美食、
マナー、
ファッション、
そして

美白と保湿を１本で

美白しながらしっかり保湿がで
きる。肌にハリや弾力も与える。
ジェミーネフェルタリ ホワイト
ニングエッセンス P『美容液 』
医薬部外品 30㎖ 9720円

1日の汚れをオフ

ナールスゲンに加え、ジュベ
ルベンペプチドを配合。さら
に泡がキメ細かくなって、よ
りしっとりと洗い上がる。ジ
ェミーチェンジ Wウォッシュ
ホワイト『洗顔料』
（泡立て
ネット付）125g 6264円

さん

クリスタルジェミー 代表取締役
「美白の女神」

中島香里
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化粧品を開発し続ける中島香里さんにとって、“芸術の都”パリは、
感性を刺激される街。毎年パリを訪れる中島さんが、
とっておきの最新情報をお届けします。

高級ブランドが集合する
華やかな老舗 デパート

私にとってパリは
英気を養う場所なんです

美容液 成分98.6%。9役の効果
があり、美白マッサージやパック、
ボディーケアまでこれでOK! チェ
ンジ カオリホワイト 薬用ホワイ
トジュエリー『美容液クリーム』
医薬部外品 50g 8000円

ギャラリー・ラファイエット・
パリ・オスマン

オペラ座近く、オスマン通りにある1893
年創業の老舗高級デパート。建物は1912
年建設当時のまま残っており、豪華な内
装も必見。この店オリジナルのカシミヤ
ニットを愛用する中島さん。
「着ごこちが
いいので他の色も買いに来ました」
。
40 Boulevard Haussmann 75009
http://haussmann.galerieslafayette.com

パリジェンヌも
憧れる元祖
スーパーモデルの店

カフェ・ドゥ・ロム

‘15年にリニューアルオープンした人類博物館内にある
カフェ。エッフェル塔を正面に臨む最高のロケーション
で、晴れた日は外のテラス席が人気。
「絶景のフォトス
ポット！ ランチもおいしかったです」
17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016
https://www.cafedelhomme.com

相手 を気遣う心 や礼儀 ……
日本 人とフランス人は似ていますね

９役かなえる最新美白

アルチザンの心意気…

イネス・ドゥ・ラ・フレサンジュ

エコール・ドゥ・ラ・
クルトワジー・エ・
デュ・プロトコル

シャネルのミューズなどトップモデル
として活躍し、フランス女性のファッ
ションアイコン的存在のイネスのシ
ョップ。彼女がデザインした服や雑
貨、アクセサリーに加え、お気に入り
の食品までこだわりが揃う。

元外交官夫人で貴族の家系出身の
マダム、ジュヌィエーヴ・ダンジャン
スタンさんが自宅で開催するマナー
教室。大人の教養としての礼儀作
法やテーブルマナーなどを教えてく
れる。観光客向けのコースも。

24 rue de Grenelle 75007
http://inesdelafressange.fr

22 rue de Vaugirard 75006
http://www.la-courtoisie.com
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大人の女性が魅力的な街

「初めてのパリは 年ほど前。
母と２人で訪れました」
。当時
も今も、街行くパリジェンヌ
たちが、おしゃれの秘訣を教
えてくれると中島さんは話し
ます。
「パリの女性はとっても
おしゃれ。たとえば、毛皮に
もデニムにも、シンプルなシ
ャネルのバッグを合わせると
か、みんな自分のスタイルを
持っているんです。 代にな
っても、 代になってもパリの
女性はとっても素敵で、ワン
ランク上のおしゃれを教えて
くれるんですよ」（中島さん）
。
今回の旅で出会ったマナー
教室のフランス人マダム、ジ
ュヌイエーヴ・ダンジャンス
タンさんは、大人の女性の魅
力についてこう語ります。「成
熟した女性の魅力は“自由で
あること”
。周囲に流されず、
自分のスタイルを持った女性
は自由で活気に満ちていま
す。年齢にとらわれるよりも、
その人が輝いているかが大切
です。教養のある文化的な女
性は、いくつになっても老い
ることはないんですよ」
。
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繊細な色彩感覚に
感動しました！

