晴らしい作り手たちを伝えてい
くこと」それが僕のモットー。僕は架け橋なので、自分の好
みの押売りはしない。だからお客様が好みの味を見つけら
れるように、ある時は 3 種類、ある時は 5 種類のテイスティ
ングを用意するんです。これはすごく喜ばれるね。
ごく気軽に飲みに立ち寄れて、しっかり食べることもできる。
飲みもよし！食べるもよし！そういうお店にしていきたいな。
—今、何に興味がある？
日本のワインにとても興味があります。そう、長野の高校生
がつくったワインには驚いた。すごく美味しかった！確か 1
本 1000 円程度なのに、有名なボルドーの味だったね。日
本の肥沃な土壌はワインづくりには不向きと言われてきたけ
ど、長野でこんなにいい味のワインができるのだから、国は
関係ないなと思ったよ。
それから、やっぱり日本酒。瓶を見なければ、誰も日本酒と
気づかない、フルーツワインのようなのもあるんだ。日本の
いいものを取り入れて、インターナショナルな味のマリアー
ジュを実現できたらいいね。

ンス人はみなクリスマスプレゼ
ントやお正月料理にはお金を惜
しまないよ。借金してもいいく
らい。最近は夏のバカンスに出
かける人が少なくなった反面、
自宅で楽しもうという人が増え
た。先行きの見えない不穏な
時 代だけど、楽しみたい、一
年の苦労を忘れたい、そういう
思いがあるよね。毎年お正月
に食べるガレット・デ・ロワ＊
も印象深いなぁ。
＊フェーヴと呼ばれる陶製の小さな人形が
入ったパイ菓子。人形の入った一切れが
当たった人は、王冠を授けられる。

1

2

1 前
 菜の盛り合わせは名刺代わりの定番メニュー。冷製お肉のパテ パイ包み、
鶏レバーとフォアグラのフォンダン、小エビのマリネとタラとポテトのブラ
ンダッド。本格ジビエも冬のおすすめ。
2 ヴ
 ァン・キュイ（煮たワインの意）やリュバーブのワインなど、コアなセレ
クトワインが並ぶ。

—セルジュさんに訊く、絆をつなぐ方法
僕にとってシェフはパートナー。何でも独断で決めてしまうフ
ランス人は多いけど、何かを選定する際、僕は必ずシェフに
相談する。
日本人的なのかもしれないね。
家族や友達もスタッ
フも、みな同じでしょう？コミュニケーションがなくなったら
終わりだよ。誤解が増えて複雑になるだけ。だからお客さん
との間にも会話が生まれるように、1 人でも楽しく飲めるよ
うに、うちはオープンキッチンなんだ。ただ僕は日本でサラ
リーマンの経験があるからわかるけど、日本は建前ばっかり。
やっぱり喧嘩してもいいから本音で話す、これが大事ね。
— 冬のパリで印象に残っていることは何でしょう？
冬のパリはやっぱり食べ物が 面白いよね。ジビエ、牡蠣、
魚介類、そしてトリュフなんか最高！クリスマスやお正月にあ
たたかい一皿でゆっくり会話を愉しむ時間は至福だね。フラ

セルジュ･マリー●ワインインポーター。1950 年仏ノルマンディー
生まれ。1969 年ディーヴ・シュル・メールホテルレストラン学校卒。
その後イギリス、ドイツでホテル、レストランに勤務。1977 年大
阪で飲食店の企画に携わる。1980 年フランス大使館、続いてベ
ルギー大使館に勤務。1983 年渋谷のレストラン“ロアラブッシュ
ハウス・オブ・1999”勤務。1987 年八洲エンタープライズ店
舗企画部門勤務。1990 年帰仏。今田美奈子お菓子教室所有の“ロ
ゼール城”
のオープニング支配人に。1993 年事故により足を骨折。
車椅子生活の間、ワインを学ぶ。1999 年共同経営でワイン販売
会社“カーヴ・ド・A a Z”設立。2005 年再来日。ワイン輸入卸
小売販売“ルディ・ヴァン”設立。2010 年四ッ谷荒木町にワイ
ンビストロ“つるや VINO”をオープン！
S H O P
■ Ledit

I N F O R M A T I O N

Vin（ルディ

ヴァン）

〒 150-0011 東京都渋谷区東 1-12-10
TEL/FAX 03-3486-1466
leditvin05japan@yahoo.co.jp

■つるや

VINO

〒 160-0007 東京都新宿区荒木町 7-3 モンセラート四谷 1F
TEL/FAX 03-5368-0307
http://www.tsuruya-vino.jp/

