オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方
セールス・マニュアル
ワイン & ガストロノミー
2019 年 4 月

オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方観光局 – ワイン＆ガストロノミー・セールスマニュアル – 2019 年 4 月

Page 1

目 次
1. オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方のワイン産地概要

Page 3

数字で見るワインツーリズム

Page 3

マップ

Page 4

2. 主なワイン醸造所、セラー、ワイン関連施設

Page 5

ボージョレ地方

Page 5

ローヌ渓谷

Page 8

サヴォワ地方

Page 13

その他に訪れたいワイン産地

Page 14

3. 「ワイン産地と発見」認定ラベル

Page 17

4. ワイン醸造家 / ワイン観光ガイド、現地手配会社

Page 20

5. 交通手段、トランスファー

Page 24

6. 注目したいガストロノミー

Page 25

オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方、国内最大の AOC チーズ産地

Page 25

ガストロノミーを楽しむ有名施設

Page 26

リヨン国際美食館、美食の谷観光ルート

Page 27

多くの星付きレストランが集まるデスティネーション

Page 27

7. 料理講座、お菓子作り講座

Page 29

8. ワイン、グルメをテーマにした祭り、フェスティバル

Page 31

9. リヨンと近郊のワイン産地にある宿泊施設（付録参照）

Page 36

10. インフォメーション・便利なお問い合わせ先

Page 36

* このセールスマニュアル内にご紹介するサプライヤーは海外からのお客様の受け入れ態勢の整った所のみを厳選して
おります。

オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方観光局 – ワイン＆ガストロノミー・セールスマニュアル – 2019 年 4 月 

Page 2

1. オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方のワイン産地概要
アルプスからプロヴァンスに至るまで、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方は非常に多様な土壌からなる地域です。
高い山々の頂き、緑が生い茂る平原、大きな湖、ラベンダー畑。これらは我が地方に独特な風景を創り出しています。
太陽がブドウ畑に燦々と降り注ぐ一方で、豊かな土壌はブドウに必要なすべてのミネラルを届け、これらがワインに
芳しいアロマを生み出すのに重要な役割を果たしています。こうした自然の恵みのお蔭で、当地方で生産されるワイ
ンは世界で高く評価されています。オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方の中心にあるリヨンは、ボージョレ地方、ロー
ヌ渓谷、サヴォワ地方という 3 大ワイン産地を訪れる玄関口であり、リヨンが世界に知られた美食の都であるのもこ
れらのブドウ畑のお蔭と言ってもいいでしょう。地方には、コート・デュ・ローヌ、ボージョレ、サヴォワ・ワイン、
コトー・デュ・リヨネ、ビュジェ・ワイン、ディオア・ワイン、コート・ロアネーズ、コート・デュ・フォレ、コート・
ドヴェルニュ、サン・プルサン・ワインからなる 10 のワイン産地があり、43 の原産地保護呼称（AOP）ワイン生産
地区があります。 ブドウ畑が連なるワイン街道沿いでは、情熱をもったワインの造り手や有名な醸造家が、訪れる人
にノウハウや知識を伝え、テイスティングに誘っています！ブドウ畑、ブドウ品種、醸造法、ワインの格付けなどワ
インに関する知識を包括的に学びたい方は、
アモー・デュブッフ（ボージョレ）
、
シャプティエ社のテイスティングスクー
ルやラ・カーヴ・ドゥ・タン（コート・デュ・ローヌ）
、ワイン施設ネオヴィヌム（アルデーシュ）など、一般公開さ
れているワイン施設に是非足をお運び下さい。地方内の 7 地域は観光ラベル「ワイン産地と発見」に認定されており、
ワイン観光をスムーズに楽しめる受入体制が整っています。観光客が最も良い条件のもとでワイン発見の機会を持て
るよう、ブドウ栽培農家、宿泊施設、レストラン、文化施設、その他の各団体が協力し、力を注いでいます。
数字で見るオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方のワインツーリズム ：

• 43 の原産地呼称保護（AOP）ワイン ‐ 出典：国立原産地名称研究所統計（2016 年）
• 12 の地理的表示保護ワイン（IGP）‐ 出典：国立原産地名称研究所統計（2016 年）
• 5 200 のブドウ栽培に特化したプロ業者 ‐ 出典：フランス農業省統計（2010 年）
• 憲章、ラベル認定により質の高い受入れを保証する 400 のワインセラー ‐ 出典：ワイン生産者間組合
• 観光ラベル「ワイン産地と発見」に認定された 10 のデスティネーション（フランス全土に 67 地区）– 出典：
アトゥー・フランス統計
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2. 主なワイン醸造所、セラー、ワインに関する施設
ボージョレ地方 BEAUJOLAIS
丘陵地帯のワイン畑、ボージョレは寛大で力強いワイン、なだらかな丘と丘の上の小さな村々の独特な景観が訪れる
人を魅了してやみません。代表的なブドウ品種のガメイは 12 のワインを生み、その内有名なクリュはモルゴン、フルー
リー、ジュリエナ、ブルイィ、シルーブルなどです。
シャトー・ドゥ・ジュリエナ Château de Julienas
アペラシオン「ジュリエナ」地区に 40 ヘクタールのブドウ畑を所有するドメーヌで、シャトー周辺に広がるブドウ畑
は日当たり抜群。フランソワの息子ティエリーは家族経営の当ドメーヌの 5 代目にあたります。ブドウ畑とセラーの
ガイド付見学を実施しているほか（要予約）、フォルクスワーゲン・コンビでめぐるプライベートツアー＆車内テイス
ティングも開催。
www.chateaudejulienas.com
ル・アモー・デュブッフ Le Hameau Duboeuf（ボージョレ）
ボージョレの帝王と謳われる醸造家ジョルジュ・デュブッフが運営するブドウとワインのテーマパーク。ロマネシュ・
トラン駅前にあり、ボージョレに来たら必ずしや立ち寄りたい博物館です。館内ではワイン造りの工程が分かり易く
展示され、寛いだ雰囲気が演出されて、大人から子供まで楽しめるテイスティングを実施しています。楽しい活き活
きした雰囲気の中でブドウとワインの驚くような歴史を学び、ワイン輸送の歴史を発見しましょう。香りの庭ではワ
インそのものが産む自然な匂いを知り、その後、スケールの大きい醸造室を見学しましょう。ワインについて学び、
楽しみ、新たな発見をし、試飲に挑戦する。併設ブティックとレストランがあります。
www.hameauduvin.com
シャトー・ドゥ・ジャヴェルナン Château de Javernand
シャトー・ドゥ・ジャヴェルナンは 1917 年から代々受け継がれてきた家族経営のワイン醸造所で、シルーブルのブ
ドウ畑にある保存状態の良い 19 世紀の城館と、ヴォールト天井が美しい大セラーをビジターに公開しています。大き
なテラスからはソーヌ渓谷が見渡せます。見学、
テイスティングの他、
事前予約によりブドウ栽培農家の人々とピクニッ
クが可能です。
www.javernand.com
シャトー・デュ・ブール Château du Bourg
シャトー・デュ・ブールは、フルーリーのブドウ畑の麓に佇む 18 世紀～ 19 世紀に建てられた古い大きな城館で、オー
ナーのドゥニ・マトレイが 1900 年スタイルのビストロにビジターを温かく招き入れ、ドメーヌのワインを試飲させ
てくれます。
www.chateau-du-bourg.com
ドメーヌ・ジェラール・ブリソン
リヨンからオータンのローマ街道沿いにあるヴィリエ・モルゴン村に、AOC ワイン、モルゴンを生産する土地を所有
する家族です。ジェラールと彼の息子が 18 世紀のアーチ型カーヴでワインテイスティングを提供します。フランスの
クラシックカー、シトローエン 2CV でワイン畑やその周辺観光も楽しめます。英語、ドイツ語可。日曜休み。2019
年新情報：ワイン＆チーズテイスティング
www.gerard-brisson.com
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シャトー・ドゥ・ベルヴュー Château de Bellevue
シャトー・ドゥ・ベルヴューでは各テロワールの個性に配慮し、精度の高い技術で醸造されたクリュ・ボージョレの
多様性に触れることができます。創業は 18 世紀で、認定を受けた樹齢 100 年超のブドウの木を数多く抱えています。
静かでくつろげるペンションも併設。
www.chateau-bellevue.fr
シャトー・ドゥ・ヴァレンヌ Château de Varennes
1809 年にカンシエで創業した家族経営のワイナリーで、そのノウハウは 10 世代以上にわたって引き継がれてきまし
た。シャトー周辺に広がる丘の真南に面した斜面に 20 ヘクタールのブドウ畑を所有しています。ブドウ畑とセラーの
ガイド付見学、テイスティング、食事が楽しめます（要予約）
。
www.chateaudevarennes.eu
シャトー・ドゥ・ピゼのワイン博物館 L’Oenothèque du Château de Pizay（ローヌ県）
フランス初のワイン＆感覚のミュージアム
ボージョレ地方サン・ジャン・ダルディエールに 2016 年夏、ブドウと感覚をテーマにしたワイン博物館がオープン
しました。シャトー・ドゥ・ピゼの敷地内にあり、見学スペースは 300 平米、ワイン醸造に関する 8 つの展示アトリ
エを設け、ブドウの果実がワインとなってグラスに注がれるまでを楽しく学べます。アトリエでは、ワインの色、ア
ロマ、味わい、ワインの酸味と渋み成分タンニンの相互作用、アロマと味わいの違い、ブドウ畑の下草の手入れ、ワ
インの熟成といったことをクイズ式に解説しています。見学の中間で休憩を兼ねて、シャトーとワイン生産の歴史を
振り返ったビデオ鑑賞をお愉しみ下さい。後半 2 つのアトリエではいよいよワインを使った内容になり、最後に 1 階
の「発見とテイスティング」スペースで、全アトリエで学んだ知識を応用しながらテイスティングを楽しみます。
http://www.chateau-pizay.com/fr/oenotheque.php#oenotheque.php
シャトー・ティヴァン Château Thivin
オドナとブルイィ山の中間にある小さなワイン醸造所で、その歴史は 14 世紀に遡ります。ジョフレイ家が 1878 年か
ら代々シャトーを経営しており、ブルイィ AOC ワイン、ボージョレ・ワインを生産しています。英語とドイツ語で見
学が可能です。
www.chateau-thivin.com
シャトー・ドゥ・モンムラ Château de Montmelas
もともとはボージュー領主家が狩りの際に使用していたモンムラ城は、まるで中世のお伽噺の中に出てきそうな美し
い城館です。1566 年から同じ家族が城を所有しており、ソーヌ川を見下ろすように佇んでいます。ボージョレ・ワイ
ンとボージョレ・ヴィラージュワインを生産しています。お問い合わせ： デルフィーヌ・ダルクール
Mrs Delphine D’Harcourt +33（0）474673294
www.chateau-montmelas.com
シャトー・ドゥ・ビュッファヴァン Château de Buffavent
ドゥニセにあるシャトー・ドゥ・ビュッファヴァンは、17 世紀から続くブドウ栽培農家が所有する 20 ヘクタールの
ブドウ園です。アーチ型のポーチは、美しい中庭に続いており、周囲をワイン蔵と美しい邸宅が囲んでいます。邸宅
2 階部分はペンション
（客室数 3）
となっており、
宿泊が可能です。経営者夫婦がワインに対する情熱を分かち合い、
シャ
トーで造られたワインを試飲させてくれます。
www.buffavent.com
ドメーヌ・デュ・モン・ヴェリエ Domaine du Mont Verrier
17 世紀にまでさかのぼるワインづくりのノウハウを持つドメーヌ。今日、アペラシオン「ボージョレ」地区の中央と
ブルゴーニュ地方南部にあるワインの産地、サン・ジュリアンに 40 ヘクタールのブドウ畑を抱えています。
www.domaine-montverrier.com
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シャトー・ドゥ・プラヴァン Château de Pravins
ブラセにあるルネサンス様式の城館を構えるシャトー。2010 年 7 月よりオーガニックワインの生産を開始し、2013
年に公式にオーガニック認証ラベル
「AB」
を取得しました。見学の最後に、
修復されたセラーでボージョレのオーガニッ
クワインをいくつかテイスティングできます。
www.chateaudepravins.com
ドメーヌ・ジャン＝ジャック・ペール Domaine Jean-Jacques Paire
テルナンで 1600 年からブドウ園を構え、4 世紀に渡りワインを造る家族経営のワイン醸造所です。ワイン博物館も併
設しています。
www.paire.fr
ドメーヌ・デ・パンプル・ドール Domaine des Pampres d’Or
サン・ジェルマン・ニュエルのピエール・ドール地区にあるドメーヌで、ワインへの愛を分かち合おうと人々を歓迎
しています。ボージョレの赤、白、ロゼ、ロゼ・スパークリング、遅摘みワインの直売を行っているほか、見学やテ
イスティングもできます。
https://www.vignoble-perras.fr
ドメーヌ・デ・ヴィーニュ・ドート Domaine des Vignes d’Hôtes
バニョルにある黄金に輝く石造りのセラーでオーナーのジャン＝ポールが訪問者を歓待し、白、赤、ロゼ、ロゼ・スパー
クリングの各ワインのほか、ブルゴーニュの白ワインやブドウの果汁を紹介します。
www.jpgrillet.com

