フランス 大 好 きな 人 の た め の 小さな 情 報 誌

フルリーロゼ

Fleuri Rose
さわやかでやわらかな朝の日ざしが、
まるでお皿にまでやってきてしまったような。
「おはようっ」の笑顔は、フルリーロゼの
淡いピンクのパッと開いた花からの誘い？
そして、お菓子づくりを楽しんだ午後のひととき。
見ているだけでも、おいしさがいっぱいに広がります

東京オペラシティに

ブルターニュの風
カンペール陶器の繊細な筆づかい色づかい
ぬくもりのある感触

サラダボウル（22cm）
¥13,650

特集

〜vin
in

マグカップ
大 ¥6,930
小 ¥5,775

ミニフィッシュディッシュ
（11.5cm） ¥3,675

カップ&ソーサー（200cc）
¥6,825
掛時計（25cm）
¥18,900
ハート型ディッシュ
¥3,675

プレート（25cm）
¥10,080
価格は全て税込みです。

毎年大好評！カンペール福袋

ネットでご予約できます

HP http://www.quimper.jp/

vol.8
Une brochure sur la France
Photo:Yolliko SAITO

１. 冬の日曜日。バスチーユ広場のアンティーク市
のバーにて。
２. アンティーク屋のご主人。今日の売り上げを計
算しているのかな？
３. 激寒でも、二人で飲めば寒さなんか関係ない。
素敵なお二人。
４. 毎年恒例のワインの見本市。
サロン・ド・ヴァン。フランス全土から美味しい
ワインとワイン好きが集まります。
５. サロンの中。笑顔が素敵なワインのシャトーの皆さん。
６. 仏蘭西倶楽部パリ支局の側に最近オープンした
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ワインカーブレストラン。小粋な店内では美味しい
ワインとランチを出してます。
（13区）

5
6
4

20区物語
photos
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Harumi Doi

vol.8

vol.8

Sachiko KAIYAMA

思い出のロマネコンティ
「ロマネコンティ飲んだ事ないけど、食べた事あるよ！」
私のチョットした自慢。ブルゴーニュ地方ボーヌへ旅行に行った時の話。その頃の私
はかなりワインに無頓着。 ワインは安くて美味しければいいのさ！！ ロマネコンティ
すらなんだか分からなかった。ボーヌ観光案内所に「ボーヌ市主催ワインツアー」の張
り紙。おっ、あと10分で出発じゃん。リーズナブルなそのツアーに迷わず参加。観光案
内所の前にあったオンボロなミニバスに乗り込んだ。ガイドのおじさんを含めて総勢７
名。とっても和気あいあいのツアー。ハイスピードでブドウ畑を横切る道を延々と走る。
「さーここがロマネコンティの畑だよ！」おじさんは得意げに車を止めた。その畑は
広大なブドウ畑の中のほんの一角。めちゃくちゃ狭い。
「トレヴィアーン！」と連呼する
参加者達。畑の前でみんな写真を撮り始めた。ロマネコンティを知らない私だったけど、
みんなの興奮をみてミーハー心がむくむくとわき上がった。
「ねえ、このブドウ持って帰ってもいいですか？」唐突な私の言葉に、参加者は驚いてい
る。ダメに決まってるじゃないかという空気が流れる。
「マドモアゼル、しょうがないなー。口の中に入る分だけだったらいいよ。
」ウィンクして
ガイドのおじさんは畑に向かって私を一押し。オットトト。バランスを崩しながら畑の
中へ。急に他の参加者達も畑へ突進。チョットした無法地帯だ。
「オーララララー。
」と叫
ぶガイドのおじさんの声は誰にも聞こえない。でもね、口の中に入るブドウの数って限
られるんだよね。みんな両ほほを膨らませて車へ戻る。勢いにまかせて口に入れたけど、
お土産になんて出来るわけない。一度口から出して、再び一粒口の中へ。
「ま、まずい。
でも、貴重だし。どうしよー。
」口に入れたブドウを責任を持って全部食べたのでした。私
って、かなりの頑張り屋さんなのかもしれません。
パリの下町メニールモンタン界隈に住んでいた時好んで飲んでいたのがモロッコとチュ
ニジアの赤ワイン。安くて力強くて大好きだった。大音響で聞くエディット・ピアフには
ぴったり。おつまみは小羊のクスクスかたっぷりマッシュポテト付きブダンノワール。
貝山幸子が独断と偏見で選ぶ、シャンソンとワインとおつまみの夕べ
今度こんなコンセプトでカフェやビストロ、お料理サロンでコンサート開きたいな。16区のお屋
敷街と、11区と19区のバリバリの下町に住んでいた私が選ぶ物はかなりマニアック。
まさに、 素顔のパリ 。ご興味のある方是非ご連絡くださいね！
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素顔のパリ

