
Paris

France
Rennes

ピアフとバルバラを中心に愛の歌とパリの面白話。
フランスの美味しさを感じながら、
SACHIKOワールドをお楽しみください。

［出　演］

貝山 幸子  ヴォーカル
白土、庸介  ギター

［ドリンクセレクト］
錦本店・小岩清高
（日本ソムリエ協会認定ソムリエ）

ワインorノンアルコール

25日（月） 19：00～22日（金）・23日（土）・25日（月） 
11：00～18：00

仏蘭西歌会恋物語 シャンソン
～愛を語り歌う

貝山幸子ライヴエクスポジッション ～インスピレーション・アールヌーヴォー
グラスペイント

September25ArtStudio 認定講師

鎌田順子
アクセサリーデザイナー

emi

美味しく・楽しく・フランスを感じる 5月
ブルターニュの美味しさ &フランス映画 &

フランス大好きな仲間たち

2015
in 仙台

仙台市とレンヌ市は 2017 年に
姉妹都市提携 50周年を迎えます。

♪

キーワードはフランス !
一緒に美味しく楽しく
ドキドキしましょう !
たっぷりフランスを
楽しみましょう

3,500円（ドリンク&ミニフード付き）¥

全11箇所の
会場にて期間中
盛りだくさんの
イベントを開催

新緑の美しい 5月。
仙台の街にフランスの風が吹く !

2015.5.7（木）～6.4（木）

ご予約・お問合せ TEL. 070-6953-2266（仏蘭西倶楽部イベント直通ダイヤル）　
メール info@salut-paris.com 　［仏蘭西倶楽部HP］http：//salutlafrance.jp/

祭フランス
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カフェ &プティマルシェ　1 1：00～ 18：00

2015.5.22（金）、23（土）、25（月）
プティマルシェ &カフェ &イベントサロン

会場 アクテデュース
http://acteduce.com/
仙台市青葉区大町1-1-15
大町川村ビル4F

フ
フランスの初

夏の美味しさ

ホワイトアス
パラ (会津産

)

を思いっきり
味わいましょ

う。

ホワイトアス
パラ(会津産)

asperge
 b lanche

ゲスト
食材

19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に
開花したアール・ヌーヴォー～Art Nouveauから
インスピレーションを受けてのフランスにゆかりのある
二人の作家のコラボレーション作品と一般展示



今話題のラクレットをフランス
式&1コインで!ランチにもお
やつにもOK。ホワイトアスパ
ラジェラート&キッシュ&お菓
子&ドリンク などなど、フラン
スの美味しさをお試しください。

カフェ

ブルターニュ地方の名産品（ゲ
ランドの塩、ボルティエバター、
カンペール陶器）、フランスの
美味しさ　会津ホワイトアス
パラ、お菓子、コンフィチュー
ル、オリーヴなどなど気軽にお
楽しみいただけるフランスを！

プティ
マルシェ

アメリカ出身のフランス料理
人を講師に迎えて、ホワイト
アスパラの調理法やそのほか
の料理のレクチャーと試食。

錦本店・小岩清高（日本ソムリエ協会認定ソムリエ）セレクトのさまざまな
タイプのワインをテイスティングしながら、ワインの開け方、
テイスティングの仕方、ワインの選び方を聞いちゃいましょう!

フランス祭の為に、スペシャルなジャムが登場！
＊ホワイトアスパラジャム  etc・・・

Confi ture Saisonnière salz（ザルツ）
× 仏蘭西倶楽部

［ゲストスピーカー］リヴィオ・ギョーム氏
アリアンスフランセーズ仙台教務主任。
カンペール市出身のギョーム先生のカンペール
&ブルターニュの素顔に触れるお話 !

22日（金） 19：00～

23日（土） 15：00～18：00（開催時間中お好きな時間にお越しください）

フランスの素顔の料理レクチャー＆ディナーパーティ
ホワイトアスパラをカンペール陶器で楽しむ

ワインテイスティング&
　　目からうろこのワインあるある

3,500円（料理&ドリンク）¥

1,000円（ワインテイスティング　3種類+おつまみ付き）¥

仏蘭西倶楽部×
フォーラム仙台×仙台日仏協会
アリアンスフランセーズ・仙台
特別上映会

「ディオールと私」
特別上映会

［トークイベント］
仏蘭西倶楽部・シャンソン歌手　貝山幸子
アリアンスフランセーズ・仙台院長

グレゴリ・デュメン
アロンディスモン　Miho Saito
［ワインサービス］
錦本店ソムリエ・小岩清高

フォーラム仙台
●TEL　022-728-7866
●住所　仙台市青葉区木町通2-1-33
http://forum-movie.net/sendai/index.html