ボージョレの新しい観光の仕方！
モビルボード・ボージョレ Mobilboard Beaujolais：
セグウェイに乗り専属ガイドとワイン畑を散策！ボージョレワインと地方への熱い愛を共有しましょう。
http://www.mobilboard.com/villefranche-beaujolais
ワイン製造家と訪れるボージョレとグルメ・ピクニックの一日：
オーベルジュ・クロッシュメール Auberge de Clochemerle を出発し、
ワイン製造家のジャン = リュックとボージョ
レを発見する一日観光です。彼の生の声でワイン製造家としての毎日の感動を聞け、オーベルジュが用意するグル
メ・ピクニックに舌鼓を打ち、帰り道に味わったワインについてうんちくを言いながら帰る、じっくりボージョレ
に浸れる一日になることでしょう。
http://www.aubergedeclochemerle.fr
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ローヌ渓谷 THE RHONE VALLEY
コート・ロティ、サン・ジョゼフ、クローズ・エルミタージュ、コルナス…2000 年前、ローヌ渓谷は特級ワインの畑
を生み出しました。豊で様々な顔を見せるこの美しい景観はワインツーリズムの面でも最適のデスティネーションで
す。渓谷の南側のブドウはオリーヴ、栗、ラベンダー、トリュフの土壌と隣り合わせで、ワイン、美食、自然のマリアー
ジュが最高なデスティネーションです！
ヴィダル・フルーリー Vidal-Fleury（ローヌ県）
ローヌ渓谷にある最古のブドウ園で、1781 年から現在までブドウを栽培
し続けています。ヴィダル・フルーリー社では幅広い種類のコート・デュ・
ローヌワインを生産・販売しており、コート＝ロティのブドウ畑にある本
社では、セラーのガイド付見学とワイン試飲を行っています。
www.vidal-fleury.com

イヴ・キュイロン Yves Cuilleron（ローヌ地方）
同家族が 3 世代に渡って受け継いできた 59 ヘクタールのブドウ園です。コンドリュー、コート・ロティ、サン・ジョ
ゼフ（赤＆白）、クローズ・エルミタージュ、コルナス、サン・ペレの 6 つ AOC ワインを生産しています。
www.cuilleron.com
ドメーヌ・デュ・モンテイエ Domaine du Monteillet‐ ステファン・モン
テズ - Stéphane Montez（ローヌ地方）
先代のヴィラール家が長きにわたり所有していたドメーヌは、フランス革命
時、現所有者であるモンテズ家の先祖によって買い取られます。現当主のス
テファン・モンテズ氏は父アントワーヌ氏を引き継ぎ、家に代々伝わるノウ
ハウを継承しながらコンドリュー、コート・ロティ、サン・ジョゼフにある
総 23 ヘクタールの畑でブドウを栽培しています。
www.montez.fr
コール・ドゥ・ルー Corps de Loup（ローヌ）
1991 年、ドブレ家は古い廃地となっていたドメーヌを買い取り畑として耕し直し、
ブドウの苗木を植え始めます。今日、
コート・ロティの 3 ヘクタールのブドウ畑を含む総 9 ヘクタールのブドウ畑を醸造所の周囲に有しています。社名は、
地方最後の狼が敷地内で殺されたことに由来しています。
http://www.corpsdeloup.com/-Le-domaine-.html
ジル・バルジュ Gilles Barge（ローヌ）
1860 年の創業以来、祖先から数世代にわたってワイン造りに対する情熱やノウハウ、ブドウ畑を引き継いできたバル
ジュ家は、現在、コート・ロティに 6 エーカー、コンドリューに 1 ヘクタール、サン・ジョゼフに 1.3 ヘクタールの
ブドウ畑を所有しています。
http://www.domainebarge.com/
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ヴィエンヌ観光局内にある「ワインの壁」で北部コート・デュ・ローヌワインを展示！：
「ワイン産地と発見」ラベルに認定された《コンドリュー、コート・ロティ地区》の中心部に、大きくて近代的な
建物に入るヴィエンヌ観光局があります。館内には受付・インフォメーションスペース、寛ぎのスペース、土産物・
書籍を扱うブティックの他に、是非目にしたい「ワインの壁 Mur à vins」があります。天井まで高く伸びたガラ
ス張りケースの中に、ヴィエンヌからヴァランスまでの地域で産出される北部コート・デュ・ローヌ AOC ワイン
の全ボトルが展示されている様子は圧巻。こちらのスペースはワイン試飲や、コート・デュ・ローヌの玄関口とし
てヴィエンヌを紹介するイベントに利用できます。2 階にはプロ用の厨房が設置され料理教室を開催しています。
観光ミニトレインを利用しガリア・ローマの古都ヴィエンヌを見学したり、コート・ロティの名ワインを生産する
アンピュイやコンドリューの丘にあるブドウ畑を眺めることができます。
http://www.vienne-tourisme.com
観光遊覧船ラ・カンパニー・デ・カノティエ La Compagnie des Canotiers du Rhône et Saône
リヨンを拠点とする観光ボート会社ラ・カンパニー・デ゛
・カノティエは、情緒ある木製の遊覧ボート、電動自転
車での散策、優雅なピクニックを一度に楽しめるエクスカーションを提案します（最大定員 12 名）
。大河川と美
しい自然景色を水上から満喫するのは至福のひと時。エクスカーションはテーマ別に行っており、船上で専門家の
男性や女性にブドウ、ワイン、歴史、追憶、文化（その他にチョコレートやビールも）に関する興味深い話を聞く
ことができます。
www.canotiersboatnbike.com

カーヴ・サン・デジラ Cave St Désirat（アルデーシュ県）
ローヌ川右岸サン・ジョゼフ AOC 地区である段丘のブドウ畑にサン・デジラのワイナリーがあり、コンドリュー、サ
ン・ジョゼフ、コート・デュ・ローヌの 3 つの AOC ワインとアルデーシュの地ワインを造っています。内部は遊び心
溢れる演出がされ、ワイン香りを構成する代表的な 9 つのアロマを目で見て、嗅いで、理解して学びます。
http://cave-saint-desirat.com/
タン・エルミタージュ Tain l’Hermitage にあるシャプティエ社のテイスティングスクール
Ecole de dégustation M. Chapoutier（ドローム県）ローヌ渓谷では 1808 年には既にシャプティエという苗字が
存在していたとされます。1989 年よりシャプティエ社では生体力学農法を取り入れた上質の高級ワインを生産してい
ます。シャプティエ社のテイスティングスクールでは、違った角度からワインを学びその文化を再発見するアトリエ
を提案します。例：シャプティエ社のレストランでビストロスタイルの夕食を食べながらソムリエの解説で試飲の基
礎を学ぶアトリエなど。
www.chapoutier.com
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ポール・ジャブレ・エネ社 Paul Jaboulet Aîné のワインセラー、ヴィネウム Vineum（ドローム県）
創業 1834 年のポール・ジャブレ・エネ社は、北部コート・デュ・ローヌワイン産地の中でも、最も好条件のパーセ
ルからなる 100 ヘクタール以上のブドウ畑を所有しています。メゾンの素晴らしさは、ブドウ畑と醸造技術の両方に
あります。ブドウ畑ではテロワールの豊かさと多様性を大事にし、より特徴を引き出すためにオーガニック農法を取
り入れています。一方セラーでは、緻密で、最先端のテクニックを使用し、常に完璧を追求する醸造技術が行われて
います。有名なエルミタージュの丘陵にあるヴィネウムは、ローマ期に採石場として使われていた歴史ある場所で、
今日ポール・ジャブレ・エネのワインセラーが入り、ワインバーとレストランを併設しています。品があり温かい雰
囲気が演出されて、生ハムやピコドン・チーズをおつまみに、またはシェフの一皿をお供に自社ワインを味わうこと
ができます。もっと深く学びたい方向けに解説付のテイスティングも行っています！有名な単独所有畑「ラ・シャペル」
のブドウ畑も見学し、比類なきテロワールの秘訣を知ればポール・ジャブレ社のワイン観光は更に完璧なものになる
でしょう。
www.vineum.blogspot.fr
カーヴ・ドゥ・タン・レルミタージュ Cave de Tain l’Hermitage（ドローム県）
エルミタージュの丘陵の麓にあるワイン生産者共同組合のセラー。北部コート・デュ・ロー
ヌの総 1000 ヘクタール以上の広大な畑をカバーしており、コルナス、クローズ・エルミター
ジュ、サン・ジョセフ、エルミタージュ、サン・ペレの 5 つの AOC ワインと地ワインを生産・
販売しています。ラ・カーヴ・ドゥ・タンでは、ワイン観光を奨励するエージェンシー「テール・
ドゥ・シラー Terres de Syrah」を立ち上げ、さまざまな言語によるガイド付見学、ワインの
テイスティング、ブドウ畑の散策、ブドウ栽培農家の訪問といった観光商品を提案しています。
詳しくは 22 ページのエージェンシー紹介欄を参照のこと。
www.cavedetain.fr
クルビス＝プラデル社 Courbis-Pradelle（ドローム県）
クローズ・エルミタージュとサン・ジョゼフの AOC ワインを生産するクルビス＝プラデル社は、シャノ・キュルソン
の本社セラーにワイン観光を奨励するスペースを開きました。自社ワインのテイスティング、
ブドウ畑のガイド付見学、
常設展示、民芸品販売など各種アクティヴィティをを提案しています。近郊にあるヴァローナ社のチョコレート博物
館やトゥルノン城の見学もオーガナイズしています。
www.cave-courbis-pradelle.com
ミシュラ・サン・ジェム Michelas St Jemms（ドローム県）
1861 年にブドウ栽培農家により創業され、1961 年にロベール・ミシュラによって発展を遂げました。ブドウの木が
育つにつれ、造り出されるワインも名声を博すようになり、いまやフランスのみならず世界中で販売されています。
www.michelas-st-jemms.fr

タン・レルミタージュで個性的なワイン観光！
エルミタージュの丘を出発する観光ミニトレイン：エルミタージュの丘を走るミニトレインに乗り、タン・レルミ
タージュとトゥルノン Tournon の歴史の発見に出かけましょう。世界に知られたコート・デュ・ローヌのブドウ
畑をローヌ川の美しいパノラマと共に満喫できます。オーディオガイドは 3 カ国語で用意、所要時間 45 分。
www.petit-train-des-vignes.com

ドメーヌ・アラン・ヴォージュ Domaine Alain Voge
サン・ペレのフレッシュなスパークリングワイン（白）や名高いコルナス（赤）の魅力を紹介しているドメーヌ。オー
ナーの案内でセラーやブドウ畑を見学します。
www.alain-voge.com
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ノートルダム・ドゥ・クージニャック Notre Dame de Cousignac（アルデーシュ県）
1780 年から同じ家族によって代々経営されているドメーヌで様々なワイン観光を提案しています。
：ペンション宿泊、
ブドウ畑・セラーの見学、コート・デュ・ヴィヴァレ、アルデーシュの地ワイン等オーガニックワインの解説付きテ
イスティング、ブドウ栽培者との交流食事会、郷土品ブティックなど。
www.ndcousignacvillegiature.fr
ネオヴィヌム Néovinum（アルデーシュ県）
ワイン発見の文化施設ネオヴィヌムでは、総 1500 平米の館内に様々な演出がされたインタラクティフな見学コース
が置かれ、訪れる人が仮想と現実の間でワインの旅を楽しめるような工夫がされています。ワインのスペシャリスト
（地
質学者、ブドウ栽培者、ソムリエ、料理シェフ）の世界の紹介を面白く学べ、アルデーシュワインの試飲ができます。
www.neovinum.fr

斬新なワイン観光：サン・マルセル洞窟 Grotte de Saint Marcel の中でワインのテイスティング！
アルデーシュ県南部のサン・マルセル洞窟は 1836 年に発見され、地下に張り巡らされた道や滝、豪華な聖堂、不
思議な形をしたコンクリーション、鍾乳石などが見る者を魅了します。同時にここは理想的な斬新なワインテイス
ティングスペースでもあるのです！洞窟は、正真正銘の天然セラーとなり、近隣の村で作られるワインを味わう場
となります。ワインになるブドウ果実に力と芳香を与える土壌をまさに ‘ 内側 ’ から発見することができます。
www.speleo-oenologie.com ＆ http://www.grotte-ardeche.com/
アヴァン・ドルニャック Aven d’Orgnac のネオヴィナム Neovinum
地 下 50m に コ ー ト・ デ ュ・ ヴ ィ ヴ ァ レ Côtes du Vivarais を 含 む ヴ ィ ニ ュ ロ ン・ ア ル デ シ ョ ワ Vignerons
Ardéchois の最も素晴らしいキュヴェが収められおり、ここはアルデーシュ県で最も目をみはるカーヴと言えるで
しょう。暗さと完全なる静けさの中、220 段の階段を下りながらガイドの説明を聞き、専門家の話を聞きながらの
テイスティングで、訪れる人のワインへの感覚が更に目を覚まします。見て、嗅いで、味わう…一般観光では訪れ
ることのできない、エクスクルージヴな場所でヴィニュロン・アルデショワの秘密を発見するユニークな機会です。
アヴァン・ドルニャック・カーヴの素晴らしい地形についても話しを聞きながら、地下 121m では音と光のショー
で素晴らしい観光を終えます。
http://www.neovinum.fr/en/neovinum-in-aven-dorgnac/

