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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

アルザス・ロレーヌ



お肉とキャベツをダイナミックに楽しむシュークルート。
ピザよりも薄く、シンプルなタルトフランベは何枚でも
食べることができそう！ 初夏には美味しいホワイト
アスパラと白ワインをテラスで楽しむ。お肉大好きには
たまらない美味しさがたくさん！！

スイーツは、陶器の可愛らしい型で
焼くクグロフ。可愛らしいクグロフ型を
オブジェにしても可愛い。
素朴で美味しいクグロフは一度食べると
くせになりそう。

そしてなんといってもワイン！！
アルザスから少し足を延ばすと世界的な白ワインの産地

「ワイン街道」をのんびり散策。バスも発達しているので、
車じゃなくても大丈夫！（その方がワインも飲めるしね）
ワイン畑の間にある小さな村はどこも可愛らしく、
時の経つのを忘れてしまいそう！

アルザス・ロレーヌ地方はフランス北東部のドイツ・スイス国境に面した地域。
フランスでありながら、ドイツとスイスの文化が溶け込んでいる。
砂糖の生産が多い為にスイーツが盛んで、

「ワイン街道」を中心に白ワインの聖地と呼ばれ、
ブドウ品種ピノブラン、リースリングを中心に
白ワイン生産が９割を占める。酪農、農業も盛んである。

アルザス地方の中心の街はストラスブール。圧巻なのは繊細な彫刻を施した
142m の大聖堂。大聖堂前の広場では冬には「マルシェドノエル（クリスマ
スマーケット）」が開催される。旧市街と新市街が楽しめ、美食の街として
世界中から訪れる人が多い大都市。
ストラスブールから電車で 30 分のコルマールには、運河沿いに木組みの家が
ならび、プティット・ベニス（小ベニス）地区と呼ばれている。春から夏に
かけてはどの家も花を飾り、美しい景色を見ながら船にのって観光ができる。

卵、チーズ、ベーコンの素朴な美味しさが引き立つキッシュ・
ド・ロレーヌ。またフォアグラの発祥の地だという説も！
ナンシーで食べるフォアグラはとっても美味。紅茶のアール
グレイの香りのベルガモットも名産。ベルガモットを使った
キャンディーやジャムやお菓子もある。いろいろな説があるが、
マカロンの発祥の地としてもしられている。当時の作り方
そのままの甘食に近い感じのマカロンが食べられる。

ロレーヌ地方の中心はナンシー。エミール・ガレ、ドーム兄弟などの世界的なガラス作家
が活躍した街で気アール・ヌーヴォーの街といわれている。アール・ヌーヴォーの建築物
がいたるところにある。世界遺産でもある、スタニスラス広場はナンシーの中心に位置し
ロココ調の装飾が美しい広場。広場のカフェでのんびり過ごすのも最高！
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ジークフリード・ブルジェ・エ・フィス

ル・マルシェ・ド・ロンクル・ハンジ

絵付け職人のフランシーヌ・ジークフリードさん来日。
クグロフの型や鍋、カップなどアルザスの伝統的な
陶器「スフレンハイム陶器」の老舗メーカー。1842 年創業で
現在 6 代目。成型から絵付けまで手作業で行われる。

バカラ村にあるブーランジェリー。ロレーヌ
地方名物のパイ「パテ・ロラン」の 2014
年度チャンピオン。
オーナーパン職人ペイヤー夫妻来日

ナンシーにあるベルガモット・ド・ナンシーの老舗。
ベルガモットとは、地中海沿岸で作られる柑橘系の果物で、
18 世紀にロレーヌを統治したスタニスラス公が好んだことか
らナンシーの名物になった。

コルマールにある、伝統的なアルザスを
描いた画家「ハンジ」の書いた
イラストがモチーフのキュートな雑貨。

タルトフランベが看板メニューの
ストラスブール近郊の超人気レストラン。
タルトフランベ職人初来日

ストラスブールから車で 30 分の小さな村、
ホーホフェルデンにあるパティスリー・ブーランジェリー。
オーナーシェフのソフィー・ロジェルさん来日。
2010 年にクグロフコンクール優勝し、2013 年にはフランスの人気
パティスリー番組の審査員もつとめる人気パティシエ。オリジナル
レシピで作られる甘いクグロフと塩味のクグロフ、チーズケーキが登場。