ご予約・お問い合わせ

7日（木）
19：00～

ファシュタ
美味しいお料理とこだわりのショップでファンが多い素敵なお店。カスレ、
クスクス、フロマージュなどフランスを感じるメニューも豊富。ゲランドの塩、
オリーヴなど、フランス食材のプチマルシェ開催。
パリを感じる素敵なテラスでディナーを！

●TEL　022-346-8929
●住所　 仙台市青葉区大町1丁目4-10
http://forsta.petit.cc/

店舗情報

アスパラ特別メニュー食べられます!

12日（火）

ー

25日（月）

季節の果物、野菜を使ったジェラート。
フランス祭の為に、ホワイトアスパラ
ジェラート、ゲランドの塩のジェラートを!

ホワイトアスパラ販売（毎週木曜日入荷）
＊ 会津産ホワイトアスパラの収穫が
終了するまで（6月半ばころ）

●TEL　022-302-6595 
●住所　仙台市青葉区本町3丁目2-4
●営業時間　11：00～19：00 
●定休日　月曜日
http：//patisseriesglaceskisetsu.com/ 

●TEL　022-211-9683 
●住所　仙台市青葉区木町通1-6-24

店舗情報

店舗情報

KISETSU　

クロワッサンの店

優しいお菓子で大人気のエピス。
ホワイトアスパラ&ゲランドの塩を
使ったスペシャルなお菓子。

●TEL　090-1377-9573 
●住所　仙台市青葉区上杉3-6-11
http：//blog.livedoor.jp/epice_cake/

店舗情報

パティスリー  エピス
22・23・25日アクテデュースにても販売

22・23・25日アクテデュースにても販売

人気メニュー
アボガドのチーズ
グラタン

©CIM Productions

映画上映後にトークイベント&ワインサービス
¥
会場 フォーラム仙台

前売り券 1,600円
当 日 券 2,500円

オレゴンのコルドンブルー料理学校で学び、American grill cafeでスーシェフとして
勤務。日本では、二本松市のチーズケーキ専門店「風花」でパティシエとしてオリジ
ナルケーキの開発等に関わる。福島在住。

アレックス・トッドブラッド

カフェ&プティマルシェ  1 1：00～ 18：00

2015.5.22（金）、23（土）、25（月）

会場
アクテデュース

会場 アクテデュース

会場 アクテデュース

http://acteduce.com/
仙台市青葉区大町 1-1-15 大町川村ビル 4F

地酒&葡萄酒　錦本店
気軽に飲めるフランスワインも充実。
ワインと一緒に楽しめる、美味しいオリーヴ！

●TEL　022-224-1411
●住所　 仙台市青葉区錦町一丁目2-18定禅寺

HILL-1F
●営業時間　11：00 - 20：00
●定休日　日祝
http://www.nishikihonten.com/

店舗情報

ソムリエ
小岩さん
セレクト

会期中 フランス食品&フランス雑貨の
フランスフェア開催

●TEL　022-379-5003 
●住所　仙台市泉区館6-14-8
●営業時間　火～金　11：00 - 17：30
　　　　　  土・日・祭　11：00 - 17：00 
●定休日　月曜日

店舗情報

フランス食品&雑貨 販売
インテリア雑貨 ポートランド



ヴェルニサージュ（前夜祭）
～Exposision de accessoire★emi
emi作品展を記念しての前夜祭。フランスではイベントの前にいつも行われる
ヴェルニサージュ。Cy店主村上氏がアレンジの特別フレンチプレートのおつまみ&
ワインで 気軽にふらりとアペリティフ～食前酒！ ワイン500円～。みんな集まれー

（一般展示販売あり）

19：00～
14日（木）

Exposision de accessoire★emi

ジュエリーデザイナーemiの
作品展示&ショップ　開催
［プロフィール］emi～横山絵美
武蔵野美術大学卒・パリ帰国後、日本宝飾クラフト学院、
アトリエ・ド・オールを経て独立。現在、日本ジュエリー
デザイナー協会会員・有限会社モンベルテ取締役

Exposition開催中、
Muguetのパリの
エスプリのきいた
限定ブーケを
販売いたします！

15日（金）

・

16日（土）

Atelier de accessoire★emi
pendantif "bla bla"

手作りチャームネックレスを作るワークショップを行います!
簡単に作れますので気軽に手ぶらでご参加ください!