テール・デ・ザムルーズ Terres des Amoureuses（アルデーシュ県）
アルデーシュ峡谷に程近いブール＝サン＝タンデオルにあるレ・ザムルーズは、この土地出身のベデル氏が経営する
総 70 ヘクタールのブドウ畑です。地上 80 メートルから 380 メートルの異なる高度にいくつかブドウ畑を所有し、南
仏ならではのブドウ品種を栽培しています。新設セラーでは、各ブドウ畑のブドウ品種が持つ個性を存分に引き出す
ため、ワイン醸造と熟成を分けて行っています。その後、複数のブドウ品種をブレンドし一つのワインに仕上げると
いうクリエイティヴな作業が待っています。伝統を重んじつつも技術を革新することで、出来上がるワインには驚く
ほどの純度と新鮮さ、複雑に絡み合うアロマが齎されます。ワイナリーにテイスティングルームとブティックを併設
しています。
www.terresdesamoureuses.fr
ドメーヌ・ドゥ・ラ・クロワ・ブランシュ Domaine de la Croix Blanche（アルデーシュ県）
アルデーシュ峡谷の南にあり、コトー・ドゥ・ラルデーシュ、コート・デュ・ローヌ、コート・デュ・ローヌ・ヴィ
ラージュのワイン（白、ロゼ、赤）を生産しています。オーナーのダニエル・アルシャンボーは、環境に優しい持続
可能な開発を心掛けオーガニック農法でブドウを栽培しています。ワイナリーでは、郷土の料理やオリーヴ、テリーヌ、
サラミをおつまみにワインのテイスティングを行っています。見学所要 1 時間。
www.domainedelacroixblanche.com
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スーズ・ラ・ルースのワイン大学 L’Université du Vin à Suze-la-Rousse（ドローム・プロヴァンサル）
12 世紀に建てられたスーズ・ラ・ルース城の中に設けられたワイン大
学で、テイスティングルーム、図書館、ラボラトリー、ブドウ栽培の庭
があります。ワイン大学ではワイン業界で必要とされるトレーニングを
各種実施しており、テイスティングの基礎知識を学ぶコース、ブドウ栽
培・ワイン醸造の知識を学ぶ訓練コース（高等専門研究免状やソムリエ
ディプロム取得向け）を設けています。
www.universite-du-vin.com
ドメーヌ・ドゥ・モンティーヌ Domaine de Montine（ドローム県）
ドローム県のグリニャンにある家族経営のワイナリーで、グリニャン・レ・ザデマール、ヴァンソーブルをはじめ、
複数の AOC ワインを生産しています。セラー見学、ハムやサラミ、チーズをおつまみにワインのテイスティング、ピ
クニックエリアの提供など、ワインをテーマに各種アクティヴィティを提案しています。こちらのドメーヌではトリュ
フとラベンダーも生産しており、トリュフ狩り、リシュランシュ村のトリュフ市見学ツアーの提案他、各種ラベンダー
商品を販売しています。
www.domaine-de-montine.com
ドメーヌ・ドゥ・グランジュヌーヴ Domaine de Grangeneuve（ドローム県）
ドローム・プロヴァンサルの玄関口にあるドメーヌ。北からの冷涼な大気と南からの陽光を同時に享受できる立地に
あるため、ローヌ北部ならでは微妙なトーンをシラー種に反映したバランスのよい魅惑のワインが造り出されていま
す。年間を通じて見学客を受け入れており、フレンドリーな雰囲気の下でテロワールの真髄を紹介。テイスティング
入門、ブドウ畑で学ぶ散策ツアー、ブドウ畑のサイクリング、グルメイベント、ワインとトリュフのテイスティング
やペアリング講座など、ワインツーリズム関連の各種アクティヴィティを開催しています。
www.domainedegrangeneuve.fr
カヴォー・ドゥ・グリニャン Caveau de Grignan（ドローム県）
グリニャン中心部にある共同組合式ワイナリー。モンテリマールからサン・ポール・トロワ・シャトーまでの範囲に
ある 21 の共同体のワイン生産業者が加盟しています。こちらでは、グリニャン・レ・ザデマール AOP ワインを紹介し、
複数の生産者の異なるグリニャン・レ・ザデマール AOP ワインを飲み比べるテイスティングを行っています。
Tel. 04 75 49 42 99
www.grignan-adhemar-vin.fr
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サヴォワワイン SAVOIE WINES
湖と山々の間にあり、サヴォワのワイン畑は様々な顔を持ち合わせます。標高差、地形、ミクロクリマに順応させた
製造方は細かく分かれた AOC の魅力的で高貴なサヴォワワインを生み出しました。
カーヴ・ドゥ・ショターニュ Cave de Chautagne（リュフィユー Ruffieux）
ショターニュ AOC ワインを知ることのできるインフォメーションセンター
であり、試飲を行うワイナリーです。ブドウ苗木の植え付けから瓶詰に至る
まで、ワインを製造する工程の大切さを強調するため、地下のワイン蔵全体
が見学回路になっており、醸造樽や瓶詰め作業を実際に目にすることができ
ます。その他、サヴォワ地方全般、異なるテロワールの違いを紹介した部屋、
感覚を研ぎ澄ますスペースなど。ブティックを併設しています。
www.cave-de-chautagne.com
ドメーヌ・ドゥ・メジャンヌ Domaine de Méjane
18 世紀からの歴史あるブドウ畑の中にあるワイナリーは全面的に改装され、オーナーのアンリケ家が訪れる人を温か
く迎え入れ、セラー見学とサヴォワワインの試飲に誘っています。
www.domaine-de-mejane.com
フィス・ドゥ・ルネ・ケナール Fils de René Quénard
サヴォワ地方南部のシニャン村で、ルーサンヌというブドウ品種だけを使って造られる白ワイン、シニャン＝ベルジュロ
ンはサヴォワワインの最高傑作とも言われます。フィス・ドゥ・ルネ・ケナールのワイナリーはこの希少な名 AOC ワイン
の主要な生産者のひとりで、ビジター向けにセラー見学、ワインのテイスティング、ブドウ畑の散策を提案しています。
www.wix.com/lesfilsderenequenard/les-fils-de-rene-quenard
シャトー・ドゥ・リパイユ Château de Ripaille
トノンとエヴィアンの間、レマン湖畔にあるシャトー・ドゥ・リパイユは、サヴォワ、モン・ブランのワイン産地の
中で最も歴史があり、自然が残る美しいシャトーです。15 世紀にサヴォワ公によって建てられ、中世期にはカルトゥ
ジオ会修道院にもなった城館は 1892 年、紡績業で成功した美術蒐集家フレデリック・エンゲル＝グロによって買い
取られます。彼によって城館、庭園、ブドウ畑などドメーヌ全体が改修されました。 今日、シャトー・リパイユは何
よりもサヴォワリパイユ AOC ワインの生産所であることに変わりはありません。ビジターに城館とセラー見学、ワイ
ンのテイスティングを提案しています。
www.ripaille.com

