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冬の過ごし方
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1・ルーヴル宮のカルーセルも華やか
2・パパノエル（サンタさん）と子供
3・ 12 月の風物詩。サパン（もみの木）が
      並びます
4・寄り添い歩く、寒いパリ
5・ 冬の八百屋さん
       ポワロー（西洋ネギ）美味しそうです
6・ ギャラリーラファイエットのクリスマス
7・何気ない冬の街角でも幻想的なパリ
8・ スケートリンクはいろんな所に出現します
9・ オイシソー
　  冬の定番のソーシッソン（ソーセージ）

素顔のパリ
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文・写真　髙野志津　（パリ在住）
FM 静岡の局アナを経て、仙台でフリーアナウン
サーになる。プロ野球・楽天イーグルス初代スタ
ジアムＤＪのほか、FM 仙台、NHK 仙台放送局で
キャスターを務めたのち、フランスへ移住。

冬のパリから
ボンジュール

シャンゼリゼ通りのイルミネーション

皆さんお元気ですか？サリュ・ラ・フランスに登場させていただくのは、実に 3 年ぶり。
今年の 4 月から結婚を機にパリに移住しました。主人とその家族と一緒に初めてクリスマスを
迎えます。どんなお料理を作ろうか、あれこれと悩み中です。さて、オフシーズンと
思われがちな冬のパリですが楽しみ方もたくさん！おすすめスポットをご紹介しましょう♪

パリの冬の風物詩シャンゼリゼ通りのイルミネー
ションが 3 年ぶりにリニューアル。３本のリング
がトリコロールやパープルに変わる昨年までの電
飾と比べると、よりクラシックな装いになりました。
200 本の木々に飾られた黄色い電球が、上に行く
につれて青白く変わっていく様は、グラスに立ち
上るシャンパンの泡のような美しさ。冬のパリの
マストプレイスです。2015 年 1月 7 日まで。

ピカソ美術館が5年ぶりにオープン！
5 年間の大規模な改修工事を経て、10 月 25 日に再オープン。（この日はピカソの誕生
日！）展示スペースは、改修前と比べて 2 倍以上。年代を追ってピカソの作品を見ら
れるようになった他、ピカソが生涯手放すことのなかった秘蔵品も展示されています。
ピカソ美術館の公式ホームページでチケットを予約してから訪れるのをおススメしま
す。（平日だからと油断し、予約しなかった私。寒空の中 1時間近く待たされました…）

冬のソルドにワクワク！
ソルドとはバーゲンの事。夏・冬の年２回のソルドは、政府により
日程が決められていることをご存じですか？各店一斉にスタートする
このソルドですが、2015 年は 1月 7 日から 2 月17 日まで。どこで
も大抵 30％～ 50％の値下げをしていますので「ソルドでしか洋服
を買わない！」というフランス人も。掘り出し物に出会えるかも！？



仏 蘭 西 倶 楽 部 的冬過ごし方の

美味しいものがたくさんのこの季節 !
外は寒いから、みんなで集まってホームパーティー
しましょうか。気の置けない仲間と過ごす
楽しいひと時で心も体もポッカポカ。

サリュ・ラ・フランス編集人　仏蘭西倶楽部主宰　貝山幸子

我らが大森先生が、またまた素晴らしい本を作ってくれ

ました。フランス家庭で食べる素顔のフレンチを 1 冊に !

食べたことのないお料理でも気軽に簡単に作れちゃう。

ホームパーティーに大活躍。フランス人が日常的に楽し

むベーシック・フレンチを一冊にまとめたレシピ集。

材料もプロセスもとってもシンプル & ナチュラル。

地方のチーズや基本のソースについての読物も充実。

素顔のフレンチパーティーしちゃいましょう !

ビストロ & ブラッスリーの定番料理
ベーシック・フレンチ
地方のおそうざいレシピ
大森由紀子 （著）
http://www.yukiko-omori-etre.com/
定価 :1,836 円（本体 1,700 円）
世界文化社

Event

フランスを熟知した大森由紀子先生と巡る船上パーティー。ガレッ
トロワコンクールで優勝した経歴を持つ「ビゴ東京」のガレット・デ・
ロワと共にビュッフェ料理とチーズ、シャンパン（Tarlant の大変
希少なキュヴェ、La Vigne d'Or）を堪能できるフランス尽くしの
クルージングイベント。パリと東京の最新お菓子 & パティシエ
事情のトークショーも開催 !