［期間］ 3月11日（水）～ 3 月17日（火）
［会場］ 阪急うめだ本店 9 階催場 + 祝祭広場

ミラベローMirabellor

Siegfried-Burger&Fils

ラロンド
Lalonde

Le Marche de 
　　l’Oncle Hansi

マーク・ロジェル

MarcLaugel

6 回目になる阪急うめだ本店のフランスフェア。
今年のテーマは「アルザス・ロレーヌ地方」。
フランスから職人さんたちも多数来日。
この春、大阪散策をしながらアルザス・ロレーヌも
楽しめちゃいます！みんな集まれー！

阪急うめだ本店

日本
初登場

日本
初登場

日本
初登場

日本
初登場

日本
初登場

レグル
L’aigle

メゾン・ぺイヤー
Maison Payeur

ロレーヌの名産果実ミラベル。
“最も美しいミラベル農園の景色”に選ばれた農園
のミラベルのシロップ煮を焼きこんだタルト。

シェ・イヴォンヌ
1873 年創業のストラスブールの
アルザス郷土料理の人気レストラン。
大統領など著名人もよく訪れる名店。

Chez yvonne

ロレーヌの小さな村にある、1854 年創業の老舗の
マカロン専門店。オーナーのアレキサンドル夫妻来日

マカロン・ド・ブーレ
Macarons de Boulay



今も引き続き行われています。プルボの作品は子供が主
役とはいえ、冗談がきつかったり、エッチなことも出て
きたり、ちょっと危ない「フランス的風刺」の世界。で
も本人じつはとてもシャイな人で、それが優しい表情の
絵に表れています。とにかくお祭りの大好きなプルボは、
35 歳で結婚して以来、なんと毎年同じ奥さんと結婚式を
挙げていました。夫婦は子宝には恵まれなかったのです
が、まさしくモンマルトルの子供ら全員の親でした。

かのシャ・ノワール（黒猫）のポスターは、テ
オフィール＝アレクサンドル・スタンラン

（1859-1923）という絵描きが描いたものです。
100 年以上前の作ですが、今も大人気。猫好き
の心を掴むのですね。ご想像にたがわず、彼も「猫
キチ」でした。「猫屋敷」と異名をとった家にた

くさんの猫と一緒に暮らし、始終その様子を眺めていたのです。《シャ・ノワール》というのは、当時モ
ンマルトルにあった奇抜な寄席酒場の名前で、せせこましい店内で毎夜大騒ぎが繰り広げられていまし
た。じつに芸人の街らしい陽気さですが、そのころの民衆の実生活はとても厳しいもので、スタンラン

は貧困にあえぐ人々の様子にも心を動かされていまし
た。そして、社会的な風刺画も多く残したのでした。
　その彼を師と仰いだのが、フランシスク・プルボ

（1879-1946）という絵描きです。テーマは、貧しいけ
れど元気だけはあり余るモンマルトルの子供たち。描く
だけでは飽き足らず、プルボは児童救済活動に力を注
ぎ、お祭りを催したり、とりわけ無料診療所を設けたり、
人々の生活苦と闘いました。そうするうち、モンマルト

ルにブドウ畑をよみがえらせ
ることにもなります。都市化
の波が丘の頂近くまで襲って
きた時、子供たちを動員して
開発予定地を占拠し、ついに
計画を無に帰させてしまった
のです。その土地にブドウの
苗木を植えたのが 1933 年の
ことで、翌年からの収穫祭が

その5

モンマルトルの芸術家

猫キチと子供キチ
２人の風刺画家

文・大串久美子（パリ在住）
執筆家・翻訳家。フランスの文芸や歴史を研究。
著書に『華麗なるフランス競馬』（駿河台出版社）

お申込み　メールでお申し込みください  info@salut-paris.com
　　　　　（お名前・ご住所・電話番号・を明記ください）
※ご希望の方が多数の場合、抽選で選ばせていただきます。
　お買い上げいただくお客様には阪急うめだ本店担当者からご連絡を差し上げます。
　（優先販売申し込み締切日・３月 10 日）

パリのお土産屋では必ず扱っている《シャ・ノワール巡回
興行》のポスター。（スタンラン作）

収穫祭でおなじみの鼓笛隊の子供たちは「プチ・プルボ」という愛称で
呼ばれます。（1995 年のポスターは日本人画家 HIRO.T による図柄）　

スタンラン得意の猫デッサン

阪急うめだ本店フランスフェア×仏蘭西倶楽部

年間 1,000 本のみ限定で作られているパリ・モンマルトルのワイン。
読者の皆様の為に、特別枠５本を提供していただきました。
パリにいても、手に入れることが困難な幻