サヴォワワインのユニークな発見の仕方！
シトロエンの名車に乗ってワイン観光
レ・ドゥシュ・デュ・ラック Les Deuches du lac
非常にオリジナルな観光方法です。サヴォワ地方のブルジェ湖ではパトリス・アルベールが伝説の名車シトロエン
2CV に乗ってブドウ畑の中を散策し、アプルモン Apremont にあるブドウとワインの博物館 Maison de la Vigne
et du Vin、ブドウ栽培農家の 2 か所でワインのテイスティングをする個性的な観光ツアーを提案しています。サ
ヴィワワインに精通するワイン醸造家がガイドとして同伴することも可能です。
Tél ：06 81 60 73 16
www.lesdeuchesdulac.fr
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その他に訪れたいワイン産地
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方には、有名な AOC ワインの他にもたくさんのワインがあり、目立たないながら
も彼らの確固たる製造法で地方ワインに豊かさを与え、芳醇なそのワインは遺産とも言えるでしょう。訪れる方には、
誰もが知り得るワイン観光からは少し外れ、未踏の地で情熱あふれるワイン製造家と出会えることでしょう。
• コート・ロアネーズ Côte Roannaise（ロアール県）
ドメーヌ・デュ・フォントネー Domaine du Fontenay
自然醸造で質の良いワインを産みだす方法に魅了され、情熱をもってワイン造りをするイギリス人のサイモン・ホー
キンスが、コート・ロアネーズの地で砂糖・添加物不使用の赤ワイン、高級白ワイン、昔ながらの醸造法で作られた
スパークリングロゼワイン「ル・セット」を生産しています。ワイナリーはヴィルモンテにあり、
ペンション（客室数 4）
も経営しています。
www.domainedufontenay.com
• コトー・デュ・リヨネ Coteaux du Lyonnais（ローヌ県）
コトー・デュ・リヨネ サン・ベル Sain-Bel の共同組合ワイナリー（ローヌ県）
リヨンから 30 分の場所にあるサン・ベルには、1956 年に発足したコトー・デュ・リヨネのワイン共同組合ワイナリー
があります。今日はワイン観光施設に変身しており、90 の組合加盟業者が生産するワインの販売、コトー・デュ・リ
ヨネの歴史を紹介する展示、テイスティングを行う他、郷土食材やワイングッズの販売を行うブティックとレストラ
ン「ル・サン・バッキュス」を併設しています。
www.coteauxdulyonnaislacave.com
• コート・ドーヴェルニュ（ピュイ・ドゥ・ドーム県）
ドメーヌ・アニー・ソーヴァ Domaine Annie Sauvat（ピュイ・ドゥ・ドーム県ブード）
ヨーロッパ最大の火山地帯にある家族経営のささやかでこじんまりとしたドメーヌ（11 ヘクタール）
。溶岩流が造り
出した山の支脈にあるため独特のテロワールと局所気候（ミクロクリマ）が生まれ、質の高い AOC「コート・ドーヴェ
ルニュ」が育まれています。年間を通じてセラーのガイド付見学とドメーヌのワインのテイスティングを開催。
www.sauvat-vins.com/
ドメーヌ・ミオランヌ Domaine Miolanne（ピュイ・ドゥ・ドーム県ネシェ）
オーヴェルニュ火山公園の麓にあるドメーヌ。新たにオーナーとなったロールとジャン＝バティストがオーガニック
のコート・ドーヴェルニュ（赤、
ロゼ）を生産しています（品種はピノ・ノワールとガメイ）
。セラーの見学とテイスティ
ングが可能。
www.domainemiolanne.com/
ダヴィッド・ペリシエ David Pelissier（ピュイ・ドゥ・ドーム県ブード）
家族経営のドメーヌで（現在 5 代目）
、オーヴェルニュ火山帯の中央に 6 ヘクタールのブドウ畑を所有しています。テ
ロワールと独特な土壌に育まれた個性豊かなワインが魅力。オーナーはその情熱を人々と分かち合うため、ワインの
テイスティング（樹齢 100 年を超えるブドウの木から造り出されたワインなど）やブドウ畑のガイドツアーを開催し
ています。
https://davidpelissiervigneronrecoltant.weebly.com/
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デスプラ・サン・ヴェルニ Desprat Saint Verny（ピュイ・ドゥ・ドーム県ヴェイル・モントン）
62 のブドウ栽培農家から集めたブドウでワインを生産しています。個人、グループを対象にしたセラーのガイド付見
学を実施。英語とスペイン語に対応し、キッズスペースとショップも併設しています。ガイドツアー、ブドウ畑での
ピクニックや食事会の開催も可能。
http://www.saint-verny.com/
• サン・プルサン地区（アリエ県）
サン・プルサン・シュル・シウールにあるブドウ栽培農家組合のセラー Cave de l’Union des Vignerons（アリエ県）
サン・プルサン地区はアリエ県の中央部に位置するワインの産地で、当地区のワインは 4 つの主要品種（トレサイエ、
シャルドネ、ガメイ、ピノ・ノワール）と 1 つの補助品種（ソーヴィニヨン）で造られています。組合には 60 のブド
ウ栽培農家が加盟し、AOC「サン・プルサン」の 60％を生産しています。ワイン官能講座（嗅覚を使う講座）やブド
ウ畑に設けたアートギャラリー、ブドウ栽培農家の案内によるセラーのガイドツアー、ワインのテイスティングなど
も楽しめます。
www.vignerons-saintpourcain.com/
ドメーヌ・ローラン Domaine Laurent（アリエ県ソルセ）
サン・プルサン AOC 地区の中央、アリエ県内のブドウの産地ソルセ村でローラン一家は数世代にわたってワイン造り
を営んできました。所有するブドウ畑の面積は 35 ヘクタール。サン・プルサン地区内でもっとも生産性の高い丘の斜
面でブドウを栽培しています（畑はソルセ、ブランサ、ヴェルヌイユ・アン・ブルボネなどの村々にまたがっています）。
当ドメーヌではテロワールと環境に配慮し、この地方のワイン造りの伝統に従いながら、ブドウの木の手入れ、ドメー
ヌでの醸造、瓶詰め、販売などすべての作業を家族でこなし、サン・プルサンの白、赤、ロゼのほか、
「伝統の手法」にのっ
とったスパークリングワインを生産しています。
http://famille.laurent.pagesperso-orange.fr/index_fichiers/Page319.html
• スパークリングワインの郷
セルドン、モンタニウ、クレレット・ドゥ・ディー 、セイセル。地方にあるブドウ畑の中には特徴ある上質なスパー
クリングワインを生産するところもあります。以下にお勧めのワイナリーを紹介します。
：
クレレット・ドゥ・ディー Clairette de Die（ドローム県）
：
カーヴ・ジャイアンス Cave Jaillance
クレレット・ドゥ・ディーを牽引するワインメーカー、ジャイ
アンス社は 220 の生産者が加盟する共同組合式ワイナリーで、
シャンパーニュを除く AOC スパークリングワインのシェアで
は 1 位を誇る企業です。一年中セラー見学（所要時間 45 分）
を実施しており、クレレットの独特な製造法の秘密を学ぶこと
ができます。併設バーではワイナリーのスタッフが無料でジャ
イアンス社のワインを試飲させてくれます。
www.jaillance.fr
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セルドン・デュ・ビュジェ Cerdon du Bugey（アン県）：
カヴォー・ビュジスト Caveau Bugiste
ビュジェ・ワインを生産する 6 のブドウ栽培家が共同で設立したワイナリー。ヴォンニュにあり、特別に選ばれた約
30 種のワイン（白、赤、ロゼ、スパークリング）と、ビュジェのマール Marc、フィーヌ Fine（どちらもブランデー）
を紹介・販売しています。こちらのワイナリーではビジターが楽しめるような沢山の工夫がされており、7 か国語で
楽しめる高画質映像「ブリア・サヴァランの郷で楽しむ観光、ブドウ栽培、グルメ」の上映、ブドウ畑での作業に使
う工具や樽製造などワイン造りの伝統を紹介する博物館、石切工や石材加工職人を紹介する博物館、地方出身のアー
ティストの作品を並べた展示スペース、ピクニック用のテーブル、子供が遊べる設備、ビュジェ産ワインのテイスティ
ングを提案しています。また、地域の観光事業者と提携し、ビュジェを発見する観光ツアーを紹介しています。
www.caveau-bugiste.fr
ランゴ・マルタン Lingot Martin
セルドンのブドウ畑の中心部にあるランゴ・マルタンのワイナリーは、1970 年にランゴ家、マルタン家、ボリエ家、
ギヨン家の 4 家族の共同経営によって設立したものです。どの家族も数世代にわたってテロワールを大事にしてきた
栽培農家であり、セルドンの 35 ヘクタールのブドウ畑の価値を見出すことに成功しています。ランゴ・マルタンでは、
プルサール種とガメイ種を使ったビュジェ = セルドン AOC ロゼスパークリングワインを生産しており、全ワインがメ
ソッド・アンセストラルと呼ばれる昔ながらの醸造法で作られています。ランド・マルタン社のワイナリーは、空調
が整えられ広々とした気持ちの良い造りで、障害者向けの設備を完備、温かい雰囲気の中に一度に 80 名までビジター
受け入れが可能です。セラー見学、ワインのテイスティングを実施し、併設ブティックで郷土産物（はちみつ、ハム
やサラミ、リキュール類）を購入できます。
Tel. 04 74 39 97 77
www.lingot-martin.fr
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3.「ワイン産地と発見」認定ラベル
2009 年にフランス政府主導で始まった「ワイン産地と発見 Vignobles & Découvertes」認定制度は、ワインとブド
ウに関する観光の推進を目的としています。今日フランス全土にある 60 の地域が「ワイン産地と発見」の認定を受け
ており、その内 7 か所がオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方にあります。
ボージョレ南部からリヨン北の黄金石地区
リヨンから 20 分の場所にある「ボージョレ南部からリヨン北に広がる黄
金石地区」は、起伏ある谷間の続く地帯で、‘ ローヌは金色の心臓を持つ ’
と形容される高台に位置する黄金色の村々で有名です。というのも、この
地域のブドウ栽培農家の民家、教会、城、建築遺産は地元で採掘された蜂
蜜色の石灰石で造られているからです。この独特の地層こそがボージョレ
のブドウ畑を豊かで特別な土壌にしており、
黄色い建物が美しい村々（ビュ
リー、ラスナ、ワン、テルナン、ヴィル・シュル・ジャルニウー、バニョー
ル）が ‘ ボージョレのトスカーナ ’ と言われる所以となっています。
www.tourismepierresdorees.com
ボージョレワイン：クリュ・ボージョレからボージョレ・ヴィラージュまで
ワインの産地、ボージョレの北部に位置する 10 の村で造られている AOC「クリュ・ボージョレ」と AOC「ボージョレ・
ヴィラージュ」はまさにこの地方の花形ワイン。クリュ・ボージョレの産地としてはブルイィ、シェナ、コート・ド・
ブルイィ、フルーリー、ジュリエナ、モルゴン、ムーラン・ア・ヴァン、サン・タムールなどの村が挙げられます。一方、
ボージョレ・ヴィラージュの産地は 38 の村で構成され（4,255ha）
、そのそれぞれが極上ワインのアンバサダーとなっ
ています。友人などと飲み交わしたいそうしたワインの繊細さは、
それが赤ワインの場合はチェリーのような色合いと、