［お問い合わせ・ご予約］
event@frontier-roots.com　070-1254-8241（株式会社フロンティア）

2015 年 1 月 31日（土）13:00 〜
◆ 参加費 8,000 円（お二人参加割引　2 名 15,000 円）
◆ 場　所 フロンティアルーツ（乗船場所 : 朝潮小型船舶乗り場）
 大江戸線「勝どき」駅より徒歩約 5 分

大森由紀子とガレット・デ・ロワパーティー 

大森由紀子
学習院大学フランス文学科卒。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、田
舎や日常でつくられるダシをとらないフラン
スのお惣菜を雑誌、本、テレビなどを通して
紹介している。フランスの伝統 & 地方菓子
を伝える「ル・クラブ・ド・ラ・ガレット・デ・
ロワ」の理事、スイーツ甲子園審査員 & コー
ディネーターを務める。

いろんなレシピがあるけど、
すごーく簡単にするのが
仏蘭西倶楽部流。
耐熱皿に、オリーヴオイルを
塗り玉ねぎのスライスを敷く。
皮にフォークでプツプツ穴を
あけた鳥をのせる。
皮に白ワインかお酒を優しくし
みこませて、塩 & コショウ。（塩
はゲランドの塩がおすすめ）
あとは、オーブンにポン。鳥の

お腹に果物、野菜、お米を入れるレシピもあるけど、お好みで
なんでもいれちゃったら美味しいかも。様子をみて乾燥してる
ようだったら上からオリーブオイルをちょいとかけてまた焼く!
さっ、まずは挑戦 !! 美味しい鳥、お塩、ワイン…
美味しくないわけがないですー。

仏蘭西的パーティーの定番。
鳥のロースト 冬の定番ラクレット。フラ

ンス式 6 人用のラクレッ
トマシーンをゲット!（ネッ
トで簡単に探せます）
ラクレットチーズを溶け
やすい大きさにカット。マ
シーンの上ではパンや
ジャガイモを温めて下に
チーズを乗せます。
あつあつチーズをハム、
パン、ジャガイモなんか

にとろりとかける。フランスにこだわって、ラクレットチー
ズもフランス産を選ぼう。
キリリと冷えた白ワインと一緒にいただきまーす。

フェルミエネットショップ
フランスチーズが充実。少量からオーダーできます
http://shopping.fermier.co.jp/

いまラクレットに夢中です。

玉ねぎをスライスして水に 10 分位さらしてからお皿に盛
る。その上に、お好みのハム（生ハムとかロースハムとか

脂身があるほうが美味）を乗せてたっぷりとレモンを絞る。さー、これだけでとっても美味しい
サラダが出来上がり。お好みで塩コショウをパラりと。ポイントはたっぷりのレモン。老舗の福
生ハム（東京・福生市）の骨付きハムがおすすめ。他にもベーコンやソーセージも美味しいです !

福生ハムネットショップ　http://www.fussaham.com/

大森由紀子先生（フランス菓子 ･ 料理研究家）の最新本

「ベーシック・フレンチ
　　地方のおそうざいレシピ」

簡単オードブル。
冬でもパリのお花屋さんには色とりどりのお花がたくさん。
簡単にブーケにしてもらって手土産に。アペリティフに食べるように、
日本のお煎餅もいいかも。サラダ味とか、柿の種とか。

フランス人のホームパーティーにおよばれしたら

素顔のフレンチでパーティーしましょう。



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。 

サリュ・ラ・フランスに素敵なエッセーを連載してくださっ
ていたソムリエ佐藤陽一さんの最新本。料理に合うワインを
選ぶためのチャート付き。「買ったワインに合うおつまみ
レシピ」「達人流ワインテクニック」など、家飲みワインを
楽しくする情報も満載。ワイン初心者でもワインを語れちゃう。

簡潔にワインの全てがわかる素晴らしい本です。
日本を代表するソムリエ佐藤さんが“家飲み族”

の為に本を書いてくれるなんて感動。
佐藤さんありがとうございます！！
Merci mille fois!
この冬、ワンランク上の家飲みで
楽しみます！

いいワインショップを見つけて店員さんに質問して選ぶのが
好みのワインを近道と佐藤さんの本に書いてありました！
仏蘭西倶楽部 チーム仙台行きつけのショップ「錦本店」さんの
ソムリエ 小岩清高さんに聞く、ショップでの伝え方のポイント！ とても大事な要素です。ワイン

は価格の幅が広いので選定者に
よってかなり変わります。
リーズナブルな物でもハイクオ
リティなワインは多数あります。
価格帯で自分の好みを探すのも
楽しみの一つですね。

ワインをたっぷり飲んじゃいましょうか !
だって家飲みだもん !