この旅の
おいしい発見でした

ジャック・ジュナン

パリに2店 舗を構える名 店。
「こんなおいしいチョコレート
ボンボンは初めて！ マンゴー
のキャラメルも最高」
。中島さ
んは連日足を運び、2日目にジ
ャックさんと遭遇。ひとつひと
つ手作業で作る様子を特別
に見学させてもらいました。

ボディーも
しっかりUVケア

ボディー用も頼れるSPF
50＋に進化。ジェミーネ
フェルタリ 薬用ボディ
ミルクUV50『からだ用
日焼け止め乳液』医薬
部 外 品 60g SPF50＋
PA＋＋＋＋ 4968円

これはダ○ミーです①こ
れはダ○ミーです②これ
はダ○ミーです③これは
ダ○ミーです④これはダ
○ミーです⑤これはダ○
ミーです⑥これはダ○ミ

ショコラティエ

ジャック・ジュナンさん

僕にとって
花は
“人生と愛”

“天才”と呼び名の高い手仕
事にこだわるショコラティエ。

フローリスト

ジル・シエグさん

祖母の生花店を受け継い
でフローリストに。フラン
スの国家職人賞（M.O.F）
を取得。東京や京都で指
導することも。

姿に
こだわりを貫く
共感しました！

パッサージュ 53

昨年オープンした本格的な英国式
ティーサロン。注文後、1杯ずつ目の
前で丁寧にお茶を淹れる。この日の
おすすめは中国南部のお茶。スコー
ンなど素朴なスイーツともマッチ。

「昨年来て、あまりのおいし
さにまた来よう！って決めて
いました」と、中島さんが教
えてくれた店。19世紀から残
るパッサージュ
（アーケード）
内にあり、重すぎない芸術
的なフレンチが大人気。

5 rue de Condé 75006
https://www.the-ritoires.com

考古学者が探し求めた
究極のお茶

おいしい
お茶を求めて
旅をします

メゾン・ボーフレール

ジルさんのこだわりは花材の質。丁
寧に育てる生産者から仕入れる花
はみずみずしい。
「ここの花は元気。
ジルさんのアレンジのセンスがまた
素敵！」と花束を贈られた中島さん。
4 rue Lobineau 75006
https://www.maisonbeaufrere.fr

で出会っ た

ミシュランで星獲得のシェフ、ショコラティエ、フローリスト…。
中島さんが今回の旅で出会ったのは、素晴らしいものを追求する
ことにこだわった一流の職人たち。その心意気は、中島さんの妥
協を許さないものづくりの姿勢と共鳴するものがありました。

テ・リトワール

さらに落ちにくく、白浮き
しにくくなった。ジェミー
ネフェルタリ 薬用UVホ
ワイト 50『 顔 用日焼け
止め乳液 』医薬部外品
30 ㎖ SPF50＋ PA＋＋
＋＋ 5076円

これはダ○ミーです
①これはダ○ミーで

133 rue de Turenne 75003
http://jacquesgenin.fr

本店のサロン・ド・テの
ミルフィーユも絶品

SPF50＋に
パワーアップ！

予約が困難な
日本人シェフの店

53 Passage des
Panoramas 75002
https://www.passage53.com

これはダ○ミーです
①これはダ○ミーで

これはダ○ミーです①こ
れはダ○ミーです②これ
はダ○ミーです③これは
ダ○ミーです④これはダ
○ミーです⑤これはダ○
ミーです⑥これはダ○ミ

品切れにもなった
美白化粧水

濃厚なのにさらりとし
た使い心地。夏もおす
すめ。
ジェミーネフェル
タリ 薬用美白ローシ
ョン『化粧水』医薬部
外品 120㎖ 6480円

ル・クラランスの内装は
貴族のお屋敷のようで
息をのむ美しさ。このゴ
ージャスさに負けじと輝
く中島さんの肌は、日々
のお手入れの賜物。

日本の食材を使った独創的フレンチ

新進気鋭のシェフが作るパン
ティエリー・マルクス・
ラ・ブーランジュリー

ミシュラン2つ星シェフ、ティエリー・
マルクス氏の昨年オープンしたブー
ランジェリー（パン店）
。
「ホテルの
朝食がこちらのパンで本当におい
しいの」
。大きなブリオッシュは、外
はサクサク、中はふんわり。日本の
『銀座プレイス』にも出店。
51 rue de Laborde 75008
http://www.
thierrymarxlaboulangerie.com