カシスやストロベリーのようなベリーフルーツの味わいで強調されています。ボージョレ・ヴィラージュにはボージョ
レ・ヴィラージュ・ヌーヴォー、ボージョレ・ヴィラージュ・ロゼ、ボージョレ・ヴィラージュ・ブランの 3 種があ
ります。
http://www.beaujolaisvignoble.com/
コンドリューとコート・ロティ地区 Condrieu Côte-Rôtie
リヨンから 30 分以内の距離にあり、
急斜面や段丘にブドウ畑が広がる姿が特徴的な「コンドリューとコート・ロティ地区」
は、ローヌ渓谷を訪れる玄関口となっています。ローヌ川両岸に広がるラベル認定を受けた地域には 100 を超すワイン
生産者がいます。この地区では、
有名な北部コート・デュ・ローヌ AOC ワイン（コンドリューやコート・ロティ）のセラー
やブドウ畑の見学だけでなく、豊かな歴史遺産（古都ヴィエンヌ、サン・ロマン・アン・ガルのガリア・ローマ博物館、
中世都市マルヴァル）も見どころです。1 月末のアンピュイ国際ワイン見本市、夏のヴィエンヌ・ジャズ・フェステイバ
ルなど、食や文化イベントが多数開催され、アウトドアが好きな方にはコンドリューの水上スキーもお勧めです。
www.condrieu-coterotie.com
エルミタージュからサン・ジョゼフ地区 D’Hermitage en Saint-Joseph
北部コート・デュ・ローヌのちょうど中心にある「エルミタージュからサン・ジョゼフ地区」は、レルミタージュ、サン・
ジョゼフ、クローズ・エルミタージュという秀逸な 3 つの AOC ワインを産出することで有名です。
「ワイン産地と発
見」ネットワークに加盟するセラーでは、
ワイン造りのノウハウを伝えるワイン基礎講座（シャプティエ社のテイスティ
ングスクール、ポール・ジャブレ・エネ社ヴィネウムのワイン講座）や、ブドウ畑の解説付き見学、料理とワインの
アトリエを提案しています。一人用電動立ち乗り二輪車セグウェイでブドウ畑を散策（テール・ドゥ・シラー観光エー
ジェンシー）したり、電動自転車、ドゥー渓谷の鉄道レールバイクなど楽しい方法でこの地区を発見することもでき
ます。ヴァローナ社のチョコレート博物館、トゥルノン城博物館といった観光名所もお立ち寄りください。
www.dhermitageenstjoseph.org
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コルナスからサン・ペレ地区 De Cornas en Saint-Péray
アルデーシュ県にある「コルナスからサン・ペレ地区」はコルナス、
サン・ペレ、サン・ジョゼフの 3 つの AOC ワインの王国です。是非
発見したいもの：廃墟と化したクリュソル城の城跡や考古学博物館
でもあるソワイヨンの洞窟を見学、ローヌ河畔やクリュソルの丘の
散策、ワイン生産者のドメーヌを訪れ解説付見学ツアーに参加、ま
たウェルネス滞在、ガストロノミー＆ワインを満喫する滞在等、多
彩なテーマでパッケージツアーを取り揃えています。
www.rhone-crussol-tourisme.com
ドローム・プロヴァンサル Drôme Provençale
「ドローム・プロヴァンサル」地区は、ローヌ渓谷とプレアルプス山脈（バロニー地方）の間に位置し、オーヴェルニュ・
ローヌ・アルプ地方最南にあるワイン産地です。有名なブドウ畑にグリニャン・レ・ザデマールとコトー・デ・バロニー、
そしてコート・デュ・ローヌ南部があります。ヴァンソーブル AOC ワインに代表される、しっかりした味の特徴ある
ワインを産出しています。ドローム・プロヴァンサルは殆どの部分がブドウ畑に覆われて、自然風景の主な部分を成
していますが、ブドウ以外にもオリーヴやトリュフ、果実、各種ハーブを産出しておりそれらは土壌の豊かさを物語っ
ています。郷土の名産品も多く、モンテリマールのヌガー、ニヨンスのオリーヴ、ラベンダー、トリカスタンの黒トリュ
フなど、味覚や嗅覚を刺激する旅が可能です。ワインとガストロノミー、アウトドアを一緒にしたアクティヴィティ、
滞在を提案する素材が詰まっています！
http://www.dromeprovencale.fr/
アルデーシュ県南部のブドウ畑
多彩な景観をもつアルデーシュ県南部ではそれぞれの地域がそれぞれ自然の利を誇り、ラベンダー畑、オリーヴ畑、
松林や栗林と肩を並べるようにしながら当地全域にわたってブドウ畑が広がっています。観光の中心となっているの
はローヌ渓谷の西側斜面、南北のアペラシオン産地に挟まれた地域です。IGP アルデーシュ、AOP コート・デュ・ヴィ
ヴァレ、AOP コート・デュ・ローヌ・ドゥ・ブール・サン・タンデオルという 3 種の代表的なワインを擁するアルデーシュ
県は飲んでよし、眺めてよしの貴重な旅先で、アルデーシュ峡谷、オルニャック鍾乳洞、先史時代の壁画で有名なショー
ヴェ洞窟を再現したポン・ダルク洞窟など名所がそろっています。
www.lesvinsdardeche.com
サヴォワの中心地域 Cœur de Savoie
サヴォワの古都シャンベリーと冬季オリンピック開催地として知られるアルベールヴィルの間に広がる地域は「サヴォ
ワの中心地域」と名付けられ、モンドゥーズ、ジャケール、アルテスという独自のブドウ品種から造られる AOC ワイ
ンを産出しています。背斜谷の両側に広がるブドウ畑は青々と茂る様子が印象で、モン・ブラン山群、白い断崖が多
くあるグラニエ山、雪で頂きを覆われたベルドンヌ山塊にやさしく見守られています。域内の 100 あまりのワイン生
産者が「ワイン産地と発見」ネットワークに加盟し、サヴォワのワインと自然の豊かさを伝えています。お勧めの観
光アイデア：ワインセラーとブドウ畑の見学、テーマに沿ったハイキング、ブドウ畑の上空を熱気球か小型飛行機に乗っ
て観光、温泉の町シャル・レゾーでウェルネス滞在、モンメリアンのブドウとワインの博物館やアプルモンのサヴォ
ワワイン会館を見学など。
www.vignobles.tourisme.cœurdesavoie.fr
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サヴォワ、エクス・レ・バン、リヴィエラ・デ・ザルプのワイン製造家
フランスで最も大きな自然湖に囲まれ、この地方は息をのむ景色
を有しています。ブドウはオート・ローヌの丘やブルゲ湖の岸で
育ち、ジョンジュー Jongieux やショターニュ Chautagne といっ
たユニークなワインを生み出します。観光素材は豊富です：エクス・
レ・バンのスパ、ブルゲ湖のクルーズ、2CV でのワイン畑ドライ
ブ、オートコンブ修道院 Hautecombe Abbey やシャナズ Chanaz
などの観光、そしてワイン製造家との出会い…
www.lacdubourget.fr
ビュジェ Bugey
ビュジエはホスピタリティ精神と自然や文化の豊かな遺産を誇る発見に満ちたワインの産地で、ブドウ畑の面積は約
500ha。その風景はコントラストに富み、見る人を驚かせるほどです。産地は大きく 3 つの生産区域に分けられます。
セルドン地区は急峻な丘の斜面にあり、しかも南部はところどころかなりの高所に位置します。モンタニュー地区は
ローヌ川右岸の南向き斜面の東西に広がり、ベレー地区はローヌ川岸まで延びるコロンビエ山塊の支脈に位置してい
ます。
http://www.vinsdubugey.net/
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4. ワイン醸造家 / ワイン観光ガイド、現地手配会社
リヨン LYON / ボージョレ BEAUJOLAIS
下記に紹介する観光事業者はリヨンに拠点を置きますが、リヨンだけでなくボージョレ、コート・デュ・ローヌのブ
ドウ畑で行われるエクスカーションや試飲ツアーの観光商品を扱っています。
テイスティ・リヨン Tasty Lyon
リヨン発のガイド見学やエクスカーションを提案する旅行会社です。主な行き先はボージョレ地区やコート・デュ・ロー
ヌ北部で、個人や少人数のグループにぴったりのセラー見学やテイスティングなどを開催しています。
www.tastylyon.com
カンパイ・ツーリスム Kanpai Tourisme
カンパイ・ツーリスムは個人の観光客を対象に、ミニバスでリヨンを出発しボージョレや黄金石地区（リヨン北の地域）
を発見する一日ツアーを提案します。プログラム：黄金石地区にある情緒ある村々の探訪、ワイナリーでのテイスティ
ング体験。団体観光客向けにコート・デュ・ローヌのブドウ畑ツアーも用意しています。ツアーは数カ国語で実施可能。
www.kanpai-tourisme.com
ローヌ・トリップ Rhône Trip
物事の原点に立ち返り、本物を味わいたいと願うならば、ローヌ渓谷でこれまでにない新しい旅をするのがおすすめ。
ローヌ・トリップが企画する旅が拠って立つのは、本物を追求する地元の生産者や職人との出会いと、この地を発見
する経験の共有です。当地は手付かずの自然のほか、心豊かな人々と充実の自然遺産、美食、ワイン、文化を誇って
います。ローヌ・トリップでは 8 人乗りのメルセデスを利用したカスタムメイドのサービスを提供しており、リヨン
の半径 30km 圏内であればどこへでも迎えに行き、リヨン市内の宿泊場所まで送り届けます。
http://www.rhonetrip.com/
リヨン・ウノトゥーリスム Lyon Oenotourisme
ワイン、ブドウ畑、美食、建築遺産、ポストカードで観たことのあるリヨン近郊の名所。これらを地方のプロドライバー
が運転するリムジンに乗って訪れてみませんか。ご提案する観光アイティナリーはワイン通にも、ただ単にワインが
好きという方にも、全ての方にご満足頂ける内容です。小グループ（最大 8 名まで）でローヌ・アルプ地方をリラッ
クスして観光したいというお客様にぴったりのツアーを紹介しています。更に水入らずでプライベートな特別な観光
方法をお望みの場合はカスタマイズ可能な VIP アイティナリーをご利用下さい。リヨン・ウノトゥーリスムではリヨ
ン、ヴィエンヌ、アヌシー、ジュネーヴを出発する地方全域の観光の送迎サービスを行っています。
www.lyon-oenotourisme.fr
イデゴ Idego
弊社ではワインに精通したドライバーガイドが同伴するクリエイティ
ヴ且つオーダーメード可能な半日ツアー、数日間ツアーをご提案しま
す。リヨンはローヌ渓谷、ボージョレ地方、ビュジェ地区、サヴォワ
地方など多くのワイン産地の中心部にあり、これらの地域へ簡単に移
動ができます。ワイン生産者と出会い、ワイン造りという仕事やワイ
ンの歴史に興味を持ち、ノウハウが如何にして次世代へ継がれている
かを学びましょう。その他、ワインのチームビルディング研修、ブド
ウ畑での宝探し、ブドウ栽培農家でのランチ、ワインの様々なワーク
ショップに参加する一日など、創造あふれるツアーを多々用意してい
ます。
www.agence-idego.fr
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トリオヴィーノ TrioVino
リヨン中心部プレスキル地区にある弊社では、全てのお客様の嗜好に合うような幅広いワイン商品と国内外の蒸留酒
を販売しています。名の知られたワインメーカーものだけでなく、実力ある生産者や、将来を期待される造り手の商
品を取り揃え、お客様にできるだけ「クオリティーと満足度のバランスが取れた一本」をご提案するよう努めています。
トリオヴィーノ社ではまた、ブドウ畑を訪れるエクスカーションや全日ツアーをご提案しています。フランスのブド
ウ畑とワインが創造する魔法の世界に、
皆様も溶け込んで下さい。ワインのことはよくわからないという初心者の方も、
通の愛好家も、誰にとっても無二の経験になるはずです。ワイン専門家が情熱をもってブドウ畑の ‘ 裏側 ’ に隠された
秘密を解説します。弊社セラーではワイン醸造学を学ぶ養成講座（平均所要時間 2 時間）も実施しています。
www.triovino.fr

