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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

特集

Une brochure sur la France

マルシェマルシェ（市場）（市場）
に行こうに行こう
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心をこめてつくられたモノを生かしたい。

世界のお茶専門店 ルピシアの新ブランド

ルピシア・ボンマルシェ　代官山にオープン

フランス語でボンマルシェは“お買い得”。

品質に問題がないにもかかわらず、賞味期限が近づいていたり、

ラベルがはがれているなどの理由で捨てられてしまうお茶や食品、

食器などをボンマルシェにご提供するお店です。

TEL 03-6415-6138
アクセス 東急東横線「代官山」駅より徒歩2分
　　　   代官山アドレス・ディセ1F
※西口を出てブリッジを渡り、広場右手の階段をおりてください。 

ボンマルシェな商品

＊お茶（紅茶・緑茶・烏龍茶・ハーブティーなど）・オリジナルティーの秤売り

＊食品・産直野菜など100種類以上の豊富な品揃え

　（岩塩・海塩・パスタ・パスタソース・ジャム・砂糖・オリーブオイル・オリジナル菓子など）

※店内にあるすべてのお茶・食品をご試飲・ご試食いただけます。（一部商品を除く）

本誌をお持ちの方で、お買い物をされた方全員に

プチプレゼント（2008年7月末日まで有効）
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店頭商品全て20％off～70％off
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１.のんびりお散歩しましょ！

２.石鹸もうってます

３.トマトとフェンネル

４.赤とうがらしもなーんかお洒落

５.ホワイトアスパラ

６.アーティチョーク
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素顔のパリ
20区物語
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マルシェに行こう

マルシェを歩こう

美味しく幸せなパワーが

満ち溢れています！
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朝市はまるでマジック
何にもない通



Luc Doumenge

マルシェに行くと
チキンローストのいい匂いが漂ってきたり
カラフルな野菜に目を奪われたり
いいもの見つけて誰かに食べさせたい！
って気持ちになるよね。
買い物して、美味しいもの作って、みんなで食べる。
南フランスのマルシェは人生を明るくしてくれるよ。

54

食材に興味を持ったのはなぜ？来日のきっかけは？
私が生まれ育った南フランスは酪農も農業も盛んです。

元々うちの家族はみんな料理好きでね。私は4人兄弟の末っ子
なんですが、兄たちもすごく料理が上手い。兄と市場に買い
物に出かけ、みんなで料理してみんなで食べる。それが習慣
だったので、私も自然と料理好きになって。まず酪農に興味
を持ち、専門学校で農作業や牛の世話、動物の飼育をしまし
た。大学で農業・食肉加工の専門技術を学び、卒業後パリの
シャルキュトリー（食肉加工品とデリカテッセン）「ノブレ」
で修行したんです。
来日のきっかけは父の紹介。学者の父が以前日本のフラン
ス大使館に勤めていたので、日本には前から興味があってね。
北海道の函館近くの「シャロレー牧場」へハム・ソーセージ
の技術者として行きました。食べ物は何でも美味しいし、気
候は違うけど自然と人情は南仏とあまり変わらない。北海道
はいいところだね。

南フランスのマルシェの思い出
イースターの時はスペインの国境近くのカタローニュ地方
に住むおばあちゃんの家へ行くのが恒例だった。家の目の前
に広場があって、そこで毎週土曜にマルシェが開かれる。色
とりどりのコンフィズリー（アメ・砂糖菓子）やビスキュイ
（クッキー）のワゴンが並んでいたのを思い出すよ。マルシェ
で季節のものを買ったら、昼と夜はホームパーティー。何種
類ものオリーヴやピクルスをつまみに、食前酒を飲みながら
夕食が始まり、時々つまみ食いをしに来る子供たちを横目に、
大人たちは食べて飲んで語り合う。夜中になれば踊ったり歌
ったりしてね。マルシェに行く時は大抵パーティーだったか
ら、マルシェと楽しい思い出は切り離せないね。

