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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］宮廷文化が息づく
ロワール地方・ヴェルサイユ



1・ヴェルサイユ宮殿の美しい天井
2・すがすがしい凱旋門
3・セーヌ川を見下ろす
4・モンマルトルの街角
5・ヴェルサイユ宮殿 鏡の間のシャンデリア
6・春でもお肉
7・春を感じる八百屋の店先
8・サンジェルマンのホテル・パリ
9・これだけのバターがズラリ！ならぶスーパー
10・モンマルトルのおしゃれな焼き栗売り
11・ビストロの定番チーズとハム
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素顔のパリ
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Botanicalitem&café CYAN
 à Sendai Miyagi

ボタニカルアイテム アンド
カフェ シアン

コンセプトは“好奇心の部屋”
入った瞬間に夢物語の主人公に。
店主 阿住未姫さんの上質なホスピタリティ。
ここを訪れた人それぞれが夢物語の主人公。ゆっ
たりと流れる極上で美味しく優雅な時間。シアン
色の壁には額縁。心の中の絵を思い浮かべなが
ら過ごす香しい時。

本誌の読者の皆様なら、大好きになること間違い
なし。仙台に来たら絶
対に立ち寄ってみてく
ださいね。カフェもワイ
ンもスイーツも…いろい
ろな時間を過ごせます。

Botanicalitem&café  CYAN
仙台市青葉区一番町一丁目 6-22 シャンボール一番町 1F 
TEL 022-302-6881　11：00〜21：00（木曜日 定休日）
https://cafecyan.jimdo.com/

5 月 15 日（月）CYAN で歌います！
貝山幸子　仏蘭西歌会 カフェコンセール
一曲が一枚の絵のようなシャンソンたちを
お届けします。

宮城県仙台市

仏蘭西倶楽部カフェセレクション



Loire

Versail les
3月8日（水）～14日（火）　９階催場・祝祭広場

阪急うめだ本店

宮廷文化が息づく
ロワール地方へ・ヴェルサイユへ

温和な気候と豊かな農産物に恵まれたロワール地方。
多くの王侯貴族たちがこの地に城をたてたのは、豊かな食材から
生まれる美食と、ワインに魅せられたからかも…

華麗なる歴史を刻んだ栄光のフランス王国

祝祭広場はマリー・アントワネットの華やかな世界、ヴェルサイユ
宮殿ミュージアムショップ、広場の中央は「ヴェルサイユ宮殿」
をイメージした空間に！ マリー・アントワネットの大きな肖像画
やドレス（レプリカ）の展示、宮廷ダンスやアントワネットの
魅力を語る トークショーなど盛りだくさんです。

オーナーシェフ
フィリップ・ボディエ来店

オーナーシェフ
ジャン・バティスト・ステファン来店

オーナーパン職人来店

ヴェルサイユ宮殿の傍らにある “ 王の菜園 ” で
育てられたリンゴとバラを使ったフレーバーティ
マリー・アントワネットが愛した優雅な香りで宮廷気分を

Ker Breizh

Auberge de la Roche
Chez Bruno

NINA’S

Boulangerie Gautier

ケル・ブレッツ

オーベルジュ・ド・ラ・ロッシュ

シェ・ブルーノ

ニナス

ブーロンジェリー・ゴティエ

100の古城からなる「ロワール地方」

ブルボン王朝の最盛期を象徴する
「ヴェルサイユ」

シェフの祖母のレシピを再現して人気店へ。ガレット
はルイ１３世の妻アンヌ王妃が気に入って宮廷料理に。
ナントは元々ブルターニュ公国の首都。ドゴール大統
領の時代（1959 ～ 1969 在任）にロワール地方へと分
類された。そのためブルターニュ文化のガレット＆シー
ドルが息づいている。

パリの３ツ星レストランで修業を積んだ
シェフのフィリップが地元アンジェで
オープン。ロワール料理には欠かせな
いブールブラン（バター）ソースを添え
た鱒、豚や鳥を使ったスペシャリテ。

トゥレーヌ AOC など、数々のワイナ
リーを持つオーナーが１０年前にワイ
ンバーとしてオープン。おつまみが
美味しいと話題になり人気のビスト
ロに。会場ではロワールワインと料
理が楽しめるカウンターバーが登場。

オーナーのジャン・イヴは 1989 年
に M.O.F.（フランス国家最優秀職人
章）受章。この地方に伝わるブリオッ
シュの原型といわれるパン、ガッシュ
が人気。