リヨン伝統料理：アンヌ・プロスト・オーガナイゼーション - グルメ・ツアーズ（The Gourmet Tours）
アンヌ・プロストは観光ガイド、また現地手配会社のマネージャーとしての長い実績があり、リヨンとその周辺に
は周知しております。数年前、オーダーメイドのガイドツアーをリヨンで企画し、新しいコンセプトの “ グルメ・
ツアーズ ” を始めました。ポール・ボキューズ屋内マルシェをはじめ旧市街から新市街まで様々な美食アドレスを
持ち合わせる美食の聖地リヨンにて繰り広げられるラリーやトレジャー・ハントのようなものです。パン屋、チー
ズ屋、シェフ、ショコラティエ、ソムリエなど現地の特産物に携わる重要な人々に出会いながら、ローカルフード
の歴史と味の知識を深め楽しみましょう。

現地手配会社：
エクセリー・ツアーズ Excelys Tours
オーダーメードのラグジュアリーな観光ツアーを探しているお客様向けに、エクセリー・ツアーズでは、地方にある
最も美しい景勝地を訪れる商品をご案内しています。
www.excelystours.fr
アン・モンド・ブルー Un Monde Bleu
インバウンドおよびイベント旅行を手がける会社で、当地方のワインの産地を訪れたいと願う人々のためにレジャー
旅行やビジネス旅行を企画しています（テーマを設定したエクスカーション、ガイド付見学、ワイン講習会、当地方
で開催される各種イベントと関連したアクティヴィティ・プログラムなど）
。
www.unmondebleu.net
イデアル・トラヴェル・フォンタナ・トゥーリスム Idéal Travel Fontana Tourisme
リヨンとローヌ・アルプ地方の観光を扱う受入エージェンシーで、国内外からの団体観光客を対象に、クラシックな
観光コースに目新しい内容を取り入れた商品（短期滞在、一日、アクティヴィティ）を提案しています。
www.idealtravelbyfontana.com
マイ・トラベル・エンジェル My Travel Angel
一般の観光客、企業を対象に、ラグジュアリーな滞在プラン、ワインツアー、発見の一日、グルメと散策を楽しむツアー
を提案します。
www.mytravelangel.fr
オブジェクティフ・フランス Objectif France
国内のオーダーメード旅行を専門に扱うツアーオペレーター。ボージョレのワイン街道を発見する様々なワイン観光
アイティナリーを提案しています。
www.objectif-france.travel
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ザ・リアル・フランス The Real France
リヨンの南、ヴィエンヌに居を構える地元の受入エージェンシーで、ヴィエンヌやリヨンのほか、ヴィエンヌ周辺の
ワインの産地をめぐるツアーを開催しています。
www.therealfrance.com

日本人観光客を専門にする観光エージェンシー ： エクラン・ド・フランス Ecrins de France
リヨンに拠点を置くエクラン・ド・フランスはフランス旅行を手配する日仏エージェンシーで、日本人の個人旅行、
団体旅行を専門に扱っています。ローヌ・アルプ地方のみならずフランス全土の観光・ビジネス滞在をサポートし
ます。
www.ecrinsdefrance.fr

知っておきたいこと ： ボージョレ地方に関する情報、便利な問い合わせ先、宿泊施設に関するアドヴァイス、ワイナリー
の住所、観光アイティナリーのアイデアをお探しの場合は以下のサイトを参考にして下さい。
：
デスティナシオン・ボージョレ – www.destination-beaujolais.com
アンテール・ボージョレ – www.beaujolais.com
ローヌ渓谷 Vallée du Rhône
テール・ドゥ・シラー / カーヴ・ドゥ・タン

Terres de Syrah/ Cave de Tain

ヴァランスとリヨンの間エルミタージュの丘の麓に位置し、カーヴ・
ドゥ・タンとそのワインツーリズム部門テール・ドゥ・シラーは以下
のアクティヴィティを提供しています：ワインショップ、ワインセラー
のガイド付き見学、ワインエキスパートと巡るワイン畑見学、ワイン＆
チョコレートワークショップ等など。ブドウ畑の中に設置されたイベン
ト用施設「ガンベールの領地 Fief de Gambert」にはテイスティングス
ペースとレストランを設置しており、セミナーやビジネスイベントで使
用可能です。
www.terresdesyrah.com
ファビアン・ルイ Fabien Louis のワインセラー、デ・テラス・デュ・ローヌ・オ・ソムリエ Des Terrasses du
Rhône au Sommelier
タン・レルミタージュで活躍するソムリエのファビアン・ルイが、彼のワインバーに客を迎え入れ、ローヌの様々な
ワインを試飲させてくれます。店内ではおつまみ形式の軽食を出したり、チーズやオーガニック製品の販売もしてい
ます。希望すればブドウ栽培法の解説付でエルミタージュのブドウ畑を見学できます。電動自転車をレンタルしてブ
ドウ畑の中を散策しても良いでしょう。
www.ausommelier.com

現地手配会社：
デスティナシオン・プロヴァンス Destination Provence（ヴァランス県）
デスティナシオン・プロヴァンスは、フランス南東部の観光を企画する信頼できる現地受入エージェンシーで、6 名
以上のグループを対象に、週末滞在、エクスカーション、セミナー開催など、カスタマイズされた商品を企画してい
ます。細心の配慮を払い、プロ意識を持って考案したツアーは、地方を訪れたら必ずしや体験してみたいことと個性
的なアイティナリーやアクティヴィティを合わせた滞在プランとなっています。
www.destination-provence.fr
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スライス・オブ・フランス Slice of France（アルデーシュ県南部）
予め人数の定まったグループ向けに、アルデーシュ県、ドローム県、プロヴァンス地方における高級志向のパッケー
ジツアーを提案しています。スライス・オブ・フランス社は国外からのクライアントのために上質の現地受入れサー
ビスを探す企業にとって信頼できるエージェンシーです。
www.slice-of-france.com
ソー・プロヴァンス・ソー・アルプス So Provence So Alps（ドローム県南部）
ドローム県南部ニヨンスに拠点を置く受入エージェンシーで、プロヴァンスまたはアルプスだけ、もしくは両地方の
観光をセットにしたオリジナル商品を多種扱っています。ラベンダーの郷、雄大な山々、燦々と降り注ぐ太陽の郷へ
お客様を誘うツアーを提案します。
www.soprovencesoalps.com
グレート・ワイン・ツアーズ Great Wines Tours（アルデーシュ県南部）
ローヌ渓谷、ボージョレ地方、サヴォワ地方、ロワール渓谷にあるワイン産地の観光を専門に行っています。型通り
の観光ツアーではなく、ワイン造りに情熱を傾ける造り手の仕事を再発見するツアーを提案しています。商品は、健
脚向け、文化観光、料理関連の観光、名所観光などバラエティに富んでいます。
www.greatwinestours.com
サヴォワ・ワイン SAVOIE WINES
アルプ・フラヴール Alpes Flaveurs
山岳ガイドであり、ブドウ栽培とワイン醸造学のディプロムも持つベルナール・ヴィスーが、サヴォワ、モン・ブラ
ン地区のワイン観光に皆様をお連れします。プログラム：ブドウ畑の散策、スノーラケット散策（山からワインセラー
までを数分で移動）、シトロエン名車 2CV、セグウェイ、マウンテンバイク、乗馬など様々な手段でブドウ畑を散策、
ワイン試飲付の熱気球体験、多彩な場所で行われるワインテイスティング、ワイン入門講座・養成講座、アペリティフ、
食事会やワイン発見の夕べ（会場は選択可能）
。サービス内容はお客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。
www.alpes-flaveurs.com
1786. トラベル 1786.Travel
ヴォヤージュ 1786 はアルプス地方の観光ツアーを専門に扱うオンライン観光会社です。家
族や友達と当地方の奥深い所を発見し無二の思い出を創りたい方に、カスタマイズ可能な観光商品を提供しています。
アルプスの山、山間の情緒ある村々、壮大な風景、美味しい郷土料理…。これらがワンクリックで皆様のお手元に届
きます。
www.1786.travel
アコール・マジュール Accords Majeurs
ミレイユ・サンドはワインをこよなく愛するソムリエ。とにかくワインを楽しみ、感動を味わってもらおうと、ワイ
ングラスからテロワールに至るまでワインの秘密を紹介します。
www.mariellesindt.com
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5. 交通手段、トランスファー
小さなグループや FIT 用のトランスファー会社：
ベルトレ社 Berthelet 子会社 N&M（リヨン ‐ ローヌ県）
ミニバン、12 人から 16 人乗りのミニバス、更に大きい観光バス等、高級リムジンの手配をしているエージェンシー。
リヨンに拠点があり、地方内の団体送迎や移動サービスを提供しています。
http://www.autocars-nm.com/
E-mail： commercial@autocars-nm.com
ゲート GATE（リヨン、ローヌ県）
20 年以上のドライバー経験を誇るタクシードライバー、運転手付観光自動車（VTC）ドライバーが加盟する団体。
www.gatelyon.fr
E-mail： gatelyon@gatelyon.fr
DB プレスティージュ DB Prestige（ヴァランス、ドローム県）
個人の観光客を対象に、リヨン空港送迎、地方内の観光移動、ローヌ渓谷のブドウ畑への移動サービスを提供してい
ます。
www.dbprestige.com
E-mail： contact@dbprestige.com
SOF トランスポート Transport SOF（アルデーシュ県南部）
観光エージェンシー「スライス・オブ・フランス」の傘下会社 SoF トランスポートは、8 名までの団体客の送迎・移
動サービスを行うリムジン会社です。事前問い合わせにより、人数調整が可能です。アルデーシュ県南部、ガール県、
ローヌ渓谷を高級リムジンで観光でき、地方にある主要空港・主要 TGV 駅の送迎手配も可能です。
http://www.transport-sof.com/en/
Tel. +33（0）6 77 16 43 63
E-mail： pierre.gerault@slice-of-france.com
リムジン・送迎に関するその他の問い合わせ先、便利なアドレスは、国外の観光事業者向けサイトに掲載しております：
http://www.inauvergerhonealpes.com/transport
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6. 注目したいガストロノミー
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方は、
グルメと郷土の産物を楽しむには是非とも訪れたい地方です。高地にある牧場、
果樹園、ブドウ畑。これらが見事に調和して国内でも最も豊かな食の貯蔵庫を形成しています。
当地方には AOP（保護原産地呼称）を取得した 79 もの食品があり、
有名なものにブレス鶏、
アルデーシュ栗、
グルノー
ブル産クルミ、ニヨンスのオリーヴ、
ル・ピュイ産レンズ豆、メザンクの霜降り牛肉が挙げられます。また 21 の AOC
（原
産地呼称統制）チーズを生産しており、有名なものにサン・ネクタール、カンタル、ブルー・ドーヴェルニュ、フルム・
ダンベール、サレール、ボーフォール、アボンダンス、サン・マルスラン、ピコドンが挙げられ、フランス最大のチー
ズ産地となっています。
素晴らしい地場産物は美食の町リヨンの名声を高めるのに一役買っており 90 人の偉大なシェフを生みだした背景を物
語っています。これらのシェフの内、ポール・ボキューズ、ジョルジュ・ブラン、レジス・マルコン、アンヌ・ソフィー
ピック（国内唯一の 3 つ星女性シェフ）
、エマニュエル・ルノー、ミシェル・トロワグロ、ルネ＆マキシム・メイユー
ル父子、ヤニック・アレノの 8 人が三ツ星シェフです。
美しい食材を満喫するのに残る課題といえば、数ある美味しいワインの中からどれを選ぶかということでしょう。地
方内ではボージョレ、コート・ドヴェルニュ、コート・デュ・ローヌ、サン・プルサン、サヴォワワインという多く
のワインを生産しています。同時に、地方で生産されるヴィシーやバドワ、シャテルドン、ヴォルヴィック、エヴィ
アン等のミネラルウォーターもお楽しみ下さい。
これらの郷土の産物について更に深めたい場合は、オーヴェルニュ地方のチーズ街道やボージョレのワイン街道を訪
ね、トリュフを楽しむ週末に参加するなど、個性ある各産地で実施されているグルメ観光を利用すると良いでしょう。
また、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方はオーガニック製品で知られた地方だということも注目しておきましょう。
ここ 10 年で有機農業を取り入れる生産者は倍増しており、特に 500 のオーガニック農家 * が存在するドローム県は、
フランスにおける有機農業発展の大きな推進力となっています。

