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今できる事…



素顔のパリ
20区物語
vol.29 南仏編

のんびり過ごして
美味しいもの食べて元気になって
張り切って夏を乗り越えましょう！

１・マルセイユといえば、男らしい海の幸　　２・のんびりと外のテラスで冷たいロゼでも　　３・cavaillon のメロン（メロンで有名な町名）
４・ プロヴァンスの美しい景色　　５・小さなカフェ。バカンスだー！
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2 仏蘭西倶楽部
インタビュー
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インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰　貝山幸子

特別編

「これはただ事ではない。」地震直後、スタッフ全員ですぐに
近くの公園へ避難した。すべてのライフラインは途絶え、ま
るで終わることを知らないかのように揺れ続ける。幸運にも
フランスの家族とはその日のうちに連絡が取れたが、「すぐに
帰国して！」その後も家族や友達から心配の声が止むことは
なく、自分の国に帰る人も多い中、「仙台を離れる事は考えな
かった。」 フランス大使館と現地のフランス人をつなぐ重要な
役割を果たすこと、そしてアリアンスを再開させること…仙
台の街を夢中で奔走していた。ビルの安全確認が終わり、生
徒を迎える準備が整いかけた矢先に４月７日の大きな余震。

「全部やり直しになってしまいました。」多くの方にご支援を
いただきながら、ＧＷ明けにようやく開講し、福島教室も６
月に再開。アリアンスが無くなってしまうのではと不安に思っ
ていた生徒さんも多かった。「とにかくみんなに会えることが
嬉しかったです。大変な状況の中でもアリアンスと僕達のこ
とをみんなが心配してくれて、感動する事もたくさんあった。」
被害の程度に差はあるにせよ、殆どのスタッフ・生徒が被災
した。「こんな時だからこそ楽しいと感じられることが必要で、
それが東北復興の力になると信じ、フランスを楽しみや喜び
のひとつとしてくださる方がいる限り頑張っていこうと決め
ました。皆さんにアリアンスでフランスを楽しんでいただけ
るよう、これから講座やイベントをもっと充実させていきた
いです。東北のフランスとして、これからも東北とともに在
りたいと思います。」
ダミアンさんが日本に来たのは２００８年。インタビューは

全て日本語。「地震の後一番食べたかったのは美味しいお刺
身とお寿司だったんだ。あ、あとハンバーガーもね。」日本文
化に積極的に接しながらフランス文化を発信し続けるダミア
ンさん。「授業のほかにも楽しいイベントを企画しています。
是非足を運んでみてください！」

学長　ダミアン ロジェ・コカー さん

仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
〒 980-0014 仙台市青葉区本町 2-8-10-4 階・5 階
TEL 022-225-1475
contact@alliancefrancaise-sendai.org
http://alliancefrancaise-sendai.blogspot.com/

EVENT
■8月6日（土）
スペシャルワークショップ「シャンパーニュの夕べ」
会員・5,000 円　一般・5,500 円
■9 月 10 日（土）11（日）
第２１回定禅寺ストリートジャズフェスティバル
９月９日（金）
第２１回定禅寺ストリートジャズフェスティバル前夜祭
フランスからアーティスト『レミ・パノシアン・トリオ』
来日決定
■ 通年イベント
サロン・フランコジャポネ（第 2 土曜日）・
シネクラブ（第 3 土曜日）・シャンソン講座（第 3 土曜日）

仙台市の中心部に小さなフランス
“仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ”

Damien ROGER-COQUARD

2011 年３月 11 日を境に
私の故郷“宮城県”を取り巻く状況が一変しました。
元気な仙台をお伝えしたいという思いと、
長い間全国の方に関心を持ち続けていただきたい
という思いで仏蘭西倶楽部インタビュー特別編をお届します。



仙台の中心部青葉区一番町。近代的なビルに囲まれ 60
年以上の歴史がある昭和の空気を漂わせる壱弐参（いろ
は）横丁。仙台のパッサージュ。
仙台出身。２０歳になってすぐに渡仏。リヨン、ラギオー
ル、パリ、東京勤務を経て、昨年１２月仙台・壱弐参（い
ろは）横丁へ。オープン以来本格的な美味しいフランス
を親しみやすく提供するコンセプトが多くの層の支持を
受けて人気ビストロへ。
オープンして４カ月目の大震災でほとんどの皿とグラス
が割れてしまった。「近くに避難所指定のコミュニティー
センターがあったおかげで、壱弐参（いろは）横丁は次

の日から電気がついたから出
来る事はしようって思って。」
携帯充電をしたい人の為にお
店を解放し、コーヒーメーカー
でコーヒーを入れた。それか
ら、冷凍庫にストックしてあっ
た食材を電子レンジやカセッ
トコンロで調理して提供した。