ガレット＆シードル
イートイン

イートイン
カウンターバー

ナントから

アンジェから

アンボワーズから

ナント近郊から

オーナー夫人
ルイーザ・プル来店



塚本有紀（Yuki TSUKAMOTO）
渡仏後、ル・コルドン・ブルーにてグラン・ディプローム
取得。帰国後、大阪でフランス料理・製菓教室「アトリエ・
イグレック」を開講。フランスのトータルな食文化を紹介。
パンの業界紙に取材記事やフランスの焼菓子エッセイを連
載中。定期講座＆カジュアルフレンチ講座

「キュイジーヌ・デザミ」毎月開催中！
詳細は HP を！http://www.yukitsukamoto.com

「あなたにもできる！　素敵なフレンチのごちそう」（旭屋
出版）が好評発売中。（詳しくは最後のページを参照）

■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HPから注文の場
合は、カード決済もできます。

■お問い合わせ・ご注文先
　1 仏蘭西倶楽部オンラインショップ  
    http://salutlafrance.jp 	
	 			（カード決済OK）
 2 mail info@salut-paris.com
	 3 TEL 0241-22-1234
 4 FAX 0241-22-0073
	 			（TEL、FAX担当：大嶽（おおたけ）
					 					SSKセールス株式会社	喜多方工場）

・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

【作り方】
1. 皮を剥いたリンゴとアヴォガドを 7 〜

8mm に切り、レモン汁、塩、胡椒で味
を調える

2. カニ身をほぐし１を加え、マヨネーズを
混ぜ、塩、胡椒で味を調える

3.  アスパラは穂先を 5.5cm に切り揃え、
塩ゆでする

4. セルクルの内側にアスパラを並べ、2
をつめる

5. ディルとピンクペッパーを飾る

■緑のソース
1. あさつきとパセリをおおまかに切り、オ

リーヴ油を加えてフードプレセッサーに
かける。包丁で刻んでもよい

2. マスタード、ヴィネガー、ピクルスのご
く細かいみじん切りを加え、塩、胡椒で
調味する

【作り方】
1. アスパラは下半分の皮を剥く。長いままさっと塩茹

でする。※剥いた皮も茹で汁に入れ、一緒に茹でる
2. 引き上げ、熱が取れたら、水分をよく切る
3. グラタン皿にアスパラを1段並べる。軽く塩胡椒

し、チーズを散らし、溶かしバターを少しかける
4. これをもう1〜 2 回繰り返す
5. パン粉を散らし、220℃のオーヴンで8〜10分焼く

仏蘭西倶楽部セレクション
France Club Selection

ホワイトアスパラ
×フレンチ

ホワイトアスパラ・プロジェクト 
2017年も会津のアスパラを応援します！

塚本有紀先生
オリジナルレシピ

今年も仏蘭西倶楽部特別販売が決定
いたしました。特別価格でのご提供
と特典がついたとっても素敵なお知ら
せです。獲りたてを大切に梱包して
送付いたします。昭和 30 年代から、
会津にはアスパラ栽培が根付きま
した。寒い冬に美味しさをたっぷり
ため込んで一生懸命成長中です！
今年もお楽しみに。

会津産ホワイトアスパラ

仏蘭西倶楽部キャンペーン特典 ご注文はこちらから
全国どこでも送料無料

ご試食用ゲランドのお塩プレゼント

簡単レシピ付き

100ｇ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。

仏蘭西倶楽部からのお楽しみプレゼント
（何が届くかはお楽しみ！）

１

2

4

3

5

1kg 3,950円（送料込・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。

※キャンペーン受付４月末日まで

仏蘭西倶楽部キャンペーン価格

Charlotte d’asperges blanches au crabe

Gratin d’asperges 

カニとアスパラガスのシャルロット仕立て

アスパラガスのグラタン

【2 人分】
ホワイトアスパラ　
※太いときは縦半分に切る。
　穂先以外も皮を剥いて使用できる。
カニ身　40ｇ
りんご　1/8 個
アヴォガド　1/4 個
マヨネーズ　大さじ1
塩、胡椒、レモン汁、ディル、
ピンクペッパー　各適量

■緑のソース
　あさつき　1束
　パセリ　1枝
　ピクルス　2 本
　オリーヴ油　大さじ 3
　マスタード　小さじ1
　ワインヴィネガー　小さじ 2
　塩、胡椒適量

【写真の分量】
ホワイトアスパラ　300 〜 400ｇ
溶けるチーズ　40ｇ　溶かしバター　40ｇ
パン粉　大さじ 2　

（フランスパンを小さくちぎって乾燥させ、粉砕したものがベスト）
塩、胡椒　適量

一度食べると感動の美味しさに
リピーターのお客様がたくさん！

甘くてジューシー。
生でも美味しい〜

とてもシンプルな作り方ですが、アスパラから水分が飛んで、
ぎゅっと凝縮した旨味が味わえます。



お城はロワール地方ばかりではありません、モン
マルトルにだってあるのです！　王様のお城ではな
く、フランス革命前に個人が建てた別荘です。その
頃の界隈はどっぷり田舎の山村で、見渡せば風車
とぶどう畑と麦畑。のどかですが、民家は粗末なも
のばかりでしたから、立派な石造りの家を見た住民
は、「すごいシャトーができたものだよ！」と感嘆し
たのでした。