・ ・
のワインです！

サリュ・ラ・フランスの読者の方へ
特別優先販売のお知らせ

コマンドリー・デュ・クロ・モンマルトル　375ml  15,301 円限定5本

毎年 10 月にはモンマルトル
ブドウ収穫祭が行われます。



お申し込みは最後のページへ！

仏蘭西倶楽部セレクション

France Club Selection

●お問い合わせ・ご注文
　TEL 0241-22-1234  FAX 0241-22-0073  担当 橋 本
　メール info@salut-paris.com（必ず仏蘭西倶楽部とお伝えください）

販売元　SSK プロダクツ株式会社  喜多方工場／プロデュース 仏蘭西倶楽部　有限会社キャトルヴァンアン
ホームページからも注文できます http://salutlafrance.jp

素顔のフランス
家庭料理にはかかせない
季節の味。

昭和 30 年代から
会津に根付いた
アスパラ栽培。
会津のアスパラは
歴史ありです。

ホワイトアスパラ・プロジェクト
会津のアスパラを応援します！
フランス滞在中に食べたホワイトアスパラと同じような柔らかさと甘みに大感動

フランスの初夏の味をご家庭で堪能しませんか！
ピーラーで薄く皮をむいて、お塩をいれたお湯でゆでます。
ゆで時間はお好みで！しっかりゆでると風味が増しますが、
生で食べることができるくらいのフレッシュさですので、軽くゆでても OK。
生のまま天ぷらにしても美味。茹で卵を刻んでオリーブオイルと混ぜて一緒に食べるのもお勧め。
ホワイトアスパラを是非堪能してみてください！

ご注文から到着までの日数（約３～５日）
ご希望の日にちがございましたらご指定ください
獲りたてを大切に梱包して送付いたします。

大切な方へ、ホワイトアスパラのプレゼントはいかがですか？
今年のラッキーアイテムの食べ物は「細長いもの」だそうです。
ホワイトアスパラはまさにぴったり。
新しい始まりの色、白！新生活の始まりや卒業祝い、
就職祝いなどおめでたいプレゼントにも。

仏蘭西倶楽部キャンペーン特典
１ 全国どこでも送料無料

2 簡単レシピ付き

3 ご試食用ゲランドのお塩プレゼント

4 100 ｇ増量 ホワイトアスパラ１キロご注文毎に、
ご試食分 100g 増量いたします。

5 仏蘭西倶楽部スペシャル ポストカードプレゼント
（フランスの風景から 2 枚お届けします）

●ご注文方法  お名前、ご住所、お電話番号、ご希望のサイズ、キロ数、
 仏蘭西倶楽部アスパラ特別キャンペーンとお伝えください。
●お支払い方法 商品と共に振込用紙を同封いたします。商品到着後 1 週間以内にお振込みください。

仏蘭西倶楽部特別キャンペーン価格

1kg  3,800円（税込）

２Ｌサイズ 24 ～ 35 本 （約 30 本）
Ｌサイズ 36 ～ 46 本（約 40 本）
Ｍサイズ 47 ～ 70 本（約 60 本） 
お任せサイズ （M～２L混合）

下記のお好みのサイズをお選びください。

読者プレゼント
プレゼント（2 名様）
ホワイトアスパラ 1kg

( キャンペーン受付 ４月末日まで )



●編集後記　ナンシーで食べたフォアグラが人生最高の美味しさだった！あー。フォアグラ食べたいー。(S)

バックナンバーは仏蘭西倶楽部 HP にてご覧いただけます。http://salutlafrance.jp

● 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	 〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋 2-8-15-708
	 	 株式会社キャトルヴァンアン
	 	 サリュ・ラ・フランス編集部		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。
　	（2015 年 4月30日締め切り）

Salut La France
■2015年2月発行 第40号
発行　仏蘭西倶楽部
　　　（株式会社キャトルヴァンアン内）
配布先／日本全国のフランス関係機関他
E-mail  france-club@cia.co.jp
HP http://salutlafrance.jp
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 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント応募先

Tu connaisプロジェクト

Numéro 2  UNAGI

Tu connais はフランス語で“知ってる？”
の意味。皆さんに素敵な物をお伝えする
プロジェクト！

UNAGI ～そう、ウナギです。15 年前パリ16 区パッシーのセレクト
ショップで出会った UNAGI のがま口。
そこからUNAGIに恋をしました。やわらかい手触りとカラフルな色。
長い年月をかけ探し求め、UNAGI をご紹介できるようになりました。