シャンソン至上主義

ワインを選ぶときは…
誰もが真剣な眼差し。
美味しいワインを
見つけた時の喜びは
格別です！

2008年 美味しい時を多くの方と御一緒できますように。
Salut!

貝山幸子 HP http://salut-paris.com/
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夜顔 〜Belle toujours〜
監督：原案：マノエル・ド・オリヴェイラ
出演：ミシェル・ピコリ／ビュル・オジエ
配給・宣伝：アルシネテラン

他

12月15日（土）〜
銀座テアトルシネマ 他 にてロードショー
2006年／フランス＋ポルトガル合作／70分
HP http://www.alcine-terran.com/main/home.html
彼女は夫を愛していた。だが、奇妙なことに愛
するが故に秘かに夫を裏切っていた。
Vol.1で紹介した「昼
顔」の続編。衝撃的な
幕引きの38年後を描い
ている。「昼顔」とは
配役をかえてカトリー
ヌ・ドヌーヴからビュ
ル・オジエへ。奇麗で
お金があって素敵な夫がいて…的な絵に描いたような
幸福って本当の幸せじゃないのかしら。パリの風景、
ファッション…
ブルジョアの気分をあじわえる映像美。
いくつになっても秘密めいているのが男と女なの
ね。必見の大人のフランス映画です。
■あらすじ
パリのコンサート会場でアンリはかつての友人の妻
で今は未亡人になったセウ゛リーヌと偶然再会す
る。セウ゛リーヌの後を追うアンリだが過去を忘れ
たい彼女は彼から逃げる。やっとの事でつかまえて
アンリは無理矢理ディナーの約束をとりつける。胸
に秘めていた衝撃的な真実を打ち明けたいという口
実で。38年前、セウ゛リーヌ、夫、アンリの間で何
が起こったのか。アンリだけが知る、彼女の欲望に
まつわる秘密とは。年を経てふくらむ「秘密」への
思い。二人の人生が再び交錯する。

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。1993年単身パリへ。パリでたくましく生
活をしながら音楽探訪の日々を送る。97年パリで音楽
活動を再開。99年帰国。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。2003年にアルバム 月を噛む 発表
（NES18964 2700円）
。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。乙女座
O型
2008年３月14日

東京オペラシティ コンサートホールにて
ランチコンサート決定！
ホワイトデーにピアフの歌ばかりを歌おうと思って
おります。

仏蘭西倶楽部
インタビュー

Vol.
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インタビュー
横山 裕子
（サリュ・ラ・フランス
発行人）

まるでワインのように
熟成され、満を持して、
世界に羽ばたいたソムリエ
佐藤陽一さん
パリのカフェを覗けば
楽しそうな家族がいる
見つめ合うカップルがいる
みんな自分のテーブルで
思い思いに過ごしている
食べる とはすなわち会話
それ自体が大人の文化の
一つの様に感じます
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佐藤

陽一

全日本最優秀ソムリエコンクールでの優勝を機に、世界
のソムリエへと躍進を遂げる佐藤陽一さん。最近放映さ
れたNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」では、密
着取材で紹介された国際コンクール出場での真摯な姿が
印象的だった。そしてまた本誌にも、コラム「ワインな
ひと時」でワインやフランス生活にまつわるご自身のエ
ピソードをテーマに絡めて紹介してくれている。
ワインの知識と味の差異、客人に対するホスピタリテ
ィ、身のこなし、その全ての力量を試されるソムリエ
の厳しい世界。そこでついに、熟成された経験と才能
を開花させた彼の、内に秘めた強靭な意志とロジカル
で鋭い洞察は、本場のプライドをかけて戦うフランス
人ソムリエさながら。なのに、全くおごることのない
自然な物腰が、初対面の緊張をすっかり解いてくれる
から不思議だ。