「喜んでもらえる顔をみて元気
をもらいました。」電気とは対
照的に都市ガスの復旧には２
か月もかかり、ランチタイム
のみの営業を余儀なくされた。

「早く思いっきり料理がし
たかったけど、こういう
状況もある意味チャンス
かなって新しい料理を考
えたり結構楽しくしてま
した。壱弐参（いろは）
横丁って本当に面白いん
ですよ。地震にも以外に
強いってことがわかった
し。特別な事ってわけじゃ
なくて、ワイワイと楽し
く食べるフランス料理を
この場所から発信し続け
て行きたいですね。」愛と
元気があふれる店内は今
日も多くの人達の美味し
い笑顔が満ちています。

「壱弐参 ( いろは ) 横丁にフランスのお店を出すのが夢
だったの。」ＯＬや雑貨店勤務を経て念願の自分のお店
を持ったのが昨年の１月。「地震で全部くずれちゃうかと
思って慌てて外に出たけど、壱弐参 ( いろは ) 横丁全部
が地震に逆らわずにユラユラしてた。」被害は少なかった

が１週間はかなり落ち込ん
だ。とにかくお店に行かな
きゃって思ってお店に来た
ら友達が集まってきて「よ
かったー！生きてた。生き
てる！」って安否確認。２
週間後にお店を再開。「仙
台の街はまだまだ暗かった
けど、お店を開けてるとお
客さんが集まってきてくれ
るから元気をたくさんもら

いました。」お客さんや、友人、
家族の後押しもあって仙台出
身の友人の結婚式と新商品の
買い付けの為に５月に２週間
渡仏。東京の友人たちは自粛
で来なかった人も多かった。

「行ってよかった！心配してい
る友達たちに元気な姿を見せ
られたしね。」これからもずっ
とフランス雑貨を通して楽し
い事やドキドキする事を仙台
の人に伝えて行きたいな。

花の持つ力で少しでも多くの人が癒され元気になるお手
伝いができればと、避難所でのフラワーアレンジレッス
ンや、お花をプレゼントする活動をしている。会社員で
ある職場は女川町。自宅のある石巻から女川までの道は、
震災の被害が大きい地域。本来ならば美しい海辺の風景
を見ながらの通勤が３月１１日を境に信じられない光景を
見ながらの通勤に変わった。震災後しばらくの間、物資
の流通が途絶えて、亡くなった方へ手向けるお花さえ手
に入らなくなった。家族を亡くした方の為に、自宅に残っ
ていた花材をかき集めた。「私がフラワーセラピストとし

てやるべきことは、お花
を通じて、積極的に苦し
かったお話を聞き、共感
し、綺麗さを感じ得なが
ら、気持ちを楽にしてあ
げること、癒すこと。一
瞬でもいいんです、一輪
でも花をみて力を抜いた
柔らかい顔を取り戻して
いただくことですね」今だ多くの方が避難所で不便な生
活を送っている方も多い。「人と花を丸く繋ぐ『フラワー
ネックレス』と称して小さな避難所を中心にお邪魔して
いきたいと考えてます。私も皆さんから元気をいただい
て心の復興に努めます！！」

オーナーシェフ　渡邊 研亮 さん

MIHO SAITO さん

フラワーセラピスト 浅野美奈子 さん

「ビストロ・ココット」 フランス雑貨＆フレンチカルチャー
arrondissement アロンディスモン

「とにかくお花が大好きなんです。」

Watanabe Kensuke

arrondissement 　アロンディスモン
仙台市青葉区一番町 2-3-28  TEL/FAX 022-398-4779 
arrondissement90@gmail.com
http://arrt90.blogspot.com/

ビストロ ココット （BISTRO COCOTTES）
宮城県仙台市青葉区一番町 2-3-30
TEL 022-713-2383   bisutro.cocottes@gmail.com

（定休日　日・月）
11：30 ～ 14：00　ランチ
18：00 ～ 21：00　ディナータイム

MENU
テリーヌ　550 円
生ハムとブロッコリーのサラダ　650 円
若鶏のトマトクリームグラタン　880 円
クスクスとスープドポワソン　2,000 円 など

鶏もものコンフィ1,250 円

左　浅野さん
サリュ・ラ・フランス×ビストロ・ココット　

「カンペール陶器と楽しむ
　　　　　　ブルターニュディナー」

2011 年 9 月 10 日（土）
会費　5,000 円（ディナー＆飲み物付き）
開始　18：00 ～

サリュ・ラ・フランス編集人・貝山幸子と一緒に
仙台との姉妹都市レンヌや、パリの話しで盛り上がりましょう！
＊参加の皆様にはサリュ・ラ・フランスバックナンバーをプレゼント。
 