がま口ミニバック ( 縦14cm×横 18cm) 4,200 円 ( 税抜 )
ペンケース 2,500 円 ( 税抜 )

商品のお問い合わせ info@salut-paris.com
 070-6953-2266（Tu connais）

プラスオペラ　新宿区西新宿 3-20-2　東京オペラシティ内 1階
（京王新線 初台駅連結）TEL：03-5353-0567

UNAGI 
取扱店

＊運気が”うなぎ登り" になると言われるラッキー
　アイテム
＊ 2015 年は細長いものが縁起がいい？！
＊カラフルで柔らかな手触り。持っているだけで
　ワクワクとテンションがあがります。
　（Tu connais スタッフの意見ですが。わくっ！）

モンマルトルにあるパリで唯一のブドウ畑では毎年 10 月
第 2 週末に 3 日間に渡って盛大なお祭り「ブドウ収穫祭

（フェットドラヴァンダンジュ）」が行われる。サクレクール
寺院を中心に伝統的なパレードあり、名産品出店あり、
ステージありの 3 日間で 30 万人以上が訪れる大きな
お祭り。パリに渡ってから 7 年間歌うことをやめていた
私の再スタートがここのステージだった。ヴァイオリン
とアコーディオンのデュオ MAM と出会って音楽づくり
を再開していた私にとって、多くの人に聞いてもらえる
モンマルトルでのステージの話は絶妙なタイミングだった。

「東京ブギウギ」「蘇州夜曲」をフランス語、「愛の讃歌」

「パダンパダン」を日本語で。着物＆袴に編み上げブーツ
をはいて、イメージとしては大正時代のおてんば娘。（笑）
いいお天気でサクレクール寺院を見ながら６年ぶりに
ステージで歌う。私の細胞が喜んでいるのがわかって、
この瞬間に日本への帰国を決めた。「日本に戻って歌おう。
そして、いつかパリに戻ってきてオランピア劇場に立つ
歌手になるぞ！」

パリの私の友人たちは「SACHIKO の歌を初めて
きけたーー！」と大勢応援に来てくれた。

それから、約 1 年後に日本へ完全帰国。シャンソンを
一生の仕事にする決意と、日仏を音楽で結ぶ独自の活動
を始める決意を持って日本で音楽活動を再開した。

もうだいぶ前の話だけど、今でもその気持ちは全く
ぶれることなし！！メルシーモンマルトル！！

モンマルトルのブドウ畑の毎年 1000 本限定のワインが、
阪急うめだ本店のフランスフェアでゲットできる！！

すごーい、信じられないー！私もゲットしなきゃ。サリュ！

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/

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

S a c h i k o  K A I Y A M A

シャンソンで
ドキドキしませんか？

vol.5 モンマルトルの
ブドウ収穫祭で歌う！

貝山幸子 ミニコンサート

パリから来日！
フレディ・ルセックさんの
アコーディオンコンサート

阪急うめだ本店 フランスフェア
祝祭広場にて

3 月 12 日  17：00 ～

会期中毎日開催

今年も歌います！



シェ・イヴォンヌ

メゾン・ベイヤー 

レグル

1873 年創業のストラスブールの
アルザス郷土料理で人気のレスト
ラン。1956 年にイヴォンヌ氏が
オーナーになり現在の名前に変更

ロレーヌ地方のミートパイ～パテ・ロランのチャン
ピオン。バカラ村から日本初出店。豚肉を白ワイン
でマリネしてパイで包み焼き上げる郷土料理。

ストラスブールの近くプフル
グリサイムにある1963 年創
業のタルトフランベが人気の
レストラン。アルザス地方で
最初にタルトフランベを始め
たレストランの一つ。

［期間］ 3月11日（水）～ 3 月17日（火）
［会場］ 阪急うめだ本店 9 階催場 + 祝祭広場 催し最終日は午後 6 時終了

Chez yvonne

Maison Payeur

L'aigleアルザス・ロレーヌ地方

日本初登場タルトフランベ職人来日

オーナー
ペイヤー夫妻初来日

日本初登場
シェフ初来日

フランス北東部に位置する
ドイツやスイスに面したアルザス・ロレーヌ地方
伝統的で素朴な美味しさと美しさが魅力です！