某日、六本木にある彼のレストラン「MAXIVIN」にて、美味し
くてふんわりと心あたたまる極上のランチをいただきながらの
インタビュー。フランスでのプライベートな暮らしを通して思
ったこと感じたことを、鮮やかなイメージと共にざっくばらん
に語っていただいた。

この業界に入ったきっかけは？
京都のお好み焼き屋さんでバイトを始め、そこでセンス
がいいなんておだてられて、次に横浜で料理の修行をし
て…という始まりなので、もともと料理人志望でしたね。
あの頃はサービスのことは分かっていなかったけど、フ
ランスのレストランで働いていていた時にたくさん刺激
を受けました。料理、ワイン、サービス、
「食べる」と
いう文化に。
フランスでの生活の中で強く惹かれたところは？
日本でフランス料理やワインと言うと、あまり気軽では
ない印象ですけれど、フランスでは例え1人の食事でも
いかにその空間を楽しむかを大事にする様に感じます。
私は食べる空間（テーブル）を「お客様の領地」と呼ん
でいますが、その領地に座って何をしたいかは人それぞ
れ。カフェを外から眺めれば、ワイワイ語らうグループ
や1人でボーッとする男性、話の弾んでいる家族がいれ
ば、カップルがいる。実際に私が働いていた「レカミエ」
という店の厨房から店内を覗けば、壁にはオーナーの勧
める本が置いてあって、アールヌーボーのランプの横で
みんな美味しそうに食べていて、静かに時が流れている。
こっちじゃ鹿やら子羊やら捌いてバタバタやってるの
に、
「あぁ、いいもんだなあ」って。そういう人の食べ
る姿、楽しむ姿、匂いや息づかいが見えるからパリはい
いのかなぁ。
フランス人については？
みんなのんびりクロワッサン食べて、新聞読んで、この
人たちは仕事してないのかなぁと思うほど、とてもゆっ
くり楽しそう。でもオンオフの切り替えははっきりして

る。例えば有名ホテルのドアマンが2人でカフェに来る
と、帽子をポンと置いて、若いのはもらったチップでゲ
ームで少し遊んで、年配の方はカウンターでおやじと一
杯飲んで、でまたパッと帽子かぶって仕事の顔に戻る。
そんなの見ると、この人たち何やってもカッコいいよな
〜って！
自己主張が強いともよく言われますが…
そう、フランスでは主張しないと相手に伝わらない。私
たちなんて野菜みたいなもんですよ（笑）おとなしくて。
こちらのパワーを増して、彼らの聞こえる音域で、彼ら
の分かる言葉で主張しないと、思っていることが伝わる
までにすごく時間がかかる。先を読む日本人と違ってヨ
ーロッパの人たちは意識的に鈍く生きている文化だか
ら、言い合わないとダメなんじゃないかな、コンクール
にはそう思いつつ臨みました。
その分個性を大事に育ててますよね。色んな店があって、
色んな人がいて、だから楽しい！って考えが根底にある。
ずーっと歌ってる子供がいても、
「彼は歌好き」で通る
じゃない。歌はやめてもっと本読みなさい、なんて誰も
言わない。だから突飛な発想とか気持ちのいい芸術が生
まれるのではないでしょうか。

佐藤陽一 プロフィール
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、パリを中心にサヴォアやバスク地方
のミシュランの星付きの店で研鑽を積む。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」にて修行。帰国後は「エノテーカ・ピンキオーリ」

ソムリエの国際コンクールで優勝されたら、次の夢は何
ですか？
優勝したから何するとか、あんまりないですね。スポー
ツと同じで、練習して試合に出たい。試合に出たら勝ち
たいという気持ち。もしサッカーやってたらシュートき
めたいと思うでしょ？でもきまんなくても楽しいし、負
けちゃうこともあるけれども、やっぱり高みを目指した
い。そんな感じです。
あとできれば向こうでの仕事もあるので、年に1回は行き
たいですね。フランスはやっぱり懐かしいから。でも現実
的には東京に店があるし、たまに行って、あ−もっと居た
かったなぁと思うぐらいがいいのかもしれないですね。