中村尚子さん
［東京都 渋谷区］

尚子さんがカンペール陶器（以下カンペール）を知ったのは、中
村家に嫁いでからという。
オペラシティにショップがオープンしてすぐにファンとなっていた
だいたお母様。
あっという間にカンペールが好きになってしまった尚子さん。カッ
プボードやパントリーにはいつもお使いになる器が、壁には歴史
的な復刻のプレートがディスプレイされています。コレクションに
はＨＥＮＲＩＯＲ社ですでに作っていない貴重なものがたくさんあ
りました。
「私はこのシリーズが好きです」とフルリーロワイヤル
お皿にケーキを「主人はこのシリーズが好き」とアジョンのティー
カップにテｨ―をいただきその暖かい風合いとマーブルのテーブル
のマリアージュが魅力的に映り
ました。
明るいリビングを案内してくだ
さって「ランプは以前からあり
ましたが、暖炉の上にはお対で
飾りたいと同じ形、サイズのも
のを飾れて主人も気に入ってま
す。このランプの明かりが優し
いんです。
」と暖かく微笑む尚
子さん。

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。

いつも使っています。エッグ
スタンドにエッグ型ソルト＆
ペッパーが並ぶ

シンメトリーにディスプレイされたランプは
フルリーとフルリーロワイヤル
ウサギやカエルたちも
Photo : 大泉

カンペール陶器日本総代理店 株式会社ミュゼ 東京都港区高輪 2-1-13-205 TEL 03-5488-7781 FAX 03-5488-7783
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
TEL045-640-1151 営業時間：10:00 〜 17:30

裕

佐藤陽一
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冬のパリ

冬のパリは寒い、とても寒い。しかしせっかくなの
で外に歩きに行くことにする。襟をしっかりと立て私
にしては珍しく手袋をはめて外へ歩き出す。石畳を
歩くと、日本と違って足の裏からどんどん冷たさが上

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。

にあがってくる感じで、なぜか急に肩が凝ってくる。
鼻の穴も冷たい、気がつくと耳もなぜか引っ張られ
ているような感覚。これはいかんとカフェに突入、
昼だけど寒いからいいやとカルバドスを頼む。おやじ
がふんっといった謎のリアクションと共にツンッとした

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/
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ポーランドというと、戦争に翻弄された暗い国…

ポーランドで今一番注目を

なんてイメージがあるけれど、実は今ヨーロッパで

浴びているシェフ、ヴォイ

一番元気がいい国なのです！

チェフ・モデスト・アマロの

EU の経済危機が深刻化する中、ポーランドは「中

レストラン
「アトリエ・アマロ」

東欧の優等生」と呼ばれるほど経済が安定していて

は 、森のような公園の中

活気があり、首都ワルシャワには、西欧の大都市が

にある隠れ家的な存在。

驚くほどおしゃれでクォリティの高いお店やアート

ヴォイチェフはスペインのエ

ギャラリーが増えているのです。

ル・ブジなどで修行を積ん

パリから飛行機で２時間ちょっと。街の中心にある

だ後、祖国ポーランドの食

香りの薄い琥珀色のグラスを寄こす。少し肩が和

旧市街は世界遺産に指定されている美しい町並み。

材だけを使って芸術的な

らぐ。せっかくだしエスプレッソも飲むか。鼻の穴が

作曲家ショパンの楽譜やピアノなどが展示されている

料理を創造しています。

©A. Kikuta

©A. Kikuta

暖かくなってくる。なんか調子が出てきたな、ソーテ

ショパン博物館は最近リニューアルされ、多くの見学者が

ルヌって書いてあるワインを試しにグラスで頼む。耳

訪れています。共産主義時代の配給食堂の名残り、

たけど、この国にも新鮮で繊細な素材があり、それら

が温まってかゆくなる。奪われて、そして与えてくれ

ミルクバーと呼ばれる安い店で塩 辛いスープを

を活かせば絶対に誰もが納得できる料理ができる」と

試してみるのもいいでしょう。

いう信念を持ち続けてきた彼の料理は、現在世界の

る街、冬のパリ。

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

http://www.franceclub.jp/

「ポーランドの食材だけで料理を作る？と最初は笑われ

食通の間で評価が上がっています。彼の著書はフラ
ンス料理文学賞グランプリを受賞しました。
街の中心を流れるヴィスワ河の対岸にある、戦火を
逃れた工場地帯プラガ地区。旧工場跡にアーティス