お問合せ・お申し込み
　E-mail  info@salut-paris.com
　TEL  080-3334-6061（仏蘭西倶楽部イベント専用）

“復興”というフランス語を刻印したシル
バーのボタンをモチーフにしたアクセサ
リーを復興支援の為に販売中。売り上げ
は全て義援金として寄付される。
金額：1,000 円

EVENT



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

カンペール陶器日本総代理店 株式会社ミュゼ

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。

ベルサイユ宮殿の畑を“王様の畑”っていうんだって。

私の家の畑は“王女様の畑”と呼ばれています。

お隣のムッシューは畑仕事が大好き。

「いつでも美味しいものが獲れるように面倒見てあげますよ。」

オホホホ。お言葉に甘えて、私は美味しいものが

出来た時に収穫するだけなのです。

「とってもお野菜美味しいですー」

「喜んでもらえると頑張りがいがあるなー。

王女様の畑をこれからも面倒を見させていただきます ！」

さあ、今年も美味しいお野菜ができましたー。

お庭でみんなでたべましょー。ボナペティ（いただきます）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（真乃ソロ）

割引は7月31日まで

プレーンボウル16cm
6,930円→15％ OFF 5,890円

プレーンボウル 16cm

“新鮮なお野菜を
　夏の器でいただく”

Photo : Katsumi MERA

フルリーブルー

Jardin d'été 
ジャルダン・デ・テ シリーズ
ピッチャー 1000cc 14,700 円
スクエアテーブルディッシュ 16,800 円
ソルト 5,250 円
ペッパー　 5,250 円
バタータブ 8cm　 7,875 円
プレ−ンボウル 16cm　 6,930 円

フルリー

アンリオ

ジャルダン・デ・テ

フルリーロゼ



ブルターニュの美味、
食卓を囲んで。

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

文・写真／渡辺敦子（（株）アクアメール）
フランスの美味しいものをお届けする㈱アクアメールの広報担当。

「ゲランドの塩やブルターニュの美味しいものを紹介するお仕事を始めたのは０１年。それからさまざ
まな方々と出会い、勉強をさせていただきました。ゲランドの塩の美味しさだけでなく、その背後に
ある長い歴史と文化を知っていただくことで、さらに魅力を感じていただけるのではと思っています。
ぜひ、次のフランス旅行はパリからブルターニュへ足を伸ばしてみてくださいね！ゲランドの塩がもっ
と好きになるはずです！」

ゲランドの塩・ブルターニュ産オイルサーディン各種

ブルターニュで出会ったさまざまな美味。
海に囲まれた地方だけあって、魚介類のおいしさは忘れがた
いものがあります。
ベロンの牡蠣のミルキーさ、海に沈む夕陽を見ながら食べた
スズキの塩釜焼き、きれいな薄いピンク色をしたクルヴェットと
いう小海老は、殻をむく手がとまらないほどのほどよい甘さ。
地中海のそれよりも濃厚でしっかりした味わいのスープ・ド・
ポワソンも晩秋のブルターニュの風景と記憶の中でおいしく溶
け合っています。

レストランの料理もすばらしいけれど、料理好きの友人のおう
ちでいただく手作り料理はやはりなにものにもかえがたいもの
です。

「ゲランドの塩を使ったスペシャ
リテをつくるよ」と何時間もか
けて腕をふるってくれたフラン
ソワのコース料理をご紹介しま
しょう。

前菜として登場したのは、直
径１５センチ以上あるホタテの
貝殻を使った野菜とホタテの
オーブン焼き。貝殻のまわり
をパン生地で囲んであるので、
焼きたてあつあつのパンの部
分をちぎりながら、中のホタテや野菜の蒸し焼きをいただきま

す。隠し味にコリアンダーの香りがふわりと。
立派な貝殻の下に敷き詰められているのはゲランドの灰色の
あら塩です。

楽しい会話に続き、メイン
はお魚のポワレ。ルジェと
いうひめじをこんがりと焼い
てあります。
黒いオリーブペースト、タ
プナードに入っているハー
ブが甘みのある白身魚に
爽やかさをプラスしています。添えてあるのはじゃがいも？と思
いきや根セロリの輪切り。ひと口ほおばるとセロリの独特の
香りがひろがります。メインディッシュの味付けは、タプナード、
オリーブオイル、そしてゲランド産のフルールドセル。素材は
どれも、市場で仕入れてきた新鮮なものばかり。前菜に使っ
たパン生地も、行きつけのブーランジェリーで焼く前の生地を
わけてもらってきたとか。