（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。ワインの他、飲
料全般をプロデュースする会社「マクシヴァン」を設立。ワイ
ンスクールや各種イベントでのワイン講師、コンサルティング
を行う。2000年六本木にワイン・レストラン「マクシヴァン」
をオープン。ワイン産地ツアーをオーガナイズしたり、キュー
バを訪れて葉巻の認識を深めるなど多方面で活躍。2005年全日
本最優秀ソムリエに。2007年第12回世界最優秀ソムリエコンク
ール ギリシャ大会の日本代表として出場、5位となる。本誌に
てコラム「佐藤陽一のワインなひと時」を連載中！

5

冬。たゆたうように楽しむ ワインとジビエ料 理
〜六本木のワイン・レストラン「マクシヴァン」〜
カンペール

木枯らしが、街路樹のもとに落ちた葉っぱを高く舞い上がらせた。思わずコートの襟を立て
た。食通と称する傍らの人は、
「おぉ、ジビエの季節だね」とつぶやいた。そう、たしかに晩
秋から冬にかけて、鹿や鳩、キジ、猪、野ウサギたちの狩猟が解禁となる。フレンチでは、野
趣の味の季節の到来なのだ。
そして、一緒にドアを押したのが、六本木のワイン・レストラン「マクシヴァン」
。ソムリエ
の佐藤陽一さんが、奥深いワインがきちんとした料理とともに味わえるようにと開いたお店だ。
あまたのワインボトルに囲まれ、メニューを開くと、
「鹿肉のロースト」とあった。
「冬の声を聞いたころから、シェフと相談してジビエをメニューに加えました」
長身の佐藤さんが、慣れた身のこなしでサービスしながら説明してくれる。
鹿肉は火を入れすぎると臭いが出てくるので、その加減が微妙であること、付け合わせは、森
のイメージからフランス産キノコ類のソテーになっていることなども。そうして、私たちの来
るべき一品への想像をかき立て、リラックスさせると、
「ワインはどうしましょうか？」
と。優柔不断な性格からか、二人どうしようかとためらっていると、
「そうですねえ、じゃ
あ」と、軽く？どっしり？もう仕事は終わったの？など、たわいない会話を交わしていくうち
に、ひとつワインに辿り着いた。
「…おいしい」と、顔で語り合ったのはいうまでもない。佐藤さんは、
「ワインは、バランスです。料理だけでなく、召し上がる方の雰囲気や体調、天候などいろん
な要素を考えて、選びます。迷うことが楽しいんです」
と、置いたグラスにしなやかに注いでくれた。また、シェフの菅原徹さんは、
「ワインとの合わせ方を佐藤さんと相談しながら料理を考えるので、私自身、料理人として考
えの幅が広くなりましたね」
と語り、うなずく。
「食べて、飲んで、たゆたうようなひとときを過ごしていただきたいですね」
佐藤さんの言葉どおり、ここ「マクシヴァン」には木枯らしをもたゆたわせる何かが、ある。
（降田アユ）

300年の伝統を誇る
カンペール陶器

鹿肉のロースト

きのこ添え

ブラックベリー（スクウェアプレート）¥25,200
Photo:Mayumi Abe

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。

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：11:00〜20:00（2008年1月より19：00まで）
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

シャンペトル 21cmプレート
現在制作されていませんが、
人気のプレートです。

レストラン マクシヴァン
〒106-0032
東京都港区六本木7-21-22
TEL 03-5775-1073
FAX 03-5775-1074
昼 水曜日〜土曜日
12:00〜14:00 L.O.
夜 月曜日〜土曜日
18:00〜24:00 Close
定休日 日曜日
http://www.maxivin.com/