「プティ・デビュー日記」 vol.1ふゆのパリ

トが住み始め、今はギャラリーやクラブなど、新しいカ

はぁー、と息を吐いてできた、白いもやの向こうに凱旋門が見えた時、ようやく自分がパリにいることを実感
した。私が新婚旅行で初めてパリを訪れたのは、
2009 年1月のこと。
はらはらとみぞれの舞う灰色の空、
アンティー
クな建物の古びた色合い、肩をすくめて足早に通り過ぎるシックな装いのパリの人々。街全体の静かな色合いの
中には、外の寒さとは対照的な、底光りするあたたかい輝きが、にじみ出ているような気がしました。
私の旦那さんは、東京の下北沢でフレンチのビストロをやっています。若い頃、単身乗り込んだフランスのワ
イン畑で修行していたこともあるそうです。そんな彼が過ごした国がどんなところか知りたくて、新婚旅行先に
選んだのでした。
何もかもが初めての結婚から早 3 年半。結婚 4 年目を迎えた私たちは、今月久しぶりにパリへ行ってきます。
前よりももっと好きになったフランスに、前よりももっと大事になった彼と行けるのは、とても幸せなことですね。
今回の旅のお話は、次号のコラムで。お楽しみに。
●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/

ルチャーを紹介するトレンディな地区に変身中。ワル
シャワはまだまだ現在進行形の街なのです。
©M. Takei

ここまでは、日本からの団
体ツアーにも必ず組み込
まれている名所。でも新し
いワルシャワはそれだけで
©A. Kikuta

はありません。

©M. Takei

©M. Takei
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パリの冬のトリコロール…

新しい年を迎えると、それまでの華やかなイルミネーションが嘘のように消えてパリの日常が戻ってくる。夢の世界のクリスマスイルミ
ネーションがなくなった街は「祭りの後…」の寂しさを感じてしまう。シャンゼリゼ大通りからサントノレ通りに抜ける。私の冬のお薦
めお散歩コース。大統領官邸の Palais de l`Elysée（エリゼ宮）や Ministère de l`intérieur（内務省）が近くなると格式あるホテルや老
舗が。冬のキリッとした空気と、荘厳な空気でなんともゴージャスな気分。そこで目にするフランス国旗、
トリコロール。おー！！テンショ
ンが上がります。どうしてだろう…。私の好きな色 3 つが入っているからかな。
フランス好きの皆さんだったら同じ経験したことありますよね？フランス国旗をみてドキドキしたりワクワクしたりしたことって…？
ネットで調べてみると、青は自由、白は平等、赤は博愛（友愛）を表すというが俗説で本当は、白がフランス王家、青と赤はパリ市の
紋章の色で、
パリと王家との和解の意味を表しているとの事。ふーん…。俗説の方が素敵じゃないですか！ちなみに、
2012 年のラッキー
カラーに白と赤が入っているそうですよ。2012 年の私のテーマはトリコロール。シャンソンを多くの人に聞いてもらえるような活動をし
ていきたいと思っております。
オーシャンゼリゼ！オーシャンゼリゼ…！トリコロールを見るとつい出てしまうのがやっぱりこの歌です。
2012 年幸多い一年でありますように。SALUT！

仙台公演

音楽で旅するフランス

仙台市と姉妹都市レンヌ市は震災後
いち早く募金活動を始め、
その様子は報道されて、フランス全土か
ら
被災地への思いが集まったそうです。
海を越えて多くの方が私の故郷仙台を
応援してくれています！
仙台の多くの方に楽しんでいただけるよ
うに、
入場無料・フランス式投げ銭システムで
行います。
全国の多くの方に関心を持っていただけ
ますように…

会場・ヴェルフォンセ

● シャンソンと八女茶のディナーイベント
19時〜 6,000円
（スペシャルディナー+ウェルカムドリンク）
チャペルミニコンサート+ディナー
ヴォーカル・貝山幸子 ピアノ・立花洋一

◆八女茶くま園
福岡市中央区平尾浄水町26 アトリエ木下浄水通り本店別館
http://kumaen.net/
info@kumaen.net
［ご予約・お問合せ］ TEL 092-533-0258 http://www.vert-fonce.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/
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どうしてフランスは映画の国って言われるの？

夜や週末は多くの人で賑わっているフランスの映画館。大手 UGC グループのお値段をお教えします。
● 子供〜 18 歳まで
● 学生
● 団体
● 早朝
● 一般料金
● 回数券 1
● 回数券２
● UGC メンバーズカード１
● UGC メンバーズカード２