近くには、家畜に水を飲ませるための共同の水場

があり、馬やロバを引く人たちが行き来していまし
た。屋敷は早々に「霧の城」と呼ばれるようになり
ますが、これは、その泉水の蒸気のせいで、よく霧
がかかったからでした。幻想的だったでしょうね。

革命の後はうらぶれて、ボヘミアンたちが住んだ
りしました。文学者のネルヴァルも滞在したことが
あり、それで「霧の城」には、さらに幻想的な、謎
めいたイメージがつきまとうようになりました。ネ
ルヴァルは精神を患いながらシュールな作品を書い
た詩人だったからです。

城は木々に囲まれていて、本当に幽霊でも出そう。
取壊しの案も何度か上がりましたが、今ではきれい
に修復されて、それこそ本物のプチ・シャトーです。

修復される前、ルノワールが住んだこともありま
した。1890 年頃なので、築百年以上。相当古びて
いたはずですし、リウマチ持ちの 50 代の彼にとっ

て、霧は厄介だったに違いありませ
ん。以前にもモンマルトルに居住し
て多くの名作を描いていたルノワー
ル、それほどこの丘が好きだったの
ですね。

この城で、息子のジャンは生まれ
ます（後の映画監督ジャン・ルノワー
ル）。ルノワール宮廷の小さな王子
様は、3 歳までここで育ちますが、
庭にやってくるヤギなどのことを大
人になっても覚えていました。その
庭からは、建設中のサクレクール寺
院が見えました。現在は、とても絵
になる寺院の景色が、屋敷の前から
望めます。

その8

モンマルトルの芸術家

霧の城、
シャトー・デ・ブルイヤール

information

「霧の城」シャトー・デ・ブルイヤール 『ガブリエルとジャン』ルノワール作。子守
の彼女はよいモデルでした

城の前からの眺め。アブルヴォワール（水飼場）通
りとサクレクール寺院

『モンマルトルの庭の娘たち』ルノワー
ル作。「霧の城」の庭。この景色の奥に
建設中のサクレクール寺院がありました

大森先生がフランスのパティスリー界をリードする
３人のトップシェフと一緒に作った本

『フレンチ仕込みの「ショコラのお菓子」』
「ジャン・ポール・エヴァン」「アンリ・ルルー」
「フレデリック・カッセル」

ため息の出るような芸術的で美味しそうな華麗なショコラの
世界。本場のグラン・シェフたちのレシピを写真入りで
丁寧に解説。そして仕事に対する思いや背景。ショコラを
作る人も食べる人も読む人も楽しみ為になる日本とフランス
をつなぐ至極の一冊。 昨年末にフランス共和国から農事功
労章シュバリエ勲章を受勲なさりご自身にとっても忘れられ
ない一冊になったとの事。
ショコラのエスプリと共 に！写 真 入りの 丁 寧 なレシピは
初心者でもお菓子作りがしたくなるお薦めの一冊です。

大森由紀子 OMORI Yukiko　 学習院大学文学部仏文科卒。
パリ国立銀行東京支店勤務後、パリの料理学校で料理とお菓子を
学ぶ。フランスの伝統菓子、地方菓子など、ストーリーのあるお菓子
やフランス人が日常で楽しむお惣菜を雑誌、書籍、テレビ等を通して
紹介している。目黒区祐天寺にてフランス菓子と総菜教室を主宰。

世界文化社　1,600 円 + 税

大森由紀子先生 フランス共和国・農事功労章シュバリエ勲章受勲 おめでとうございます。

文・写真／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）



●編集後記　ヴェルサイユ宮殿の写真を見てドキドキ。やっぱり王宮物はいいですねー。(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 MUSEE 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。
　 （2017 年 4 月 30 日締め切り）

Salut La France
■2017年3月発行 第43号
発行　仏蘭西倶楽部
　　　（（株）MUSEE 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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 ○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

        フランス絵画のクリアファイル・メモ帳セット   10 名様

『あなたにもできる！素敵なフレンチのごちそう』
旭屋出版　1,500 円+税

ホワイトアスパラのレシピを教えてくださったアトリエ・
イグレックの塚本有紀先生の家庭でできるフレンチの本。
この 1 冊でフランス料理初心者でもアペリティフ、前菜、
メイン、デザートとコースが作れそう！
丁寧で分かりやすいレシピと美味しそうな写真。
さあ、春の食卓をフレンチで飾りませんか？
HP	http://www.yukitsukamoto.com