佐藤陽一のワイ
ンなひと時
vol.8

ワイン

今回はワインがテーマです ということで逆に何を書こうかな？などと
考えてはいたのですが、あまりまとまりそうにもないので、思いつくま
ま書いてみます。
ワイン産地を訪れる場合、必然的に車での移動が多くなり、作り手と
の約束が一番大切、そしていろいろと話し合って、試飲を続けているう
ちに時間がなくなり、次のアポイントが迫り、小走りに車に乗り込む、
ゆっくりとご飯を食べる時間がないというのはよくある事なのです。
一番厳しかったときなど、ほとんどパンを買って車の中で食べながら
の移動ばかりで、せっかくフランスに来て、何でパンばっかりなんだと
こぼしながら回っていたことも思い出します。そんなこんなでたどり着
いた造り手がすばらしければ疲れも吹き飛ぶのですが、どーもねーとい
う感じだったりすると、なんとなく消化も進まず、どんよりしながら話
を聞いたりとなかなかに大変です。
最近ではそんなことが多くなってきたので、自分でもスケジュールに気
をつけるようにして、なるべく高速道路でのサービスエリアのレストラ
ンを利用するようにしています。
これがなかなかに楽しくて、トレイの上に好きなものを選んで載せて
いくというシンプルな方法でありながら、メインの料理はあったかいも
の、例えば焼きたてのステーキとか、鶏のクリーム煮込みなどを選べる
のです。
（焼きすぎていたり、煮すぎていたりもこれぞフランス！という
基準で優しい気持ちで食べましょう）
付け合せもポテトフライとか、野菜の煮込みとか、組み合わせること
ができますし、多めにくださいと申告すると、何の迷いもなく「たくさん
食べなはれー」みたいな感じでドーンとついでくれるのです。
今までろくに食事の時間も取れなかったときなど、なんと心温まるこ
となんだ！と改めて、食事の重要性に気づくみたいな、これでこそフラ

ンスと少し誉めてあげたくなるような瞬間です。
さてここでももちろんワインはあります、250ccもしくは500ccを選
べて金額を入れると自動販売みたいな感じで、注がれるのはもちろん、
しっかりとボトルで飲むこともできるのです。
ビールを少し小瓶で取って、その後には地元の赤ワインをピシェで
頼んでというのが大体の私のパターンなんですが、たまに見かけるの
がほかのテーブルで、なぜかわりと本格的に顔の赤い人がいたりして、
あれで大丈夫なのかなーと少し心配になったりもします。
昔パリ郊外のヘリポートのあるような大きなホテルレストランで働
いていたときなのですが、グループの中の一人にワインを注ごうとす
ると、
「彼は運転があるから」とほかの人に意味ありげなウインクとと
もに止められたことがあるのですが、その後なんと運転手？の彼はヘ
リコプターを操縦して飛び去って生きました。同乗している人たちは
少し不安だったのではと思うのですが、食事にはワインが無いと、と
いうか、あるのが当たり前、しかも自分のことは自分で管理する、と
いった国民性が良く現れていたように思います。
お昼ご飯の少し前あたりはなんとなく空腹のためなのか いらいら
気味 の運転が多くなってくるようで、お昼ご飯後の時間帯は今度は
ふらふら と運転をしている車が多いようで、一日のうちで安全な時
間帯はいつなのだろうかとふと考えてみたくもなりますが、こういっ
た環境の中でもそれなりに成り立ってしまう国もすごいなーと感じて
しまいます。
誤解の無いように言っておきますと、もちろん運転中はまったく飲ま
ないという人が大半ですし、取り締まりも厳しいので、ドライバーが
飲んで運転しているのは少ないと思います、基本的には同乗者のため
においてありますというスタンスなのですが、サービスエリアのレス
トランに当たり前にあるワインというのも、運転をしない同乗者にと
って見ると、その土地やそのときの旅行の記憶に強く刻まれるワイン
になることは間違いないでしょう。
食事＝ワイン・フランスに行くと改めてこのことを強く感じます。