お茶ソムリエ

ブーランジェ

アルノー・
バシュランさん

●●●●●●●●●さん

ル・クラランス

ブーランジェリーの総シェフを務める。

考古学者で世界中を巡
っておいしいお茶を収
集。田舎で小さな生産
者が丁寧に作るシンプ
ルな茶葉を好む。

昆布など も
食材
海
北 道の す
し
愛用 ま
シェフ

佐藤伸一さん

北海道出身。2000年
にパリに渡り星付き
店で修行。わずか2年
で2つ星シェフに。フ
ランスでは日本人初。

は
小麦粉
すべて
ニック
オーガ

貴族の大邸宅を改装したミシュ
ランの２つ星レストラン。シェ
フは、クラシックなフレンチに、
日本の食材を融合した独創的
な料理を生み出すことで有名。
ソムリエコンクール優勝者のア
ントワン・ペトリュス氏とのタッ
グも注目されている。
31 Avenue Franklin Delano
Roosevelt 75008
http://www.le-clarence.paris

“料理は引き算”
と、
日本人に
教わったんだ
シェフ

クリストフ・ペレさん

パリの人気店『ラ・ビガ
ラード』を経て、今年の
ミシュランで２つ星を獲
得。日本の食 材を使っ
た斬新でアイディア溢れ
る料理に定評がある。

煌めくエッフェル塔の下
セーヌ川をナイトクルーズ

中島さんが

で見つ けた最新アイテム

お気に入りの
板チョコ

中島さんはパリでも休むことなく、街へと元気に繰り出します。今何が流行っているのか
ブティックをチェックしたり、ワインやチーズなどおいしいものを探したり…。

大統領官邸御用達の極上チーズ
が
カカオ75%
！
いちばん好き

マリー＝アンヌ・カンタン
ヨット・ド・パリ

最後はラグジュアリーな
船でディナーを味わい
ながら、ナイトクルーズ
へ。
「見て！ エッフェル
塔のこんな近くを通るん
ですよ！」と中島さん。船
は輝く塔の麓をゆっくり
通過。約3時間かけてセ
ーヌ川を渡る。

エッフェル塔の
夜景も素敵！

10 bis du quai
Henri IV 75004
http://www.
yachtsdeparis.fr

美容液のような
驚きのファンデーション

ひと塗りで透明感のある肌に。
チェンジ カオリホワイト サプ
ライズファンデCC『ファンデ
ーション』28g SPF37 PA＋＋
＋ 6264円

ひとつで８役の時短コスメ

ナールスゲン配合で
肌にハリが。チェン
ジ カオリホワイト オ
ールインワンジュエ
リー『美容液クリー
ム』50g 7884円

日焼けした後の
集中ケアに

マダムの趣味で統一された食器雑貨店
オー・バン・マリー

59 Boulevard Raspail 75006
https://www.aubainmarie.fr

12 rue du Champ de
Mars 75007
https://www.cantin.fr

至福のオーダーメイドスパ

約8000種類のワインが並ぶ

昨年オープンした5つ星ホテル『オテ
ル・ル・ロック』に併設されたエステ。
天然成分で作ったオイルやヴァーム
で、その人の肌に合わせたオーダーメ
イドの施術を行う。
「美意識の高いパ
リではどんな施術が人気か、話題の
エステを毎回試しています」

パリでいちばん美しいといわれるパッサ
ージュ“ギャラリー・ヴィヴィエンヌ”の
中にある。1880年 創 業 で、店 内には 約
8000種類ものワインをストック。店内に
はワインバーもあり、軽食をつまみながら
ワインの試飲もできる。