NHK まる得マガジン MOOK
ソムリエ直伝　チャートで選べる
家飲みワインガイドブック
佐藤陽一 （著）
定価 : 本体 1000 円 + 税
B5 判並製　112 ページ
オールカラー
付録 :「はじめてのワイン表現マップ」

「ワインが選べる ! 料理チャート一覧表」

オリジナルの「ワインチャート」

「料理チャート」で、初心者でも

ワイン選びの基準ができる !

地酒 & 葡萄酒　錦本店
仙台市青葉区錦町一丁目 2-18
定禅寺ＨＩＬＬ -1 Ｆ
TEL 022-224-1411
http://www.nishikihonten.jp/

家飲みワインを買いに行こう！

最後に…
ワインに限らず酒類全般には
必ず造り手の努力と苦労があ
ります。酔うための酒ではな
く、ゆっくりと時間をかけ楽
しんで頂きたいと思います。

03 予算を伝える

02 味わいのイメージを伝える
自分の好みが明確なら問題ありませんが普段ワインを飲まない方には
難解かも知れません。その時は白ワインなら甘口か辛口と酸味の強弱。
赤ワインなら酸味とタンニン（渋み）の強弱。これで、店員は選定し
やすくなるので、好みのワインに近づく確率は高くなるでしょう。

ワインのタイプには限りがありますが

味わいは種類豊富です。

自分好みのワインを探すポイントをお伝えします！

錦本店ソムリエ
小岩清高さん

01 飲むシチュエーション
を伝える

小岩さんにワインを
セレクトしてもらうには

プランタン銀座からお引越し。
ピエール・ラニエの直営店が
銀座ファイブ 1階（有楽町寄り入口すぐ）

にオープン。

見ているだけでもワクワクするカラ
フルなラインアップ、2015 年の新
しい時を新しい時計で刻みませんか!
電池交換・ピエール・ラニエの時計
修理・WEB ご購入商品の受け取り
など、直営店だけのサービスとキャ
ンペーンも充実。

住所　中央区銀座 5-1　銀座ファイブ 1 階 ／ 電話　070-5019-8798

ピエール・ラニエ　http://www.tapak.co.jp/

読者
プレゼント オーバルフラワーウォッチの

ショコラカラーを 3 名様に
プレゼント !

お申し込みは最後のページへ！

パリっ子の定番ウォッチ
ピエール・ラニエ 銀座店が

ニューオープン !

『ディオールと私』
 2015 年３月、Bunkamura ル・シネマ他

全国順次ロードショー

©CIM Productions

世界を魅了する老舗ファッション・ブランド
クリスチャン・ディオールのオートクチュール
新しく就任したアーティスティック・ディレクター
ラフ・シモンズの初パリコレクションまでの 8 週間の舞台裏。
伝統ある輝かしいメゾンへ初めてカメラが入った。

伝統あるオートクチュールの世界の
裏側、モデルが着て歩く美しいドレ
スは職人のチームワークで出来上が
る、とっても人間らしい世界。パリ
の何気ない風景、ディオールのアト
リエの中にパリらしい風景が凝縮している。
最高のチームワークでおりなす上質な舞台の裏側。高価な美しい
オートクチュールのドレスなのに、こんなにも身近に感じるなんて
不思議な感覚。美しいドレスも堪能しながら最後はディオールの
皆さんと一緒に涙がポロリ。とっても心が温まる素敵な映画です。

監督：フレデリック・チェン（ダイアナ・ヴリーランド 伝説のファッショニスタ）
出演：ラフ・シモンズ、Dior アトリエスタッフほか
2014 年／フランス／ DCP ／ビスタサイズ／ 90 分／仏語・英語
日本語字幕：古田由紀子　

トライベッカ映画祭（オープニング作品）
シアトル国際映画祭（審査員特別賞）・ミドルバーグ映画祭（観客賞）

シドニー映画祭　ワルシャワ映画祭他正式出品

©CIM Productions



　今回は彫刻作品のご紹介です。まずはノエ
ルにちなんで聖母像から。モンマルトルのサン・
ピエール教会にある、『モンマルトルの聖母マ
リア』です。このマリア様は「美の聖母」「芸
術家の守護聖女」「平和の女王」とも呼ばれて
います。太古の昔からその信仰はあったのです