リュックさんが扱う食材の基準は何ですか？
まず自分が食べて美味しいと思うもの。美味しい食材を発
見したら、フランスの工場を訪ね、時には日本のスタッフや
家族の声を聞きながら改良するんです。
昔勤めたシャルキュトリーのオーナー・ニクロさんを始め
とする職人が作ったものは、他店よりちょっと高かったかも
しれないけど本当にいいものだった。商売にはQualité,
Service, confience（品質、サービス、信頼）が大事。それ
にはやっぱりいいもの使う、いいもの作る、いいもの出す。
これさえ守っていれば、どこの国でも通用するからね。

食べること、未知の味をもっと楽しんで！
馴染みの浅い食材も、使い方さえわかればレパートリーが
増えて身近になるよね。オリーヴだけでも、今日はおつまみ、
明日はサラダ、その次の日はパスタに、炒め物に、ピッツァ
に…毎日違う味が楽しめる。だから私は講習会でよくレシピ
を渡すんです。ただし「この材料全部がないと作れない、と
いうことはないですよ」と付け加えて。真面目な人は、材料
が1つないともう諦めてしまう。なければ違うものを入れれば
いいし、もっと自分に合う味が見つかれば、それが一番楽し
いじゃない？東京の人は、不景気だ、大変だと毎日愚痴が多

いけど、食べ物は前向きになる
一番のもと！人間は機械のよう
に電源で動くわけじゃないから
食べなきゃいけない。どうせ毎
日食べるなら、楽しみながら食
べたいよね。

リュックさんのこれからの夢
今扱っているオリーヴは、種類が20種以上、オイルやペー
ストの他にジャムまであるんですよ！オリーヴジャムは珍し
い。フランスで1つ星のレストランのシェフも知らなかったね。
そんなレアで美味しいものを探しながら、本当のフランス料
理＝家庭料理を広めたい。オリーヴ以外にも、プロヴァンス
のペーストや最高級のオリーヴオイルなどの食材を通して、
南仏の食文化を感じてもらえたら嬉しいね。

インタビュー
貝山幸子
（サリュラフランス主宰）

株式会社オリーヴドゥリュック
〒182-0022 東京都調布市国領町7-50-6-301
TEL 042-439-6751 FAX 042-499-7751

1960年、南仏・モンペリエ生まれ。16歳よりワイ
ン・農業の専門教育を受け、フォアグラやトリュフ
で有名なペリゴール大学で農業・食肉加工の専門技
術を習得後、パリのシャルキュトリー「ノブレ」で
修行。1986年来日。北海道「シャロレー牧場」にて、
フランス伝統のハム・ソーセージの技術指導に従事。
その後東京の大手輸入商社でも技術指導に当たる。
1996年、フランス食材の輸入商社設立にあたり取締役に就任。2000年『B&C』（パン
ニュース社）誌上で1年間連載。『パンの基本大図鑑』に「パンで作るデザート」を寄
稿。全国サンドイッチコンクールで審査委員長を2回に渡り務める。2007年、株式会社
オリーヴ ドゥ リュック設立。一貫して伝統的製法を活かした美味しいフランス食材の
輸入販売に携わり、フランス食文化の普及に尽力。素材説明から応用の仕方まで、レ
シピ付きの丁寧なレクチャーにファンも多い。

美味しいフランス食材を
日本へ届ける仕掛人
リュック・ドゥマンジュさん

仏蘭西倶楽部
インタビュー
仏蘭西倶楽部
インタビュー
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良質なフランス食材の輸入販売を手がけ、本場の家庭の味と楽しみ