［15日・16日（両日）］〈クラス1〉14：00～ 16：00〈クラス2〉18：00～ 20：00

15・16日
開催

会場 アロンディスモン

3,000円（材料費込み・お茶付）参加費¥

会場 アロンディスモン

ブルターニュの名品・
ボルティエバター、フランス
のソーセージ・ソーシッソン、
美味しいワインとおつまみ
で楽しいアペリティフ。
プチマルシェでは、フランス
の美味しさが並びます。

墨画家  一関恵美 作品展示
パリ・Cernuschi 美術館に作品が収蔵されている墨画家 Emi Ichinoseki
フランスをイメージする作品展示

プチマルシェ&アペリティフ

フランス雑貨の店
アロンディスモン

beauty book & coffee

Cy

仏蘭西倶楽部×フォーラム仙台×仙台日仏協会
アリアンスフランセーズ・仙台　特別上映会

「間奏曲はパリで」特別上映会
［トークイベント・素顔のパリ］
仏蘭西倶楽部・シャンソン歌手　貝山幸子
アリアンスフランセーズ・仙台院長

グレゴリ・デュメン
［ワインサービス］
錦本店ソムリエ・小岩清高

フォーラム仙台
●TEL　022-728-7866　●住所　仙台市青葉区木町通2-1-33
http://forum-movie.net/sendai/index.html

ご予約・お問い合わせ

28日（木）
19：00～

ビストロココット
14日～6月4日まで、ホワイト
アスパラを使用した特別メニュー!!

●TEL　022-713-2383
●住所　 仙台市青葉区一番町2-3-30 壱弐参横丁

店舗情報

●TEL　022-713-2383
●住所　 青葉区大町2-9-22-1F
●営業時間　11：00～22：00
http：//arrt90.blogspot.jp/

店舗情報

14日（木）

ー

6月4日（木）

すべてのご予約・お問合せ

TEL.070-6953-2266
メール info@salut-paris.com 
＊店舗イベントの詳細は各会場へ直接お問い合わせいただけます。

［仏蘭西倶楽部HP］http：//salutlafrance.jp/

6月4日
開催
「ブルターニュ料理」の夕べ
渡辺シェフによる特別コース。
毎回すぐに満席になる大人気
ディナーイベントです。

・ブルターニュ特別料理
・錦本店ソムリエ小岩セレクトの
　   ワイン&ミニワインレクチャー

［ナビゲーター］貝山幸子
（仏蘭西倶楽部主宰&シャンソン歌手）5,000円（税込）会　費¥

映画上映後にトークイベント&ワインサービス

会場 アロンディスモン・Cy

12日（火）～30日（土）

イベント
アイコン 食事

♪ コンサート

アルコール

ショッピング
ワークショップ
映画上映

「素顔のブルターニュ」をテーマに、アトリエデリス（蔵王）
佐々木シェフのスペシャルお料理&ワインをいただきながら
楽しいひと時を。
［ナビゲーター］貝山幸子　　　

23日（土） 19：00～
ビュッフェパーティー
4,000円（料理&ドリンク）¥

ピアフとバルバラを中心に愛の歌とパリの面白話。
フランスの美味しさを感じながら、
SACHIKOワールドをお楽しみください。

貝山 幸子　ヴォーカル
白土、庸介　ギター

［出　演］

25日（月） 19：00～

仏蘭西歌会恋物語  シャンソン～愛を語り歌う
貝山幸子ライヴ

♪
3,500円
（ドリンク&ミニフード付き）
¥

［プロフィール］貝山 幸子
シャンソン歌手・仏蘭西倶楽部主宰。7年間で
パリで過ごす。ベルギー録音のアルバム“月を
噛む”、故郷仙台の“青葉城恋唄”をフランス語
でリリース。“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。講演、イベントプロ
デュース、執筆など素顔のパリを発信している。
http://salut-paris.com/

EL CIRO～エルシロ

フランス式パーティー　セ・ラ・フェット

白に統一された素敵なお店。美しくおいしいお料理と
ワインで話題のお店。12日～25日、ホワイトアスパラを
使ったスペシャルメニュー&フランスワインを楽しめます。

白で統一されたエルシロの店内はまるでパリのアパルトマン。
素敵なテラスで夕暮れ時のアペリティフはまるでニース。
美味しいワインと気軽なフレンチで楽しもう。
フランス語が飛び交うかも…！
素顔のフランスが楽しめるスペシャルメニュー！
スーパーギタリスト・白土

、
庸介のサプライズコンサート 付

ワイン・500円～ お料理・300円～

［ナビゲーター］ 貝山幸子

展示

会場 アクテデュース

会場 アクテデュース

会場 アクテデュース

●TEL　022-226-7134
●住所　 仙台市青葉区本町2-16-15中村ビル地下３階

店舗情報

アスパラ特別メニュー食べられます!