が、1789 年の大革命時に像が破壊され、それ以来 1942 年まで、忘れられた存在でした。ところが
ガジ＝イグナ・ギレイ（1900‐1975 年）という絵描きが、この像を復元させ、信仰を復活させた
のです。一体どうやって？というのにはミステリーが残りますが、彼はローマ法王とも正式に面会し

ています。画家なのですが、とにかくマリア像の復
元に 15 年をも費やしたおかげで、大成することはな
く、極貧のボヘミアン人生を送りました。ガジはとて
もミステリアスな人物で、出自はクリミアの貴族。そ
れになんと、ジンギス・カンの末裔なのだそう。とこ
ろでこのマリア様、本当に美しい。そしてどことなく
色っぽいのです。
　もう一つ、モンマルトルの観光名所になっている
彫像があります。ジャン・マレーが制作した『壁抜
け男』です。『壁抜け男』はマルセル・エーメの短編
小説のタイトルですが、その名の通り、壁を抜ける
ことのできるある男の奇妙な物語。小説のクライマッ
クスは、まさにこの像のある場所で展開します。そし
て現実にそこに住んでいたのはエーメその人です。
ジャン・マレー（1913‐1998 年）は、『美女と野獣』

（ジャン・コクトー監督）などで有名な映画俳優です
が、晩年は彫刻に取り組んでいました。彼もモンマ
ルトルをこよなく愛し、住処の一としたのですが（像

のある広場のごく近隣に住んでいました）、こ
の像にこめた思いがどんなに深いか、モデル
となった人物を知れば歴然とします。顔は
エーメで、手はコクトーなのです。奇想天外
な二人の作家に捧げられたオマージュなので
すね。

その4

モンマルトルの芸術家

神秘と不思議の彫刻像

文・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）

ガジ『モンマルトルの聖母マリア』
（サン・ピエール教会はサクレ・クール寺院の西隣に
ある古い教会です）

ジャン・マレー『壁抜け男』
（小説家の住んでいたところは今ではその名をとって「マル
セル・エーメ広場」となりました。観光客にも人気のスポッ
トです）

マダム高橋 Moi-Même のサイト● http://moimeme-paris .com/

フランス発 Moi-Même
マダム高橋がお届けする

「ピアフが生涯守り神とした聖テレーズのメダイ」
アクセサリー
1873 年にノルマンディ地方の町リジューに生まれ、修道女として 24 歳の短
い人生を終えたテレーズ。「すべての罪人のために祈り、神の慈悲に自分を捧
げること」を天命と信じ、病人治癒の為に祈ったある聖人に感銘を受け「わた
しもバラの雨を降らせて人々を救います」と誓いました。後に自伝『ある魂の
物語』が出版。これは聖書の次に多くの言語で翻訳されている書物で、「小さ
な白い花の春の物語」という副題がついています。これを読んだたくさんの人
がテレーズに祈り、奇跡が世界中で起きました。『バラの雨』という題の、
7 巻 3000 ページにわたる奇跡の治癒例も出版されています。テレーズの遺志
はかなえられ、今も人々は彼女に祈り続けているのです。

読者プレゼント
プレゼント（3 名様）「聖女テレーズのバラの指輪」

ペンダントヘッドにも使えます。バラは 2枚重なっていて、文字や肖像が
彫られています。（写真：左上）お申し込みは最後のページへ！



●編集後記　佐藤陽一さんの家飲みワインの本はバイブルになりそう！もちろん今夜もワインです。（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
	 	 有限会社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。
　	（2014 年 2月28日締め切り）
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2015年 Tu connais
プロジェクト始動！