おもてなし料理上手なフランス人の食卓での楽しみ方は、人
生の楽しみ方にも通じるのですね。彼がメールの最後に添え
る言葉を皆さんにもお届けしましょう…

「今を楽しみなさい、１秒でも無駄にせずにね」！
こんなときだからこそ、身近にある美味しさを発見し、素敵な
人 と々時間をわかちあっていきたいですね。

「おいしいワインをどうやって探しているのですか？」と
たまに聞かれることがあります。「ネットで小まめに探
したり、参考になりそうな本を買って読んで探したりし
ているのに、なかなかおいしいのに当たらない」と、
ご質問を受ける事があるのです。実は私たち（ワイ
ン係）は料理人さんが朝早くの市場で新鮮な魚を選
ぶように、またおいしい野菜を探してその結果産直で
手に入れたりするように、とてもとても真剣に時間を
たっぷりかけてワインを探し続ける毎日を送っているの
です。そしておいしいワインが見つかっても今度は購
入価格や飲みごろを見極めなくてはいけません。これ
がなかなかに難しい。買ってすぐにおいしいはずが２
年ぐらいカーブで修行するワインもいれば、意外に早
飲みでやる気を見せたりと、そこいらのワインのもつ
個性を組み合わせて、店のワインの在庫の全体像を
作っていくのです。飲みごろのおいしいワインが適正
な価格で提供できるように、本日も探し続けます。

佐藤陽一のワインなひと時
ソムリエのワイン選び。vol.29

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/

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。 

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
http://www.franceclub.jp/

とにかく暑い！クリームたっぷりのアイスや、果汁たっぷりのソルベ（シャーベット）も
これだけ暑いと食べたくない！やっぱりかき氷が食べたい。１６区ミュエット駅のそばに見慣れ
た名前が。「ＹＡＭＡＺＡＫＩ」そう日本の山崎パンが出しているお菓子屋さんだ。
バナナロール、ショートケーキも日本の懐かしい味で美味。でも一番お薦めはかき氷。
１９９３年に初めて住んだ時からこの店はあったからかなり歴史が長いんだと思う。
オリジナルの抹茶シロップ、ふっくらとした小豆がたっぷりかかった宇治金時は日本で食べる
よりも美味しいかも。冷房も聞いている店内はオアシスですー！

住所：6 chausse de la Muette 75016 Paris　ＴＥＬ／01 40 50 19 19
月曜～土曜 8：00-19：30 　日曜、祝日 9：00-19：00
定休日：無休　（日本語可）

お屋敷街の「YAMAZAKI」パリ 
お宅
訪問



仙台・山形・盛岡・八戸・福島・那須塩原・東根の７か所に映画館を展開するフォーラムネットワークさん。本誌・サリュ・ラ・
フランスをロビーに設置してくださり、このコーナーで紹介した映画はほぼこちらで上映している、私の大好きな映画
館。震災後、宮城県内の巨大なシネコンは長い間閉鎖になっていた。仙台の街に地震の爪跡が生々しく残り食べるも
のにも不自由でまだ街が静まり返っていた震災１０日後。フォーラム仙台はいち早く上映を開始し、映画の持つ力強さ
と楽しさを教えてくれた。再開にあたって関係者の方々のご苦労は計り知れない。街に映画館が帰ってきた！死亡広告
や地震の辛い悲しい記事ばかりの新聞の中に上映案内が戻った。「平和な日々がきっと帰ってくるに違いない！」と希
望がわいてきた。あれっ、最近忘れていたかも。そうそう、映画館ってドキドキする場所なんだよね。これからも私達
の気持をドキドキさせる素敵な映画をたくさん上映してください。特にフランス映画をよろしくです。

東日本大震災復興キャンペーン　フォーラムネットワーク
http://forum-cinema.com/revive_touhoku/

「お気持ちお届けしますプロジェクト」ブログ
http://okimochiotodoke.salut-paris.com/

世界の映画人より心からのメッセージ
http://filmmakersforjapan.com/

頑張れ！フォーラムネットワーク！
映画館だから…今できる事

vol.29 “びくびくするの、やーめたー！えへっ！”