会場 EL CIRO～エルシロ

仏蘭西倶楽部
イベント直通ダイヤル

会場 フォーラム仙台
¥ 前売り券 1,600円 ／ 当 日 券 2,500円

12日（火）

ー

30日（土）

24日（日）
17：00～
22：00

アスパラ特別メニュー食べられます!

仙台初登場
ボルティエ
バター販売！

みんな
集まれー！

19：00～



主催　サリュ・レンヌの会 ／ 共催　仏蘭西倶楽部 ／ 協賛　シーアイエー株式会社・ボーレザンサロン
後援　仙台市・（公財）仙台観光国際協会・仙台日仏協会アリアンスフランセーズ・仙台

受注生産でブルターニュの工房から
直接仙台へ。

有塩・燻製塩・レモンオリーヴ・唐辛子の４種類
有塩 1,620円・｠ フレーバー３種 1,900円

フランスの初夏の美味しさ
ホワイトアスパラ（会津産）も販売！

ブルターニュの名品
ボルティエバター

ホワイトアスパラ(会津産 )

仙台&レンヌ姉妹都市 50周年に向けて
サリュ・レンヌの会を2000年に発足してから、レンヌ市姉妹都市協会と共にレンヌと仙台で様々なイベントを開催してきました。

国際交流はお互いの文化を知る事が第一歩です。音楽、食、映画を通してフランス文化に触れて多くの方に

ドキドキわくわくしていただけたら幸いです。2017年の姉妹都市提携50周年を多くの皆さんに知っていただきたい思いを込めて。

私の思いに賛同し、力を貸してくれたたくさんの仲間たちへ感謝を込めて。さあ、楽しく美味しくフランスを楽しみましょう！

総合プロデュース   貝山幸子 (サリュレンヌの会代表・シャンソン歌手 )

ご予約・お問合せ TEL.070-6953-2266（仏蘭西倶楽部イベント直通ダイヤル）　
メール info@salut-paris.com 　［仏蘭西倶楽部HP］http：//salutlafrance.jp/

仙台初登場フランス祭特別価格

配布先／日本全国のフランス好きの方がいるところ
発行元／仏蘭西倶楽部　
〒 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内）
HP  http://salutlafrance.jp/　  E-mail   info@salut-paris.com

シャンソン歌手貝山幸子が編集人です。7年間の
パリでの生活で感じたフランスの空気をお伝えしています。

「日仏文化交流サロン」ボーレザンプロジェクト
国際都市広島で体感する、パリ＆フランス

ボーレザン サロン
営業時間　10：00～ 19：00（水曜定休日）
TEL.082-247-5815 　　E-mail  info@beaux-raisins.com
広島県広島市中区大手町2-5-18 

ボーレザンプロジェクト　公式HP

www.beaux-raisins.com/

ボーレザンサロンは仏蘭西倶楽部の活動を応援しています。

プティ
マルシェ

11：00～ 18：00

5.22（金）、23（土）、25（月）

会場 アクテデュース

mietteの
ホワイトアスパラ
キッシュ
サクサクの
美味しさ

パリでも大人気ラッキーアイテムUNAGI

奇跡のメダイユアクセサリー

●Confi ture Saisonnière salz ジャム
●ソーシッソン（フランス産ソーセージ）
●リュックさんのオリーヴ
●ゲランドの塩&オイルサーディン
●フランス産ドライフルーツ　etc.....

●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（仙台フランス祭とお伝えください）

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・株式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

●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、
 仙台フランス祭とお伝えください。
●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。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！

仏蘭西倶楽部特別
キャンペーン価格
1kg  3,800円（税込）お任せサイズ（L～3L混合）

ご贈答用にもいかがですか！

キャンペーン受付
 5月末日まで100ｇ

増量中！

１kg毎に

アスパラ1kg
イメージ