Numéro 1 UNAGI

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。

ラインアップ がま口ポーチ（縦14cm×横18cm）
	 小銭入れ・長財布・名刺入れ・ペンケース・etc

商品のお問い合わせ	 info@salut-paris.com
	 070-6953-2266（Tu	connais）

プラスオペラ　新宿区西新宿 3-20-2　東京オペラシティ内 1階
（京王新線 初台駅連結）TEL：03-5353-0567

UNAGI 
取扱店

＊数年前パリのマレ地区で大人気！
＊ 運気が〝うなぎ昇りになる "と言われる
　ラッキーアイテム
＊ 持っているだけでワクワクとテンションが

上がります（Tu connaisスタッフ全員の意見です）

私は冬によく野菜スープを作る。ジャガイモ、ニンジ
ン、季節の野菜をコンソメでコトコト。柔らかくなった
らハンドミキサーでピュレにして、牛乳を入れてのばし
たり、ちょっとオリーヴオイルをたらしてパンにつけて
食べる。野菜スープを飲むとデモテープのレコーディン
グを思い出す。パリに滞在して６年目を迎えた時、よう
やく私の心を揺さぶるミュージャンに出会った。アコー
ディオンのヴィヴィアンヌとヴァイオリンのフランソワ。
二人は MAM というデュオで活動して、たまたま目にし
たチラシをみて直感で夜中の 11 時から始まるシャトレ
近くの小さなジャズバーのライヴに行ったのが出会い
だ。二人の演奏を聞きながら体中が熱くなった。「やっ
と見つけたーー！」翌日のライヴにも足を運び、自分の
資料を持っていって一緒に音楽がやりたいという事を伝

える。今考えると、無謀な行動だ。服部良一作曲の日本
の曲にフランス語の歌詞をつけて歌うデモテープを作る
事がその時の私の目的。何故服部良一？パリでシャンソ
ンに圧倒され、一生の仕事にしようと決めた時に日本人
である私が歌う日本の歌をまずは探そうと思ったのが
きっかけだった。シャンソンが成熟した時代の日本の音
楽は私の心をとらえた。「東京ブギウギ・蘇州夜曲・山
寺の和尚さん…」これらの楽曲にパリの色を乗せたデモ
テープを作りたかった。MAM の二人は「OK! じゃっ、
一緒にやろう。予算が無いんだったら家に来ない？泊
まってもいいよ。スタジオ代わりになるから。」パリ郊外
の二人の家に泊まり込んで、音作りを始めた。その時、
ヴィヴィアンヌが作ってくれたのが野菜スープ。リハー
サルしている間に、コトコト煮込み魔法のような素早さ
で食卓に出してくれた。寒い地下のスタジオから暖かい
食卓へ。熱々の野菜スープを食べて私たちの距離が近く
なっていった。「絶対日本で一緒に演奏できるように私
頑張るから！」まだ MAM を日本に呼べてないけど、私
達の思いは続いている。2015 年今年こそは、パリの素
顔を音に乗せて、MAM と共に、日本の皆さんへお届け
したいと思う貝山幸子でございます。がんばれー！私！

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

●日　時　2015 年 3 月 10 日（火）開場 16：30 ／開演 17：00
●入場料 　8,000 円　会場 有楽町朝日ホール（マリオン）
●お問い合わせ・予約　TEL03-3571-4417（シャンソニエ蛙たち）
　（サリュ・ラ・フランスで見たとおっしゃってください）

シャンソニエ蛙たち創業50周年記念コンサート
貝山幸子も出演します！

銀座のシャンソンの老舗、
蛙たちのスペシャルコンサート
スペシャルゲスト　安奈 淳　他、
シャンソン界を代表する歌手たちの
歌声をお楽しみください。

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.4 思い出の野菜スープ



仏蘭西倶楽部セレクション
France Club Selection

皆さーん！
会津のホワイトアスパラ知ってますか？
2015 年 仏蘭西倶楽部は
会津のホワイト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。
2015年 1月～6月まで、仏蘭西倶楽部は
会津のホワイトアスパラを発信し続けます！

1月半ばから、
初獲れホワイトアスパラが楽しめます
現在、すくすく成長中！

1 月半ば～収穫が始まります。
初物アスパラを白ワインと一緒にいかがですか。
レストラン、お料理教室、ご家庭で、
2015 年日本で一番早くホワイトアスパラを
食べてみませんか？

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（必ず仏蘭西倶楽部とお伝えください）

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　有限会社キャトルヴァンアン

2015年初獲りホワイトアスパラ

1kg（約40～50本・M～2Lサイズまで混合）

 　　　　　　　　　3,800 円 （税込・送料込）

　　　　　　　　　　　（2 月15 日注文まで有効）

ホワイトアスパラ簡単レシピ付き。

柔らかく濃厚な美味しいホワイトアスパラをお楽しみください。

獲りたてを大切に梱包して送付いたします。

シェアして買うのもおすすめ！素顔のフランスを食卓に！

素顔のフランス
家庭料理にはかかせない
季節の味。

昭和 30 年代から
会津に根付いたアスパラ栽培。
会津のアスパラは歴史ありです。

＊1月半ばから収穫状況により随時発送させていただきます。

＊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。

　お申し込みの際はお名前・ご住所・電話番号・ご注文数 をお伝えください。

お楽しみ 
セット

仏蘭西倶楽部だけの

スペシャルプライス ！