お屋敷街にあるワインの穴場

パリ vol.8
お宅 Musée du vin Paris
訪問 ワイン博物館
Rue des Eaux - 5, square
Charles Dickens - 75016 PARIS
t é l : 01 45 25 63 26
fax : 01 40 50 91 22
入場料／8.9ユーロ
（2007年12月現在）
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メトロ６番線・パッシー駅近く。16区の高級住宅地の中に
ひっそりとたたずむワイン博物館。豪華でお洒落というより
は、ワインを学ぼうという雰囲気が漂う。ワイン作りや歴史
が分かる場所です。
フランス語と英語ですが、ワインセミナーがあったり、ワイ
ンに合うお料理を食べさせてくれるレストランが併設。ボル
ドーやブルゴーニュのワインの産地まで行く時間のない人は
パリでここに来るのはいいかもね。
ワイン博物欄でお昼を食べた後は、お屋敷街を散策しましょ。
パッシー通りでお買い物ってのもなかなかいいコースです。

12月、プロヴァンスの大地に強い季節風ミストラルがつ
めたく吹く季節。夏にはラヴェンダーの紫、ひまわりの黄
色、そして強く豊かな太陽の光に溢れていたこの地で、オ
リーブの収穫が始まる季節だ。プロヴァンス地方の内陸に
ある小さな村ニヨンスは、フランスでは有名なオリーブの
ふるさと。はるか昔、オリエントから伝えられたオリーブ
の木はこの地方で大切に育てられてきた。そして、その
木々から味のよさと品質で名高いオリーブオイルが生み出
される。まるで極上の貴腐ワインのように、ニヨンスのオ
リーブの実は完熟し寒さでその黒い果皮が縮むまで、枝に
つけたままにされる。夏の太陽の恵みと自然の厳しさをう
まみとしてたっぷり閉じ込めたオリーブの実は、タンシェ
という品種で別名「黒い真珠」と呼ばれる希少なもの。ノ
エルの雰囲気に包まれはじめた12月の初めから、職人たち

も質の高さを保つこと、黒い実は大事に手摘み、木々はゆ
ったりと間隔をとって植えられ、何よりもオリーブの木を
慈しんだ。こうしてさらに高品質になったニヨンスのオリ
ーブオイルは、1994年フランスで初めてA.O.C.（原産地統制
呼称）を授けられ、パリ農産物コンクールでは毎年メダル
を獲得するほどの評価を手にする。ニヨンスの人々のたゆ
まざる努力への勲章といえるだろう。あきらめなかった彼
らの強さと愛情に贈られた栄光は、ラベルにしっかりと刻
まれている。
「黒い真珠」からつくられた、金色とエメラルドに輝くニ
ヨンスのエキストラバージンオリーブオイル。それは繊細
で香り高く、まさに美食の国フランスのオリーブオイルと
呼ぶにふさわしい。サラダやこんがりと焼いたバゲットに
シンプルに、または腕によりをかけた一皿の仕上げに。

プロヴァンス・オリーブオイルものがたり
によってそっと摘み取られ、
「黒い真珠」はなめらかな味わ
いのエキストラバージンオリーブオイルに変身する。それ
はまさしくオリーブのピュアジュース。刺激も辛味もまっ
たくない、フルーティーな青リンゴや若草の香りがいっぱ
いにひろがる。そんな上質なオリーブオイルができるまで
には、プロヴァンスの人々のさまざまな苦労があったとい
う。
1956年、この地方に大寒波が押し寄せ、気温が−30℃ま
で下がった。その3日間で600万本のオリーブの木が凍りつ
いてしまったそうだ。この日以来、オリーブの生産は停滞。
数百年ずっとオリーブの木々を守ってきたプロヴァンスの
人々は、あまりの寒さに木々が裂ける音を深い悲しみとと
もに聞いたという。しかし不屈の精神でオリーブたちを取
り戻すべく、彼らは再スタートを切ったのだった。量より

このオイルを添えるだけで繊細さとオリジナ
リティをもたらしてくれるだろう。スプーン
に光る金色のしずくは、プロヴァンスのちい
さな村ニヨンスのオリーブたちの物語をそっ
と語りかけてくる。
A.O.C.ニヨンス エキストラバージン
オリーブオイル（250ml）2,310円（税込）
プロフィール 渡辺敦子（わたなべあつこ）
フランスの美味しいものをお届けする（株）アクアメールの
広報担当。
「ワインの味わいは大好きなのに、あまりお酒に強くない私は
いつも自分の体質をうらめしく思ってしまいます。パリのオ
スマン大通りにある老舗「Cave Auge」は天井まで積み上げら
れたボトルに圧倒される、まるでワインの辞書みたいなお店。
優しい眼鏡のオーナーが、予算と好みに合ったワインを丁寧に選んでくれます」