* 出典 ： 国立原産地名称研究所統計とフランス農業省オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方統計
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方、フランス最大の AOC チーズ産地
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方では、21 の AOC チーズを生産していますが、
これはフランス産 AOC チーズの 46 パーセントにあたり、2 つに 1 つのチーズは我が
地方で作られていることになります。オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方はフラン
ス最大の AOC チーズ産地です！最も有名なものにルブロション、ボーフォール、サン・
ネクテール、カンタル、ブルー・ドーヴェルニュ、アボンダンス、ピコドン、フルム・
ドゥ・モンブリゾンが挙げられます。
オーヴェルニュとサヴォワの 2 つの “ チーズ街道 ” を辿り、
チーズのノウ・ハウを発見：
• オーヴェルニュでは、サン・ネクテール、フルム・ダンベール、カンタル、サレー
スやオーヴェルニュ・ブルー・チーズなど 37 研修箇所や農場が受け入れ可
能です。
http://www.fromages-aop-auvergne.com/
• サヴォワ・モン・ブランでは、ルブロション、ボーフォール、アボンダンス、トム・デ・バーグ、トム・ド・
サヴォワなどのチーズ製造課程を見学できる 74 箇所の観光箇所がございます。
https://www.fromagesdesavoie.fr/en/sites-a-visiter-2/itineraire-des-fromages-en.html
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ガストロノミーを楽しむ有名施設
リヨンのポール・ボキューズ中央市場 Halles Paul Bocuse
フランスにおける正真正銘の食の殿堂、リヨン中央市場ポール・ボキューズは、もともと市の中心部にありましたが 1971 年
に現在のパール・デュー地区に移転し、2006 年に老朽化に伴って改築され現在のような近代的な常設市へ姿を変えました。
シェフの中のシェフ巨匠ボキューズはこの市場の存在を世界に知らしめた一人であり、彼に敬意を表して、今日中央市場には
ボキューズの名が加えられ正式名となっています。ここは牡蠣専門店、チーズ屋、パン屋、ケーキ屋、青果店、豚肉加工品
店、肉屋、魚屋、惣菜店、ワインセラー、レストランなど 48 の店舗が入る屋内市場です。郷土の名産品に限定せず、他の
地方や国から来た食材も扱い、その価値を人々に伝え、感覚を呼び覚まし、素晴らしさを継承しています。市場全体に美
食の都リヨンの魂が根付いているのです。市場は月曜日以外の毎日営業しています（牡蠣店のみ月曜日も営業）
。
www.hallespaulbocuse.lyon.fr
タン・レルミタージュにあるヴァローナ社 Valrhona とチョコレート博物館 Cité du Chocolat
ドローム県タン・レルミタージュにあるチョコレート博物館シテ・デュ・ショコ
ラは、チョコレートをテーマにした文化施設の中では国内最多のビジター数
を誇ります。館内は展示スペースとブティックから成り立ち、カカオ豆の状態
からどのようにしてチョコレートになり、菓子や料理等、様々な用途に使われ
るようになるかを理解することができます。ヴァローナ社では博物館を 7 割
拡張する工事を行い、
2016 年 6 月より総 2000 平米を誇る広大な見学スペー
スが出来上がりました。新スペースではチョコレート職人やチョコレート製造
の仕事を紹介しており、製菓ラボラトリーで実際にチョコレート作りも体験できます。試食スペースではヴァローナ製菓学校
の校長であり有名なパティシエでもあるフレデリック・ボーが手掛けたチョコレートベースの料理を味見することができます。
www.citeduchocolat.com/fr
セヴのチョコレート博物館 MUSCO（リヨン）
2017 年、リヨン初となるチョコレート博物館がオープンしました。チョコレートメーカーのセヴが運営するこの博物館には菓
子づくりやチョコレートづくりが体験できるワークショップスペースや、
カカオ豆がチョコレートになるまでの工程が学べる
「ビー
ン・トゥ・バー」スペース、カカオ豆のプランテーションを紹介する見学コースが設けられています。リシャール・セヴが目指
したのは、チョコレートマスターの仕事を支える伝統のノウハウと技法を世に紹介することです。正確性、ノウハウ、革新、
伝統が互いに補完し合うチョコレートづくりにはさまざまな秘密があり、博物館はそうした秘密を味や感覚を通じて楽しく学
べるユニークな体験の場となっています。訪れた人は大きなガラス越しにチョコレートの製造工程を見学し、世にも美味し
いお菓子を作り出す機械の動きにうっとりと目を奪われることでしょう。
博物館では常設展や特別展を通じて、カカオ豆の起源やその栄養価値を紹介し、チョコレートのテイスティングのコツなど
を伝授します。教育スペースではパティスリー教室やチョコレートのテイスティング教室、セミナーなどを開催しています。専
用スペースで開催されるチョコレート菓子づくり教室に参加することも可能。
https://www.chocolatseve.com/
サン・テティエンヌ Saint-Etienne にあるアトリエ・ヴェイス Ateliers Weiss
ロアール県サン・テティエンヌにあるチョコレート店ヴェイス社が 2016 年 10 月にオープンした「レ・ザトリエ」は全面ガラ
ス張りのミュージアムで、ヴェイス社のチョコレート工場に隣接してあります。総 500 平米の見学スペースがあり、常設展示
ではサン・テティエンヌにおけるチョコレートの歴史、ヴェイス社の創業 130 年の歴史を説明しています。館内レストランで
は、リヨンの 2 つ星レストラン「ル・ヌヴィエム・アール」のシェフ、クリストフ・ルールが考案した特別メニューを愉しめます。
館内の面白い見どころと言えば、チョコレートの製造工程を上方から見学できる渡り廊下です。尚、ビジターは自分で食材
を選びチョコレートマイスターにオリジナルの板チョコを作ってもらうこともできます！ヴェイス社は国内で最も古いチョコレー
ト専門店の一店です。1882 年の創業以来、カカオ豆からチョコレートボンボンや板チョコを作り続けています。
www.weiss.fr
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2019 年 9 月： リヨン国際美食館 La Cité Internationale de la Gastronomie in Lyon
世界に知られた美食の都リヨンに 2019 年 9 月、国際美食館が誕生します。現在改装中の歴史建造物オテル・デューの中
にできあがる美食館では、食の喜び、健康、充足感、ライフスタイルといったものに注目した展示を行っていきます。リヨ
ン国際美食館では、ビジターに総 3900 平米の見学スペースを開放し、教育的でインタラクティヴな「味のアイティナリー」
を提案します。展示は常設展と特別展があり、常設展では世界の食物の歴史、充足感を得られる健康生活、より良い食事、
などのテーマについて掘り下げています。特別展は特定の食材、もしくは特定の国の食文化を取り上げます。展示コーナー
では食材に触れたり、味わったり、嗅いだりすることができ、感覚を刺激する内容になっています。調理のデモンストレーショ
ンコーナーでは、ゲストとして呼ばれたプロの料理人、菓子職人、チーズ職人、肉職人、ワインがビジターの前で腕を振るい、
場を盛り上げています。かつてのオテル・デューの中には、今後、国際美食館の他にオテル・インターコンチネンタル、コン
ベンションセンター、オフィス、住居スペース、レストラン、カフェ、商業施設が入ります。
http://www.grandlyon.com/projets/cite-internationale-gastronomie.html
美食渓谷プロジェクト Vallée de la Gastronomie – France
ディジョンからマルセイユのソーヌ川とローヌ川の渓谷沿いに新しい観光デスティネーションが 2019 年発動されます。リヨン
が発端となった国際美食館（2019 年リヨン、2020 年ディジョン）のプロジェクトが反響を呼びグルメプロジェクトが実行に
移されています。
ディジョンからブルゴーニュとボージョレのワイン畑、
美食の首都リヨン、
ヴァランス
（味の館 Cité du Goût プロジェクト）
、
コー
ト・ド・ローヌのワイン畑とプロヴァンスを経由しアヴィニョン、マルセイユまでの観光ルートです。グルメ、ワイン＆フードと
各特産物やマルシェ、またヴァローナのチョコレート博物館、アヴィニョンのカレ・デュ・パレなどの各地の代表的な美食に
特化した観光施設を巡るには最適なデスティネーションです。
多くの星付きレストランが集まるデスティネーション
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方、フランス第 2 位の美食王国に――2017 年度ミシュランガイドで 90 軒のレストラン
が星を獲得
さらに、当地方の 9 人のシェフが 3 ツ星を獲得しています――レジス＆ジャック・マルコン（サン・ボネ・ル・フロワ）
、ポール・
ボキューズ（リヨン、コロンジュ・オ・モン・ドール）
、
「フロコン・ドゥ・セル」のエマニュエル・ルノー（ムジェーヴ）
、
「ラ・ブイッ
ト」のルネ＆マキシム・メイユール（サン・マルセル、サン・マルタン・ドゥ・ベルヴィル）
、ジョルジュ・ブラン（ヴォナ）
、ト
ロワグロ（ロアンヌから数キロ離れたウーシュに移動）
、フランス唯一の女性 3 ツ星シェフのアンヌ = ソフィー・ピック（ヴァラ
ンス）、
「1947」のヤニック・アレノ（クールシュヴァル）
、そして 2018 年には「ラ・メゾン・デ・ボワ」のマルク・ヴェイラ（マ
ニゴ）が新たに 3 ツ星を獲得しました。
http://restaurant.michelin.fr/
リヨンのブション The Bouchons of Lyon
リヨンの美食の町としての名声を高める理由のひとつは「ブション」と呼ばれる地方独特の形態の料理店にあります。リヨン
を訪れたら必ずしや立ち寄りたいブションでは、世紀を超えて代々受け継がれてきた本物の郷土料理を今日も提供しており、
リヨンの文化遺産を語る上で不可欠な存在となっています。
「ブション」という名称は、昔、これらのレストランで店の入り口
に束にした小枝を飾り、そこが料理店であると示した習慣に由来しています。和気藹々とした本物ならではの雰囲気が流れ
る伝統的なブションは、とりわけ観光客を惹きつけています。大きなカウンター、木製の家具、小さな店内にきゅうきゅう
に寄せ合って並べられたテーブル、赤白チェック柄のテーブルクロス、黒板に書かれたメニュー、壁に掛けられた銅鍋や古
いポスター。これらが演出する趣ある温かい店内と、
気軽に入れる家庭的な雰囲気がブションの成功の秘訣でしょう。ブショ
ンでは典型的なリヨンの名物料理が食べられ、その多くが豚肉加工食品や臓物を使ったもの（リヨン風セルヴラソーセージ、
パセリ風味仔牛レバー、アンドゥイエット、鶏レバーのムースケーキ）です。それ以外に魚のツミレ団子クネル、
セルヴェル・ドゥ・
カニュ（フレッシュチーズの前菜）、プラリネのタルトなども是非味わいたいところです。これらの料理には、地方で産出され
るボージョレかコート・デュ・ローヌのワインが欠かせません。現在リヨン市内にある約 22 のブションが認定を受けており、
店の壁やドアに認定マークが貼られています。
レ・ブション・リヨネの認定を受けたレストランリスト： www.lesbouchonslyonnais.org
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ビストロ・ボージョレ Bistrots Beaujolais
リヨンで 1950 年代に誕生した「ビストロ・ボージョレ」というコンセプトは、昔のビストロで見られた和気藹々とした雰囲気、
料理の質、ボリュームある料理が基本となっています。認定ラベルを獲得するには気取らない雰囲気とボージョレ精神にみ
なぎったメニューを提供すること。そして何よりも、ボージョレ・ヌーボーの時期だけではなく、年間を通してボージョレワイ
ンを提供できるワインリストを有することです！「ビストロ・ボージョレ」ネットワークには、ボージョレ・ワイン委員会が厳し
い審査のもと選定した 300 の料理店がボージョレ地方、リヨンそしてパリに留まらず、ベルギー、ブラジル、オランダ、アメ
リカ、日本、中国、カナダ等など世界中から加盟しています。
「ビストロ・ボージョレ」には 3 つのカテゴリーがあります：
• クラシック Classic： “ ブション ”、ローカル・ビストロ、オーヴェルジュやブラッスリーから始めましょう。ボージョ
レのワインもご一緒にお忘れなく。
• ボージョノミック Beaujonomic： ビストロのミー・スポットやワインバーのワインリストを発掘しましょう。食べて飲
んで楽しむこの新感覚の場所は独自のメニューの出会ったり、シェアする美味しさを発見できるでしょう。
• ガストロノミック Gastronomic： トップクラスのレストラン、または星付きレストランでの特別な一席をボージョレと
その AOC ワインで頂けます。
ネットワーク加盟の店舗リストは： www.beaujolais.com
ビストロ・ドゥ・ペイ Bistrots de Pays
人々が交流し、社会的な人間関係を築き、近場にあるキオスク的な存在でもあるビストロは、フランスの村々におけるアイデ
ンティティや魂そのものです。通りがかりの旅人にとっては、フランスの田舎ならではのライフスタイルを感じ取るのにぴった
りの場所です。国内の個人営業のビストロ経営者を支え、より高い評価をするために 1993 年に「ビストロ・ドゥ・ペイ（郷
土ビストロ）連盟」が発足しました。今日フランス全土に認定を受けたビストロ 250 軒があり、その内の 60 軒あまりがオー
ヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方（ドローム県、アルデーシュ県、イゼール県、ロアール県）にあります。ビストロ・ドゥ・ペ
イのラベルを取得するには、一年を通じて営業していること、人口 2000 人以下の都市化されていない地域にあること、郷
土の食材を使い、家族の皆が楽しめるようなメニューを提案していること、観光インフォメーションを提供していることなど
厳しい条件を満たし、憲章に署名しなければなりません。
ビストロ・ドゥ・ペイ連盟加盟店リストは： www.bistrotdepays.com
トック・ドーヴェルニュ Toques d’Auvergne
オーヴェルニュ地方内アリエ、カンタル、オート・ロワールの 3 県のシェフ約 40 人が参加する協会です。シェフたちはみな
料理と美食に情熱を傾けており、協会の結成当初から地産地消、質の高い食材、地元の生産者との緊密な連携などを推
進してきました。
詳細： www.toques-auvergne.fr
トケ・ダルデーシュ Toqués d’Ardèche
アルデーシュ県内の 7 人のシェフが創設した協会です。シェフたちはそれぞれの個性を料理に反映させながらも同じ情熱
――つまり、環境に配慮した体に良い食材を賢く食べ、アルデーシュ県の美食の文化を促進するという情熱を分かち合って
います。
詳細： www.lestoquesdardeche.fr
トック・ブランシュ・リヨネーズ Toques Blanches Lyonnaises
リヨンおよびその周辺地域のシェフ 100 人以上が参加する協会で、リヨン料理の伝統および地元の食材のクオリティーを守
る活動や、未来のシェフへの教育と訓練を推進しています。
More info on： www.toques-blanches-lyonnaises.com

オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方観光局 – ワイン＆ガストロノミー・セールスマニュアル – 2019 年 4 月 

Page 28

7. 料理講座、お菓子作り講座
旅行中に、フランス料理の基礎をマスターしたいという観光客のために、当地方の多くの料理教室では所要時間の異
なる様々な料理講座を用意しています。英語で実施されるものもあります。
リヨンとその近郊：
デリシューズマン・ヴォートル Délicieusement Vôtre ：コース料理制作（ワイン試飲付）
、テイクアウト可能な 2
皿を作る発見のアトリエ、テーマに沿った料理講座、子供向け料理講座を開催しています。
www.delicieusementvotre.com
イン・クィズィーヌ In Cuisine：独特なコンセプトの店で、書店、高級食材店、サロン・ド・テの運営と同時に料理
教室（大人向け、中高生向け、子供向け、企業向け）を開催しています。
www.incuisine.fr
プラム・ティーチング・キッチン Plum Teaching Kitchen：パティシエ資格を持つアメリカ人講師が英語で料理教
室を開いています。午前中にマルシェを訪問し午後料理に取り組む講座、リヨンの郷土料理講座、お菓子講座など多
彩なコースを提案しています。
www.plumlyon.com
アンスティテュ・ポール・ボキューズ Institut Paul Bocuse
リヨンにある料理界巨匠ポール・ボキューズの料理研修校。料理を愛するすべての人に向けて開かれ、料理の幸せを
より感じられるよう、情熱をもって料理技術に磨きをかけ色々なコツを学ぶことができる講座を提案しています。ポー
ル・ボキューズ料理学校でシェフとして働く講師に手解きを受けながら、フレンドリーな雰囲気の中、少人数グルー
プで料理や菓子作りのノウハウを習得することができます。
www.institutpaulbocuse.com
ラ・キュイジーヌ・ドゥ・フレッド La Cuisine de Fred in the Beaujolais（ボージョレ）
ボージョレの中心部、
フレンドリーで温かい雰囲気の下に開催されている料理教室。フレデリックが季節の食材を使い、
彼のオリジナリティをアクセントにきかせたお菓子と料理を教えます。
www.lacuisinedefred.com
ターブル・エターブル・エ・タブリエ Table, éTable et Tablier
ヴィルフランシュ・シュル・ソーヌに誕生したばかりの新しいガストロノミックなプロジェクト。料理アトリエに人々
を迎え、料理教室やテーマを設定した美食のイベントなどを開催しています。
+33（0）6 15 42  23 70
www.atelier-TTT.com
ローヌ渓谷 ：
ヴァランスの料理教室スクック Scook
有名な女性 3 つ星シェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックがプロデュースするスクックは、活き活きとした美しい料理学
校です。料理を始めてみたい、よりマスターしたい、と望む大人から子供まで、またはワインに興味がある人に向け
て門戸を開いています。併設ブティックでは、系列店の老舗レストラン＆ホテル「メゾン・ピック Maison Pic」で使
用されている磁器製品、ガラス製品、花瓶、そしてアンヌ＝ソフィー・ピックブランドの製品を購入することができ
ます。
www.anne-sophie-pic.com
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メゾン・ギエ Maison Guillet、ヴァランスにある菓子教室
1962 年創業の菓子店メゾン・ギエは有名な国際ルレ・デセール協会 Relais Desserts International（国内外の 100 の
著名な菓子職人が組織する協会）に加盟しています。創業者の息子であり有名な菓子職人のリュック・ギエが、菓子
作りの情熱とノウハウを他の人と共有したいと始めた菓子教室では、シェフ・パティシエのジュリー・オーブルダン
と共に所要 1 時間 30 分～ 3 時間のレッスンを開催しています。テーマ別に実施、個人または小グループで参加可能。
フランス語、英語で実施します。
www.guillet.com
タン・レルミタージュのチョコレート博物館 Cité du Chocolat で体験できる菓子教室
ローヌ・アルプにある高級チョコレートメーカー、ヴァローナ社併設の製菓学校エコール・グルメでは、チョコレー
ト職人が開く菓子教室に参加することができます。パティシエ講師に手解きを受けながら熟練者のノウハウを学び、
提案されるレシピを参加者が最初から最後まで作り上げます。お菓子と言ったら避けては通れない王道レシピからヴァ
ローナ社シェフによるオリジナルレシピまで、
味の嗜好やレベルに合わせたコースを提案しています。パティシエ研修、
所要日数：半日～ 2 日
お問い合わせ： gourmets@valrhona.fr - http://www.citeduchocolat.com/en
テール・グルマンド Terre Gourmande
ドローム県ロマン = シュル = イゼールにあるテール・グルマンドは自然の食材を取り入れたオーガニック教室です。
国家最優秀職人賞（MOF）を受賞したシェフ、アラン・ベルヌが料理の楽しみを教えてくれます。料理、菓子、チョ
コレート、ワインなど様々なテーマでレッスンを開講しており、半日、夜間、週末コースが選べます。
www.terregourmande.com
ラ・キュイジーヌ・デディット La Cuisine d’Edith
アルデーシュ県南部にあるラ・キュイジーヌ・デディット（エディットの料理教室）では、ブドウ畑とオリーヴ畑に
囲まれた美しい環境の中で思い出に残る料理講座を体験できます。半日または週末のレッスンに参加し、洗練された
フランス料理を作る喜びを感じ、コツやヒントを学びましょう。この地方やプロヴァンスならではのレシピをお土産
に持ち帰ります。
www.lacuisinededith.com
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8. ワイン、グルメをテーマにした祭典、フェスティヴァル
アンピュイ村のコート・ロティ・ワイン見本市 Marché aux vins d’Ampuis Côte Rôtie（ローヌ県）
2019 年 1 月 18 ～ 21 日
60 のワイン生産家やネゴシアンが集結し、コート・ロティ、コンドリュー、サン＝ジョゼフ、コルナス、エルミタージュ、
サン＝ペレ、クローズ＝エルミタージュなどさまざまな AOC ワインを 200 種類以上紹介します。
www.marche-aux-vins-ampuis-cote-rotie.com
リヨンのシラ国際外食産業見本市 SIRHA（ローヌ県）
2019 年 1 月 26 ～ 30 日
外食産業のプロだけを対象にした国際外食産業見本市で 2 年に一度、奇数年に開催します。120 か国から 2000 以上
の出展者があり、600 の新商品や未公開の食材を紹介、シェフや外食界を牽引する著名人 6000 人が来場します。シ
ラ国際外食産業見本市はまた、有名なボキューズ・ドールを含む世界最高峰の料理コンクールが開かれる場でもあり
ます。
http://www.sirha.com/
ニヨン Nyons のオリーヴ・オイルの新油祭 アリコック Fête de l’Alicoque（ドローム県）
2 月の第 1 日曜日
今年初物のオリーヴ・オイルを祝う祭。
https://www.paysdenyons.com/fr/
サン・ポール・トロワ・シャトー村 Saint-Paul-Trois-Châteaux のトリュフ
祭 Fête de la Truffe（ドローム県）
2 月の第 2 日曜日
トリュフを発見する一日。トリュフ市、トリュフ収穫、トリュフを感覚と味覚の面からアプローチ、トリュフ販売など。
毎年 2 月の第 2 日曜日に開催します。
http://www.truffle-and-truffe.com/maisondelatruffe.htm
タ ン・ レ ル ミ タ ー ジ ュ の 北 部 コ ー ト・ デ ュ・ ロ ー ヌ ワ イ ン 見 本 市 Salon des vins des Côtes du Rhône
septentrionales（ドローム県）
2 月の最終週末
毎年 2 月の最終末にブドウ畑の麓で開催され、北部コート・デュ・ローヌの中でも最も有名な銘柄ワインの数々が紹
介されます。1 万 2000 人のビジター、北部コート・デュ・ローヌの 8 つの AOC ワイン産地（コート・ロティ、コン
ドリュー、サン・ジョゼフ、クローズ・エルミタージュ、エルミタージュ、コルナス、サン・ペレ、ブレゼーム）か
ら 85 のワイン生産者が集います。
http://www.salondesvinsdetain.fr/
コンドリュー村 Condrieu のワインとリゴットチーズ祭 Vin et rigottes en fête（ローヌ県）
5月1日
毎年、コンドリュー AOC ワインとリゴット AOC チーズという 2 つの AOC（原産地呼称統制）製品にオマージュを
捧げて開催します。職人、販売者、屋台、地元の各団体が、ブドウ栽培農家、ヤギ飼育農家の人々と協力して各種楽
しい催し物を行い、祭りに賑やかさを添えています。
http://www.rigottedecondrieu.fr/
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サン・ネクテール祭 Grande fête du Saint-Nectaire（サン・ネクテール、ピュイ・ド・ドーム県）
5月
ピュイ・ド・ドーム県で生産されるサン・ネクテール AOP チーズを祝う週末で、サン・ネクテール村の 2 か所で開催
されます。村の上方サン・ネクテール・ル・オーにある美しいロマネスク教会周辺に食材関連のブースが立ち、村の
下方の旧村部で民芸品のスタンドが立ちます。予定イベント：試食スタンド、ストリート・スペクタクル、民俗芸能、
農家の動物公開、骨董市、花市、最優秀サン・ネクテール賞選挙
http://www.sancy.com/animations/saint-nectaire/42/16293/grande-fete-du-saint-nectaire
Fête de la Transhumance in Die（Drôme）
6 月中旬
移牧の習慣と、山岳高地への家畜の移動を祝う大祭典。コンサート、郷土品のマーケット、各種イベントを予定して
います。注目したいのはディ市内とルーセ峠を羊の群れが行進するパレードです。
https://fete-transhumance.com/
ブルー・デュ・ヴェルコール・サスナージュ・チーズ祭 Fête du Bleu du Vercors Sassenage ヴェルコール山間の村
7 月末
毎夏、20000 人を超えるビジターがヴェルコール山地にひとつのチーズを祝うために集まります。 AOP 認定を受け
た伝統のブルーチーズは、ヴェルコール地方自然公園の中だけで造られています。
www.fetedubleu.org
サヴォワ地方のチーズ祭典 Fête des fromages de Savoie
毎年、サヴォワ県またはオート・サヴォワ県の異なる村で開催
7月
地方の住民とサヴォワチーズ生産関係者が交流することを目的として始まった祭典は、年々その規模を拡大しより多
くの人を魅了して、サヴォワ地方の夏の見逃せないイベントとなりました。毎年異なる村が会場となって開かれ、住
民やバカンス滞在の観光客にチーズ産業の舞台裏、チーズ造りに必要とされるその他の条件（環境の保護や味の質の
維持、特殊なノウハウ、素晴らしい土壌）を紹介しています。祭典では、アボンダンス、ボーフォール、シュヴロタン、
サヴォワエメンタール、サヴォワルブロション、トム・デ・ボージュ、トム・ド・サヴォワの 7 チーズにオマージュ
を捧げます。
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/fete-des-fromages.html
ニヨンスのオリーヴの祭典レ・ゾリヴァード Les Olivades（ドローム県）
7 月中旬
オリーヴとオリーヴ・オイルにオマージュを捧げ、ニヨンス市内で多彩な無料イベントを多数開催します。オリーヴ
鑑定騎士団や域内のオリーヴ生産者が集結して、ニヨンスのオリーヴ、オリーヴ商品を紹介します。毎年、地方の民
芸品を扱うブースが立ち、夜はアート市が開かれてニヨンスの夜を鮮やかに彩ります。それ以外にも、オリーヴ畑で
のハイキング、テニストーナメント、有名なペタンク合戦も実施します。
https://www.paysdenyons.com/fr/catalogue/activite/fete-des-olivades-50eme-edition-151204/
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サウ村 Saou のピコドン・チーズ祭 Fête du Picodon（ドローム県）
7 月の第 3 週末
地方の名産で AOC 認定を受けた小さな辛い山羊チーズ、ピコドン・チーズを祝
う祭典。ドローム県とアルデーシュ県から 50 あまりの山羊酪農農家が集結し、
最優秀ピコドン・チーズ賞を狙って競い合います。音楽コンサート、民芸品市、
グルメ、民俗芸能など。毎年ビジター数は 10000 人を超えます。
http://fetedupicodon.com/
ラ・キュルサ村 La Clusaz のルブロションチーズ祭 La Fête du Reblochon（オート・サヴォワ県）
8月
ルブロションチーズと民芸品が並ぶ祭典で、山車パレード、職人風パン造りのデモンストレーション、サヴォワの名
物試食、民俗舞踏など沢山のイベントを用意しています。毎年 2000 人を超える人が訪れます。
http://www.fetedureblochon.fr/
リオン・エ・モンターニュ村 Riom-es-Montagne のブルー・ドーヴェルニュ・チーズ祭 Fête du Bleu d’Auvergne
（カンタル県）
8月
オーヴェルニュを代表する AOP ブルーチーズ、ブルー・ドーヴェルニュを祝う祭りがカンタル県のリオン・エ・モン
ターニュ村で 8 月に開催されます。賑やかな雰囲気の中、乳牛コンクール、試食アトリエ、音楽スペクタクルといっ
たイベントを実施します。
http://www.fromage-aop-bleu-auvergne.com/fete-du-bleu-d-auvergne
サン・プルサン・シュル・シウール St Pourçain-sur-Sioule のワインと食の祭典 Festival viticole et gourmand（ア
リエ県）
8月
サン・プルサンで伝統的に行われていた旧ワイン祭が、より大きな「ワインと食の祭典」となって生まれ変わりました。
サン・プルサンの域内にある 33 の村では 1 週間の間、多くの催しが行われ住民と観光客を楽しませます。
http://www.payssaintpourcinois.com/
ノートル・ダム・ドゥ・ベルコンブ Notre Dame de Bellecombe のワイン祭 Festival des Vins de Savoie et
d’ailleurs（オート・サヴォワ県）
8月
ノートル・ダム・ドゥ・ベルコンブ村の中心部の通りは、ワイン祭に合わせて全面的に歩行者天国となります。試飲、
ブラスバンド、グループの音楽演奏、子供向けイベント、ポニー乗馬体験、軽食スタンド等、一日中多彩な催し物を
楽しめます。ワイン生産者、食品産業関係者、職人、農業者など 60 の出展者が集い、毎年 VIP ゲストを 1 人招聘します。
www.valdarly-montblanc.com
サン・ペレ村 Saint-Péray のコート・デュ・ローヌ・ワイン見本市 Salon des Vins des Côtes du Rhône（アルデー
シュ県）
9 月の第 1 週末
70 以上のワイン生産者が集まり、ヴィエンヌからニームまでの範囲にある全てのコート・デュ・ローヌのアペラシオ
ンが紹介される見本市。
http://www.confrerie-du-saint-peray.fr/pages/la-confrerie/le-marche-au-vins.html
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サン・ロマン・アン・ガル Saint-Romain-en-Gal の歴史再現ワイン祭ヴィナリア Vinalia（ローヌ県）
9月
ガリア・ローマ博物館で行われるワイン祭レ・ヴィナリアは、毎年ブドウ収穫の時期に行われるワインに捧げられた
歴史再現イベントです。古代の食事、ワイン文化・習慣を振り返り、試飲やワークショップ、講演を通じて理解します。
http://www.vienne-tourisme.com/
モンブリソン Montbrison のフルム・チーズ & コート・デュ・フォレ・ワインの祭典 Journées de la Fourme et
des Côtes du Forez（ロアール県）
10 月の第 1 週末
フォレ山脈で古くから生産されている伝統的なブルーチーズ、フルムを祝います。フォレを代表する 2 つの AOC 製品
（フルム・ド・モンブリゾン、コート・デュ・フォレワイン）をテーマに開催します。
http://www.fourme-de-montbrison.fr/
グルノーブル Grenoble のワインと音楽の祭典ル・ミレジム Le Millésime（イゼール県）
10 月
1995 年より開催されているル・ミレジム祭は、毎年、10 月中旬にグルノーブル中心部で行われ、2 週間にわたり、
町は独特な祭ならではの賑やかな雰囲気で彩ります。というのはル・ミレジムは、ワインと音楽を同時に祝い、生産
者が集まるマルシェも開かれるからです。1 日限りの音楽家、ワインを熟知した通の人達など、皆が参加でき、プロも
愛好家も、ただ興味があるという人も、誰もが必ず楽しめる催し物を見つけるでしょう。
催し物例：テイスティングで発見するワインの世界、音楽史 500 年を楽しむ寛ぎの散策
https://www.lemillesime.fr/
栗祭りレ・カスタニャード Les Castagnades（アルデーシュ県）
アルデーシュ県内の複数の村にて
10 月、11 月
郷土の産物であり、
アルデーシュを代表する食材「栗」をテーマにした祭りです。
生産者、職人、住民などクリ畑と共存する全ての人々が交流する機会で、アルデー
シュの郷全体が栗を祝い喜びに包まれます。栗市、ハイキング、スペクタクル、
食事、生産者ブース、各種イベント。www.castagnades.fr
アヌシー Annecy、秋の移牧祭 Retour des Alpages（オート・サヴォワ県）
10 月の第 2 土曜
職人技を披露するイベント、昔から継承されてきた伝統工芸のデモンストレーション、民俗芸能、山岳高地から麓の
牧場まで移動する家畜のパレード、郷土食材の試食。山岳地方ならではの伝統的な祭典で、温かい雰囲気に包まれた
イベントです。
http://www.lac-annecy.com/fete-et-manifestation/1/93981-retour-des-alpages.html
「ワイン産地と発見 Vignobles & Découvertes」一般公開日－魅惑の週末 Fascinant Week-end
10 月第 3 週末
「ワイン産地と発見」の認定を受けた以下の観光デスティネーション * の一般公開日です。
* ボージョレ南部からリヨン北の黄金石地区、サヴォワ・ブルジェ湖、サヴォワの中心地域、コンドリューとコート・
ロティ地区、エルミタージュからサン・ジョゼフ地区、コルナスからサン・ペレ地区、ドローム・プロヴァンサル地区。
賑やかで楽しい 100 以上のイベントを通じて魅惑の週末を存分にお楽しみ下さい。この地方の恵まれた自然風景の中
では、アウトドア派も美食家も、音楽愛好家も、その他の趣味がある人も、誰もが一緒にブドウ畑の豊かさを楽しむ
ことでしょう。www.fascinant-weekend.fr
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ペリュサン Pélussin のりんご祭 Fête de la Pomme（ロアール県）
11 月 11 日
ピラ自然公園で生産される美味しいリンゴを入手できる見逃せない祭りです。ヴィリユの旧市街で開催され、生産者
による販売が行われます。http://www.pilat-tourisme.fr/fr/
サン・ボネ・ル・フロワ村 St-Bonnet-le-Froid のキノコ祭（オート・ロワール県）
11 月初旬
サン・ボネ・ル・フロア村で週末の 2 日間、キノコに纏わる様々な催し物が繰り広げられます。プログラム例：乾燥
きのこ市（午前中）
、きのこ生産者市、菌類の不思議を紹介する展示、きのこを使った料理のデモンストレーション、
きのこ料理の軽食など。
http://www.saintbonnetlefroid.com/saint-bonnet-le-froid/
ボージュー Beaujeu のサルマンテル祭 Les Sarmentelles（ローヌ県）
11 月の第 3 木曜日
リヨンや近郊にあるバー、レストランで 11 月の第 3 木曜日にボージョレ新酒の解禁が行
われますが、ボージョレ地方の古都ボージューでは伝統的なサルマンテル祭が行われます。
世界各国からボージョレ・ワインの愛好家が集い、小さな村は大賑わいとなります。歌や
ダンスが夜通し続けられ、午前 0 時には熱気溢れる中でワイン樽が抜かれます。ボージュー
の通りで松明を手にした村人が行進する光のパレードが見物です。
http://www.sarmentelles.com/fr/
ボージョレ・ヌーボーの時期のボージョレ・マラソンもお忘れなく。ボージョレの初ワイ
ンを祝い 5 日間のお祭りとエンターテイメントが繰り広げられます。
https://www.beaujolaisdays.com/
コルナスのワイン市 Marché aux vins de Cornas（アルデーシュ県コルナス）
12 月の第 1 週末
コート・デュ・ローヌ北部で造られるワイン全般を取り扱う市。さまざまなワインが試飲できます。
http://www.rhone-crussol-tourisme.com/
ブレス鶏コンクール、栄光のブレス Les Glorieuses de Bresse
ブール・カン・ブレス、モンルヴェル・アン・ブレス、ポン・ドゥ・ヴォー、ルーアン
12 月
12 月中にブレス地方にある 4 つの町でフランスが誇るブレス鶏のコンクールが開催されます。
「4 つの栄光」と名付
けられた大会では審査員によって選ばれた最高の鶏、若鶏、七面鳥に賞が授与されます。
www.glorieusesdebresse.com
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9. リヨン、近郊のワイン産地にある宿泊施設
「リヨンと近郊のワイン産地の中にある宿泊施設リスト」を参照のこと。
宿泊施設リストでは、リヨン、ボージョレ地方、ローヌ渓谷、サヴォワワイン産地、地方のその他のワイン産地にあ
る主要なホテル（3 つ星、4 つ星、5 つ星）とペンション（シャンブル・ドット）を紹介しています。

10, インフォメーション、便利なお問い合わせ先
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方観光局
グルメ＆ワイン観光プロモーション担当
イザベル・フォール Isabelle FAURE – i.faure@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Tel. +33（0）426733177
マルティーヌ・ブリディエ Martine BRIDIER – m.bridier@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Tel. +33（0）426733176
国外の観光事業者向けサイト： www.inauvergnerhonealpes.com
• 便利な問い合わせ先、インフォメーション、ワイン＆グルメの特設ページ
• 受入れエージェンシーリスト
• 主要なイベントリスト
• 地方の受入れエージェンシーが提案する滞在アイデアやパッケージツアー
• オンラインフォトライブラリー、映像
その他にも沢山の情報を掲載しています！
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