３月１１日は私を取り巻く環境を一瞬にして変えた。私は何が出来るんだろうか？私の歌なんてシャンソンなんて無力だ。
４月７日深夜、余震というには大きすぎる地震が来た。せっかく片づけた家の中はぐちゃぐちゃになり、又来るかもしれ
ないという不安に襲われながら眠れぬ夜を過ごした。結局その晩は大きな地震は来なかった。それでね、私は、なん
だか吹っ切れちゃいました。来るものはどうしようもないし、来るか来ないかわからないものにおびえるのはやめようって。
私の歌は無力だけど今まで歌を通して出会った多くの方達がいる。そこで「お気持ちお届けしまーすプロジェクト」を
立ち上げました。「何かしたい！」と思っている方にプレゼント物資をお願いして不自由なさっている方へお届けするプロ
ジェクトです。お陰様で全国の方のご協力をいただきまして、たくさんのプレゼントをおつなぎする事ができています。（石
巻・女川・気仙沼などへ）そこで、サリュの読者の皆様へお願いです。津波の被害で苦しんでいる多くの方の事をずっ
と気にかけてくださいね。そして、楽しい事はどんどんしましょう！最近私はかなり前向きな気持ちになってきまして、ガン
ガン歌おうって！！ 歌こそわが命…なんてねー。

特別編

●編集後記　早く穏やかな日常が全ての方に戻ってくるようにお祈りしております。（Ｓ）

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

● 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   〒 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。 （2011 年 8 月31 日締め切り）

株式会社ミュゼ　カンペール陶器　
ミニバターディッシ（３名様）
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本誌掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。

ナンシー市からの義援金２万ユーロ、ナンシー市と在住日本人が協力して行った 4 月と
6 月の『日本支援デー』( 手作りの栞や日本語での名前書き、手作りの和菓子等のス
タンド )さまざまな協会や学校による物品販売などで総額 3 万ユーロも集めることがで
きました。日本人手作りの募金箱をお店や美術館に市の支援で配置させてもらい、こ
ちらでは 2000 ユーロ以上も集まりました。
姉妹都市の金沢市を通してすでに第一弾が仙台市に送られました。これらのイベントは
秋以降もあります。
何より、遠く離れて何もできない事に無力感を感じていた在住日本人にナンシー市が
活動の場を与えてくれたことも有難いです。（ナンシー市在住・ベルエ教子）

仙台と姉妹都市のレンヌ市では、震災直後から義援金を市民に呼び掛けて今までに
２４７０００ユーロを仙台市役所へ送りました。多くの人が仙台の事を思い心配をし
てます。コンサートや展覧会などのイベントなどを企画してこれからも長い間日本で
困っている皆さんの為にできる事を呼び掛けて行きます。

（レンヌ在住・マリーアンドレ・ブリアン　姉妹都市協会仙台会長）
http://www.rennes-sendai.fr/category/actions-de-soutien/

プランタン銀座Ｂ１・フランス
で大人気の時計“ピエール・
ラニエ”では、パリ・奇跡のメ
ダイユ教会のメダルをチャーム
にして、売り上げは全て日本
赤十字社へ義援金として寄付
という取り組みをしています。

（タパック株式会社）
http://www.rakuten.co.jp/
france-seikatsu/

２９号（６月１０日発行）は諸事情により一カ月発行日が遅くなりました。
３０号３１号は合併号として９月下旬に創刊予定となります。何卒よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サリュ・ラ・フランス編集部

ナンシー市

レンヌ市
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。７年間パリでたくましく生活をしながら音楽探訪の日 を々送ったのち、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/

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント



ワインテイスティングノート
12cm × 21cm ／オールカラー／ 64 ページ
ISBN978-4903204048  定価 1,470 円

お買い求めは
「プラスオペラ」
「ル サロン ドゥ ミュゼ」
全国の書店
アマゾンなどで

A ４判／ソフトカバー／オールカラー
224 ページ／写真 230 点
ISBN4-944163-34-7 定価 5,040 円

【普及版】（写真左）

A ４判／ハードカバー／オールカラー
224 ページ／写真 230 点
ISBN4-944163-35-5 定価 6,615 円

【愛蔵版】（写真右）

オールカラー／ 303 ページ
価格未定

日本ではじめてのカンペールの本

佐藤陽一監修の新しいワインノートが出来ました。2冊組・60 本の味わいの想い出が書き込める
Maxivin（マクシヴァン）メソッドによる比較チャート付き
初めての人にもわかりやすい「記入見本」を別添しています

世界的なコレクターも存在するほど人気のカンペール陶器。古くブルター
ニュ地方のケルト文化を淵源としていることはあまり知られていません。
日本の安土桃山の陶芸にひかれて来日した著者が、ヨーロッパ陶器の中で
も異色のカンペール独特の味わいを語ります。彼女の永年の研究にくわえ、
より古くより良質の作品を求めて博物館や蒐集家を訪ね歩き、協力を得る
ことで本書は作られました。

2011 年この秋発売
ポールボキューズが
あなたのキッチンに

New