スパ・コダージュ

保湿、UV対策、化粧下地の3役。
肌のキメを整え、なめらかな肌に
仕上がる。ジェミーネフェルタリ
ベースクリームUV『ベースクリー
ム』25g SPF17 PA＋ 5832円

気になるシミやそば
かすに叩き込むよう
に使って。ジェミーネ
フェルタリ 薬用ホワ
イトスポッツ『 薬 用
美 容 液 』医 薬 部 外
品 30㎖ 9936円

いろいろ
試食させて
もらいました!

西洋美術に詳しく、料理ジャーナリストでもあるマダム、
オード・クレモンさんが始めた雑貨店。自身でデザイン、
製作したオリジナルの器に加え、アンティークの食器や
雑貨なども取り扱う。

メイクのノリもアップ！

泥状パックで透明感アップ

洗顔で落としきれない汚れを吸着し、肌が
ワントーン明るくなる。クリスタルジェミー
クレイパック『パック』160g 5184円

幸運の
とんぼ柄
シンボル
を購入!
ス
ラ
グ
の

1950年創業。父の後を継いだ
マリー・アンヌ＝カンタンさん
が経営。ナチュラル系からハー
ド系まで約160種類のチーズが
並ぶ。マリー・アンヌさんが作
るまろやかな風味のバターも人
気。
「長期熟成された“コンテ”
というチーズが美味でした」

Le Roch Hotel&Spa 28
rue Saint-Roch 75001
https://www.leroch-hotel.com

ルグラン フィーユ・エ・フィス

ル・ショコラ・アラン・デュカス・
マニュファクチュール・ア・パリ

「この75％の板チョコをリピートして
います。ナッツやフルーツがびっしり
なの！」
。料理界の巨匠と名高いアラ
ン・デュカス氏のショコラティエ。ペ
ルーなど11か国から厳選したカカオ豆
を仕入れ、自家焙煎して作るチョコレ
ートは隣接する工房で作られる。
40 rue de la Roquette 75011
http://www.alain-ducasse.com

天然の植物で作る
“美容薬局”
香りの
薬屋さん
みたい

1 rue de la Banque 75002
http://www.caves-legrand.com

肌がザラついて
きたら

肌を柔らかく整え、な
めらかにうるおう。ジ
ェミーチェンジ ナイ
トA『クリーム状美容
液』30㎖１万800円

フリーダイヤル

9：00 ～ 20：00（年末年始休） FAX. 03-3403-4474（24時間受付、年中無休）

ビュリー

1803年創業の老舗香水メゾン。100年以上前の伝統的な香水の
手法や技術を現代に復活させた。香水はアルコール不使用。オイ
ルの専門家が肌のトラブルや体調に合わせて天然のベジタブルオ
イルを選んでくれる。4月に東京・代官山にもオープン。
6 rue Bonaparte 75006

セレブも通う
本格日本そば

円

そば打ち歴20年の桜井●●さんは、
「パリで
も日本人においしいと認められるそばを打ち
たい」と、日本と同じ軟水を使い、材料を空
輸で仕入れ、そば粉を石うすで挽く本格派。
パリの著名人からも愛される隠れた名店。
22 rue Saint-Benoît 75006
http://www.yen-paris.fr

石うすで
ひいてる本格派
撮影／高柳 茂（中島さん）
、本誌・横田紋子、黒石あみ（商品） パリコーディネート／木戸美由紀 デザイン／鹿島一寛 取材・文／岸 綾香

https://www.buly1803.com

パリでもラーメンブーム!
こだわりラーメン

「日本の味が恋しくなったら
ラーメンへ」と中島さん。ここ
は地元の人で大賑わいの店。
オーナーは日本のラーメン通
のフランス人で、旨みが効い
た鶏ベースのスープ、コシの
ある麺にこだわりが光る。
29 rue Mazarine 75006
http://www.
kodawari-ramen.com

人気の
“地鶏黒ゴマ
ニンニクラーメン”