方を伝えてくれる美味しい食材の伝道師、リュック・ドゥマンジュ

さん。彼の提案する料理は、少々気取ったフレンチのイメージを完

全に覆す南フランスの手軽な家庭料理ばかり。私たち日本人に馴染

みのない食材を、レシピと一緒に紹介してくれる。

某日、彼が昨年立ち上げた「オリーヴドゥリュック」のオフィスを

訪ねた。棚に並んだ色とりどりのオリーヴやピクルス、ハーブオイ

ルは本当に美しい。リュックさんおすすめの極上のオリーヴをいた

だきつつ（オリーヴってこんなに美味しかったっけ？）、マルシェの

エピソードや食材への思いを語ってもらう。

ずばり、オリーヴは日本の梅干し！という彼。自由な感性と職人気質

に大地の恵みへのあたたかなまなざしを感じ、幸せな気持ちになった。



天気のいい日曜の朝、お散歩がてらのんびりマルシェでお買い物。
「ねえねえ、これからうちでランチしない？
美味しそうなものたーくさん見つけたよ。」
マルシェを歩きながら集合の電話をかける。パリはどこでも近いから急なお楽
しみのお誘いでもへっちゃらよ。あっという間に仲良し４人のランチが始まる。
アペリティフ（食前酒）を飲んでおしゃべりしながらみんなでお料理。

アミューズはアンチョビ風味のグリーンオリーブとブラックオリーブ。
宝石のようにキラっと光ってます。アントレ（前菜）は２品。初夏の定番、ホ
ワイトアスパラをミモザソースで。もう一皿は、パプリカのマリネとアンディ
ーブ（チコリ）のドライトマト添え。メインは、ラム肉。ゲランドのお塩でシ
ンプルに味付けして付け合せには、たっぷりルッコラとシャンピニオン・ド
ゥ・パリ（マッシュルーム）のサラダ。ドレッシングもいたってシンプル。
オリーブオイルにおしょう油とワインビネガーを少々。

今日のワインはロゼ。気軽なランチにはぴったり。
「あら、やだー、水みたいにすいすい飲めちゃうー！」
はいはい水じゃないですよ、ワ・イ・ンですよ。
夜８時を回ってもまだまだ明るい夏のパリ。
このまま、ディナーに突入しそうな勢いの楽しい食卓です。

（真乃ソロ）

協賛 オリーヴドゥリュック
（セミドライトマト・スタッフドオリーヴアンチョビ・ヴァイオレットオリーヴニース風他）

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
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

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。

Photo:Katsumi Mera

仏蘭西倶楽部の
おもてなし料理
これからうちでランチしない？

カンペール
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商品のご購入・お問い合わせは　

株式会社アクアメール  東京都港区赤坂8-4-7電話03-5414-7187 
http://www.aquamer.co.jp

ラ・ベル・イロワーズ社オイルサーディン各種
（バターサーディン/グリーンペッパー風味/白ワインと香草風味）
＊価格はお問い合わせください

フランスの美味しいものを紹介する（株）アクアメールの広報担当。「温めるバターサーディン
を初めて食べたとき、これが缶詰だなんてとても信じられない！と思うほど味わい深くて驚きました。
缶詰とはいえこの完成度の高さは、さすが美食の国フランスです。ポテトやほうれん草をつけあ
わせにして溶けたバターをからめながら頂くのがおすすめ！！」

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）

初夏のパーティーは、
フランス風のおもてなし

　初夏の日差しにこころが弾むと、親しい友人たちと気軽
な集まりを開きたくなりますね。ホームパーティーというとあ
れこれ準備をしておもてなしをしなくては、という気になって
しまいがち。けれど、美味しいワインと気のきいた小皿があ
ればもうパーティーは始まっています。フランスで、親しい方
のお宅に招かれたときのこと。ラ・ボールという美しい海岸
沿いのリゾート地にあるそのお家は、ゆったりとした部屋で
海風が自由にたわむれていくような、シンプルモダンな造り。
吹き抜けの階段や大きなアンティーク鏡が目を引きます。
オフホワイトを基調にしたリビングルームは、アフリカや南米
大陸の木彫りのオブジェたちが無造作に飾られ、心地よい
乱雑さを醸しだすアクセントに。海辺の光と空気が味わえる、
開放感のある素敵なお家です。冒険好きなフランス人ご
夫妻が持ち帰った旅先の小物たちに囲まれて、アペリティ
フの時間が始まります。それぞれに飲み物のグラスがまわっ
たところで、渋い色合いのカフェオレボウルがいくつか登場。
クラッカーやみずみずしい果物が盛られ・・・と、よく見るとそ
れはカフェオレボウルではなく、しとやかに美しい日本の焼き
物。ホストの親友、日本人ご夫妻から贈られた大切なお茶
碗だったのでした。こんなふうに、肩のこらない集まりをさり
げなく演出するのも楽しみのひとつ。これに新しい味わい
の小皿が加われば会話ももっと弾みます。手間いらず、で
もひとひねりのある缶詰はそんなときにとても重宝。フラン
スの老舗缶詰メーカー「ラ・ベル・イロワーズ」社のオイル
サーディンは、使えるレシピが次 と々浮かんでくる逸品ぞろ
いです。たとえばグリーンペッパーでアクセントをつけたさっ
ぱりオイルサーディンには、食べごろのブリーチーズを添えて。
ペッパーの辛みとチーズのまろやかな風味がぴったり。