ネットショッピング
“仏蘭西倶楽部セレクション”	リニューアル

会津のホワイトアスパラをはじめ、仏蘭西倶楽部がご提案する、フランスをお楽しみ
いただけます。サリュラフランス編集人・仏蘭西倶楽部主宰の貝山幸子の CD もこち
らでお求めになれます。
HP	http://salutlafrance.jp

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

私、昔ヴェルサイユ宮殿でバイトをしました！某旅行
会社の記念イベントでヴェルサイユ宮殿での晩餐会付き
の日本からのパリツアーがあって、ディナー中お客様
が困らないようにフランス人スタッフとの間に入って
通訳や飲み物のサービスをする仕事。時給は 2,000 円
くらいだったかなあ。終わるとすぐに現金でもらえて、
日本食のお弁当が付くのでいわゆる美味しいバイト。
世界遺産のヴェルサイユ宮殿で晩餐会をするには
ヴェルサイユ市が全面協力。会場は「戦場の間」。
まず最初に、ヴェルサイユ市長、旅行会社社長、
アトラクションのゲスト、シャンソン歌手のアダモが行進
してくるオープニングレセプション。「貝山ちゃん、
シャンソン歌手だからアダモ担当ね！」うれしいご指名
が。「ぎゃーー。あのアダモと話せるんだー。」ドキドキ

してアダモの到着を待つ。スターアダモちゃんが到着
です。私はアダモを楽屋となる部屋まで案内して、
準備ができたアダモを晩餐会の会場までお連れすると
いう役目。「貝山ちゃん背が高くて見栄えがするから、
ヴェルサイユ市長とも一緒に歩いてね。」ということで
オープニングはアダモと市長と行進。ヴェルサイユ
宮殿は広いし寒い。通常の OPEN 時間が終わると使わ
ない場所の暖房は消される。お客様がいる戦場の間と
アダモ楽屋以外は寒い。アダモ楽屋には水道がない。

（まっそりゃそうだ）メイクをするため、手を洗うため…
私は大きなアダモ用洗面器の水を変えるために、何度
も何度も遠い水場まで往復した。極寒のヴェルサイユ
宮殿内、底冷えする廊下、ハイヒールでの高速移動は
まるで修行。私以外のスタッフは暖かい部屋でお客様
のサービス。うらやましー。「私はアダモの水を運んで
るんだ！」自分に言い聞かせて頑張りました。とっても
優しいアダモは必ずメルシー（ありがとう）と言って
くれた。アダモが帰ったらヴェルサイユ宮殿の部屋で
弁当とみそ汁タイム。宮殿で飲むみそ汁はシャンパン
よりも最高でしたー！SALUT!

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.8　　 ヴェルサイユ宮殿とアダモ

3 月 10 日（金）
時間　1 回目 14：00 〜／ 2 回目 18：00 〜

今年も歌います！
大阪・阪急うめだ本店 フランスフェア 2017
貝山幸子ミニコンサート

Tu connaisプロジェクト
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。

■	商品のお問い合わせ info@salut-paris.com



［期間］  3月8日（水）～14日（火）
 ※催し最終日は午後6時まで

［会場］  阪急うめだ本店　９階催場・祝祭広場

宮廷文化が息づく
ロワール地方へ・ヴェルサイユへ

祝祭広場は宮廷文化に彩られた
ヴェルサイユの世界に！
広場の中央は、「ヴェルサイユ宮殿」を
イメージした空間に！

かつてフランス宮廷が在し100を超�える古城がある
「ロワール地方」と、ブルボン王朝の最盛期を
象徴する「ヴェルサイユ」。華麗なる歴史を刻んだ
栄光のフランス王国の魅力をお楽しみください。

ヴェルサイユ より

宮廷ダンサーが

来場します！

La Varenneラ・ヴァレンヌ

ブーランジェリー・グリア

ヴェルサイユ市内にあるビスケット屋。
ルイ14 世が食べていたレシピを再現。
華やかな時代の王様の味を。

ロワールの郷土菓子タルトタタンの人気店。タルトタタン協会が推奨
する職人が作る伝統の美味しさ。キャラメリゼしたトロトロのりんご
はちょっぴりビターで大人の味わい。

フランスから来日する
職人の実演あり

オーナーパテシィエール�マガリ・フリゾ夫婦来店

Maison Fouquiau Frizot
メゾン・フキオ・フリゾ

Boulangerie GRIAS

オーナー　リディア・ル・コルニッ�ク来店

チーフパン職人��ジェローム・ルブサン来店

シャルル３世の料理人のレシピ本が再現され、1970 年
にトゥールで作ら始めたヌガ・ドゥ・トゥール。中には
メロンのコンフィがぎっしり。