5,90
7,70
5,90
6,00
10,20
29,25
39,00
19,80
35,00

€
€ 日曜〜金曜の 19 時、休日 19 時〜
€ 20 人以上、10 名につき 1 名が無料 Matin :
€ 12 時前に始まるすべての映画
€
€ 5 枚綴り 日曜の 19 時〜金曜日の 19 時利用可
€ 5 枚綴り いつでも利用可
€ （1 ヶ月）1 名で何度でも利用可
€ （1 ヶ月）2 名で何度でも利用可

2012. 2.14（火）

［時 間］開場 18：00／開演 18：30
［会 場］戦災復興記念館 記念ホール

〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目12番1号
TEL.022-263-6931

出演者

貝山幸子

３月２日
（金） 仏蘭西倶楽部×八女茶 イベント in 福岡
● パリの素顔と日本文化のレクチャー×お茶の淹れ方講座
14時～ 1,500円
（八女茶＆スイーツ付き）
ナビゲーター 貝山幸子
（仏蘭西倶楽部）
×中谷一美
（くま園）

青・白・赤～フランス国旗トリコロール
私達を魅了し続ける国フランス＆パリ。
さあ、音楽という翼に乗って旅をしませんか。
ドキドキとワクワクという切符を持って！

れて
に魅せら
トリコロール
貴方と
を
ン
ソ
～愛のシャン
事業
レンヌ市姉妹都市協会交流

なるほどね。映画好きにはたまらないシ
ステムがたくさんありますね。映画大国
と言われる理由は映画館への足の運びや
すさにあるわけですね…うらやましー！

貝山幸子
花木さち子
高木椋太
RIO(如月伶生)
渡辺剛（ヴァイオリン）
合野典子（ピアノ）

［予約・問い合わせ］info@salut-paris.com ／080-3334-6061

トリコロールに魅せられて
サポーターアイテム
こちらの HP でお求めいただけます。
http://salut-paris.shop-pro.jp/

UNAGIミニポーチ・トリコロール 2000円
（送料・税込）
底辺 9 センチ×高さ 6 センチ（中は 3 つに分かれています）
小銭入れやアクセサリー入れに便利です。

［お問合せ・お求め］info@salut-paris.com

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

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 2 月 29 日締め切り）
●編集後記

［要予約］

フランス式
投げ銭システム

（シャポーシステム）

今年のラッキーカラーには赤と白が入るそうです。2012 年いい年になる
ようにと思いを込めまして、30 号でご紹介した運がウナギ登りになるラッ
キーアイテムのウナギ皮を使った・トリコロールミニポーチ完成しました。
30 号でご紹介したウナギガマ口好評発売中！ラッキーアイテムにどうそ。

仏蘭西倶楽部セレクション

UNAGI ミニポーチ・トリコロール

入場無料

冬のパリが好きな理由・・・夜が長いから。パリ上級者の意見です。（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
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小 粋 に 、お 洒 落 に ！ パ リ の 街
憧れの街パリ。パリに行ったらまずはサンジェルマンのカフェへ。
リュクサンブール公園をお散歩しようか、モンパルナスまでウィンドー
ショッピングをしようか、それともセーヌまで歩こうか。
カフェ・ド・フロールのテラス席へ座ってカフェオレを飲みながら
プランを立てる。
ヴォリス・ビアン、ジャン・コクトー、サルトル、ジュリエット・グレコ
パリ文化を引っ張ってきた人たちが集まっていたのも
サンジェルマンのカフェ。
カフェは朝早くから夜遅くまでパリの街を見守っている。
おすすめは早朝。冬の朝のキリッとした冷たい空気。
喉を流れる熱いカフェオレ。新聞を読むビジネスマン、
朝食をゆっくり食べるリッチな人々に混じりながら
大きく深呼吸する。カフェの文化的香りに包まれてパリジェンヌ気分。
ボンジュール、さあ 1 日の始まりです！

2012 年 2月 29日
（水）
～ 3月 6 日
（火）
阪急うめだ本店

10 階催場

【営業時間】2 月 29 日（水）～ 3 月 3 日（土）午前 10 時～午後 9 時、
3 月 4 日（日）～ 3 月 6 日（火）午前 10 時～午後 8 時

今年のテーマは「パリ」。2011年パリのバゲットコンクールで優勝した
パスカル・バリヨン氏のモンマルトルのブランジェリー「オ・ルヴァン・ダンタン」など、
いまの「パリ」を体感できるアイテムがぎっしり。
◆カフェ・ド・フロールがサンジェルマンからやってくる。

支
 配人とフランス人スタッフ、
そして創業以来初の外国人ギャルソンになった山下哲也氏
（2007年Newsweek誌で
世界が尊敬する日本人100人に選ばれる）
が来店。
本場のサービスをお楽しみいただけます。