レモンやにんじん、ピクル
スのスライス、白ワインと
一緒に漬け込んだマリネ
風のサーディンは、ガー
デンパーティにもうって
つけ。食べやすく切って
新鮮なグリーンサラダに混ぜ、大きなガラスのボウルに盛り
付ければ見た目も涼しげです。あるいはスペインの小皿料
理風にあしらうのも遊び心のあるアレンジ。メインのアイデ
ィアとしては、濃厚な香りがたまらないフランス産のバター
にからめたオイルサーディン。温めて食べるというコンセプト
がとても新鮮です。キッチンから流れてくるバターの香ばし
い匂いに、話に夢中だったゲストたちも吸い寄せられてしま
うかもしれません！
　その人らしいインテリア、ちょっとひねりの利いた小皿たち、
そして気のおけない友人たちが奏でるホームパーティーの
空気は、フランス語の「コンヴィヴィアリテ＝共に食べ、共
に楽しむ」という美しい言葉そのもの。初夏のパーティー、
あなたもひらいてみませんか？

フランスにいたころはあまりマルシェで買い物はしなかっ
たですね。一人で暮らしていましたし、職場で毎日2回はし
っかりと“まかない”が出たので、あまり買う必要もなかっ
たというのが正直なところです。（冷蔵庫も無かったしなー）
ただ一月に2回くらいは人数を集めてはワイン会と称して
飲み会みたいなことをやっていたので、その日に限っては、
日曜日なのに早起きして、買出しに出かけました。
マルシェの開かれる場所によって肉がおいしいとか野菜
が豊富とか、得意な内容が変わるので、わりと自宅に近い
バスチーユの朝市に肉！肉！！といいながら豚肉や羊を買
いに行くことがほとんどでした。
それでもあまり話し込まずに「これください」とか「少
しまけてくれませんか？」程度な会話で“さくさく”と買
って帰っていたように思います。
住んでいたころは毎日フランス語で話さなければならな
いし（当たり前の話ですが）なんか買い物くらいは自分で
勝手に選べるスーパーのほうが楽でいいや！みたいな感じ
で、“マルシェ”というあまりにもフランス的なシステムを
敬遠していたのかもしれません。
ところが最近、フランスに行くことがあると、なぜか気
になるのが、食べ物だけではない朝市で、パリではほとん
ど食べるもの中心なのですが、地方の朝市に行くと、木彫
りの飾りやら、かごやら、布などなかなかその辺のスーパ

ーなどでは手に入れる事とのできないフランスの日常を感
じることのできる商品に目移りしてしまうのです。
さらに「これはどこで採れたの？」とか、いろいろと話
すことによってコミュニケーションが楽しい買い物のシス
テムが無いとせっかく“フランスで買うのに！”と物足り
なく思えるのです。
たまには愛想の悪い店主に当たるのも、そこはフランス
なのでありますが、そんなこともいい思い出になるのか、
くらいの勢いで時間の許す限り話しかけて、商品の背景を
知る為にいろいろと会話をして、気に入ったものを探す事
こそがフランスならではの楽しみではと感じています。