商品のご購入・お問い合わせは…

株式会社アクアメール http://www.aquamer.co.jp

東京都港区赤坂8-4-7

TEL03-5414-7187 FAX03-5413-63429

好評販売中 2008年特製カレンダー！！
サリュ・ラ・フランスの愛情がたっぷりこもってます
ポスタータイプとスケジュールタイプがダブルで楽しめます。サリュ・ラ・フランスの表紙を
毎月飾ってくれているパリ在住フォトグラファーYolliko Saitoさんの素敵な写真です。
C YOLLIKO SAITO

C YOLLIKO SAITO

素敵なフランスをお部屋に飾って下さいね。
■価 格 仏蘭西倶楽部特別価格1,200円（税込）
■ご注文・お問い合わせ

メール

france-club@cia.co.jp ファックス

03-5488-7783

23日 Pâques 復活祭

お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス・ご希望数をお知らせください。

29日 Horaire d'été 夏時間開始

1日 Jour de l'an 新年
6日 Épiphanie 主顕説

5日 Mardi-Gras マルディ・グラ
ガレット・ド・ロアというソラマメか陶製の小さな人形が入ったケーキを食べる。

14日 St-Valentin ヴァレンタインデー

フランスでは男性が女性に花を贈る習慣がある

C YOLLIKO SAITO

HPからもご注文できます http://www.franceclub.jp/

S A L U T

L A

F R A N C E

※東京オペラシティ プラスオペラ にて販売もしております。

サリュ・ラ・フランスの

本の紹介
C YOLLIKO SAITO

C YOLLIKO SAITO

1日 Fête du travail メーデー
Ascension キリスト昇天祭

11日 Pentecôte 聖霊降臨祭

14日 Fête nationale 革命記念日

15日 Fête des pères 父の日

C YOLLIKO SAITO

2 0 0 8

ちから君 ６ヶ月半

C YOLLIKO SAITO

C YOLLIKO SAITO

神奈川県出身の柴犬
17区在住
パリ17区のレストラン
Epicure108 108 rue cardinet
75017（01-4763-5091）のオー
ナー夫妻の愛息。とってもおい
しいこのレストランは仏蘭西倶楽部パリ支局の御用
達です。運がよければお茶目な ちから君 にあえ
るかも。チャームポイントはピンと立つしっぽ。

■編集後記

1日 Toussaint 諸聖人の祝日

25日 Horaire d'hiver 冬時間開始

25日 Noël ノエル（クリスマス）

11日 Armistice1918 第一次世界大戦休戦記念日

C YOLLIKO SAITO
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C YOLLIKO SAITO
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本誌でもおなじみのソムリエ佐藤陽一氏がテイスティングの本を執筆中。
構想３年、テイスティングは「五感の総動員と同時に、理知的アプローチである」
との持論をもとに構成されています。
わずかなワインの色の違いを表現するため、特別の撮影法を開発するなど、凝りに
凝った内容。08年刊行予定。お楽しみに。
（発行：株式会社ミュゼ）

Je vous présente!

C A L E N D R I E R

A

ソムリエ佐藤陽一氏がテイスティングの本を執筆中

紹介します！vol.2

15日 Assomption 聖母昇天祭

25日 Fête des mères 母の日

8日 Victoire1945 第二次世界大戦休戦記念日

C YOLLIKO SAITO

C

シナモンをたっぷり入れたウ゛ァンショー（ホットワイ
ン）が美味しい季節になりました。
「日本酒で言えば熱
燗って事でしょ！？」うーん、そうだけどー。
「ワイン、
熱燗で!!」とは言わないじゃありませんか。ね！（S）

読者プレゼント
＊オリーブオイル

3名様（P9掲載）

＊カンペール陶器 アクセサリー
2名様（カンペール陶器についてP6.7掲載）
●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

＊FAX 03-5488-7783
＊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。
（2008年1月31日締め切り）

サイズ 285×420mm

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

Salut La France
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