ラスパイユ大通りの自然食市場 Marché Biologique 6区
vol.11

パリの日曜の朝、ゆっくりとカフェオレを飲んだら、マルシェへ行こう！サリュ・
ラ・フランスお勧め市場はRaspail大通りに立つMarché Biologique（マルシェ　ビオロ
ジック）。本誌の表紙でおなじみのパリのカメラマンYollikoさん御用達の市場がここ。

世界中を飛び回るハードな日々を支えているのは無農薬のお野菜たちなのです。（ちなみにYolliko
さんはマクロヴィオティック）食品の他に、石鹸、衣類など体にいいものがずらり。味噌、ワカ
メ、豆腐も。（日本食は体にいいってことですよねー。）
今日のお昼は、温野菜のサラダ、玄米ご飯、豆腐とワカメの味噌汁にしよう。
パリで食べる日本食・・・・至極のひと時です。
今号の表紙の美味しそうなお野菜はもちろん体にいいお野菜たちですよん。（S）

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。

佐藤陽一のワインなひと時
マルシェでお買い物vol.11

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/

地下鉄　RENNES駅前の「自然食市場」の旗。
市場の旗までお洒落なパリ。
（P１のYollikoさんの写真はこの市場です）

パリ
お宅
訪問
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仏蘭西倶楽部会員ご登録の皆様への
お詫びとご連絡

いつもサリュ・ラ・フランスを応援してくださり
ありがとうございます。
データ管理システムに予期せぬ障害がおこりまして、
ご登録データが消滅してしまった方がいらっしゃるこ
とが判明いたしました。
2008年1月より仏蘭西倶楽部インフォメーションがお手
元にとどいてない方は再度、ご登録のご連絡をいただ
けますようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますことをお許しください。

再登録係り
メール　info@salut-paris.com
ファックス 03-5488-7783
（お名前・ご連絡先・メールアドレスをお送りください）

何卒、ご理解ご協力をいただけますようよろしくお
願いいたします。

仏蘭西倶楽部

●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7月31日締め切り）

読者プレゼント

＊アクアメールバターサーディン 過熱専用

5名様（P9掲載）

＊（株）ミュゼカンペール柄ポーチ
2名様（P6.7掲載）

＊アールノーミックスオリーヴプロヴァンサル
250g 3名様（オリーヴドゥリュック提供）

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

vol.11
Sachiko KAIYAMA

シャンソン至上主義

“マドモアゼルトウフ”
vol.11

敵こそ、わが友～戦犯クラウス・
バルビーの３つの人生
～MON MEILLEUR ENNEMI～

私は16区のある界隈で、“マドモアゼルトウフ”と呼ばれていた。

パッシー広場には常設の市場がある。その周りには、肉屋、魚屋、八百屋、チーズ

屋、イタリア食材店、紅茶屋（パレ・ド・テ）、コーヒー屋…。

そして、なじみの中国雑貨店。店先には小さなガラスの冷蔵ケースがあり、もやし、

チンゲンサイ、春巻、豆腐がある。

『フランス語を話せるようになるまで、パリの日本人とは友達にならないぞ！！』と

頑固にも決めていた。パリだけがお友達の、渡仏したての私は日本人を遮断したく

せに、その反動で日本食がないと生きていけない体になっていた。

『半年でフランス語マスターするぞ』の勢いで多分人生における最大の集中と努力を

していた私にとって、荒めの木綿ごしのこの豆腐は至極の楽しみであり支えだった。

１６区は日本人が多い。それ故豆腐が売り切れという悲劇に見舞われることも度々。

ある時いつものように豆腐を一丁買って、お店のおじさんにお金を渡した。（彼はカ

ッパを黒くして、人相を悪くしたような顔をしている）その瞬間私の手を握り、ニ

タッと笑いながら「マドモアゼル、火曜日の３時に」と、言った。

『なにー、これはナンパかー！さすがフランス、愛の国だ。ひえー！』

事もあろうにおじさんは私の肩を抱き、耳元でささやく。

「マドモアゼル豆腐、火曜日だよ。火曜日の３時に。」

小さなガッツポーズをしておじさんは満足げに私を店の外へ押し出した。火曜日の

３時とは、豆腐の入荷日。豆腐がない時の私の落胆振りを見て、かわいそうに思っ

たおじさんは私に極秘情報を漏らしてくれたのだ。こうして、私は美味しい豆腐を

常備することができたのだ！その後モヤシの入荷日も知った私は、“マドモアゼルモ

ヤシ”という名前もいただく事になったのでした。メルシーおじさん！

パッシー駅近くのアパルトマンで湯豆腐を食べながら聞くピアフ。

ピアフはパリの何気ない日常を思い出させてくれます。

（なーんてカッコつけても湯豆腐ですからねー）

ＨＰ http://salut-paris.com/
フランス滞在のエッセーは今読んでも笑えます。私のHPで公開中。

７月銀座テアトルシネマ他にて公開
配給：バップ、ロングライド
宣伝：アルシネテラン
上映館詳細　www.teki-tomo.jp
トロント国際映画祭正式出品・サンセバスチャン
国際映画祭正式出品

監督：ケヴィン・マクドナルド「ラストキング・
オブ・スコットランド」「運命を分けたザイル」
「ブラック・セプテンバー・五輪テロの真実」（１
９９９年度アカデミー賞長編ドキュメンタリー映
画賞受賞）
2007年・フランス映画・１時間３０分

"J’attendrai”(待ちましょう)。「昼も夜もあなた
が来るのを私は待っているわ」というこのシャン
ソンが冒頭に流れる。ドイツの占領下だった時代、
フランスの人々はこの歌を歌って解放の日を待ち
望んだそうだ。戦犯として裁かれる裁判の席での
彼の最後の言葉が印象的だ。「レジダンスを尊敬し
ています。でも戦争でした。その戦争は終わりま
した。」
パリの語学学校の先生から「日本はどうしてドイ
ツの見方をしたのかレポートをまとめなさい。」と
いわれて途方にくれた10年以上前の事をふと思い
出した。
構成と音楽の使い方のうまさで、この重いテーマ
を感傷的にならずに、21世紀に生きる一人の人間
として自分の意見を考えることができた映画。

■内容
ヒトラーに心酔し、アンデス山脈に”第四帝国
“を夢見た、元ナチス親衛隊のクラウス・バルビー。
彼の３つの人生を検証し、戦後の裏面史を白日の
下にさらす。チェ・ゲバラやバルビー裁判の貴重
なアーカイブ映像と、バルビーの実娘やナチ・ハ
ンター等のインタビューが組み込まれているドキ
ュメンタリー映画。

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

©YALLA FILMS - WILD BUNCH - FRANCE 3 CINEMA. 

紹介します！vol.5 Je vous présente!

光タロー君　6ヶ月　
大宮市出身のフレンチブルドッグ

再び登場！
サリュ・ラ・フランス　デザイン部の貴公子
すねたり、甘えたり。
みんなあなたにメロメロです！

8月27日発売決定
愛の讃歌・バラ色の人生・群集・愛の言葉　他
●詳細は本誌次号にて

7月14日（月）
毎年恒例のピエールさんのパリ祭。

今年はSACHIKOが歌います。

豪華景品の当たるクイズもあります。

料金：10,500円
（コース料理とワイン飲み放題）

貝山幸子ニューアルバム『エディット・ピアフを歌う』

7月11日（金）
会場：ルピシア　自由が丘本店ティーサロン
料金：4500円／スタート：19時～／出演：貝山幸子
HP  http://www.lupicia.com
●ご予約・お問い合わせ 0120-95-3699 

ルピシアミュージックサロン
『ブルターニュディナーと

シャンソンの夕べ～仏蘭西茶会～』

本誌おなじみ、乃木坂のフレンチの名店

シェ・ピエールのパリ祭
美味しいフレンチとSACHIKOのシャンソン

〒107-0062 
東京都港区南青山1-23-10
TEL 03-3475-1400／定休日 月曜日
アクセス
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/

●ご予約・お問い合わせ


