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シャンパーニュ
極上のライフスタイル

を体験する
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ワイン
ツーリズム

シ ャ ン パ ー ニ ュ 地 方
シャンパーニュ地方は、比類なき知名度を持つワイン、つまり“シャンパ
ーニュ”を代表するように様々な魅力に溢れています。シャンパーニュ
は、ワインツーリズムとして訪問される生産地として、フランスで2番目の
位置にあります。
 
1. ボルドー : 18 %
2. シャンパーニュ : 17,2 %
3. アルザス : 16,9 %
4. ブルゴーニュ : 16,2 %
 
出所： ATOUT FRANCEフランス観光開発機構

数 字 で 見 る
観 光 事 業

730万人のシャンパーニュ地方への訪問者　　　　
1480万の宿泊
290万泊が伝統的なホテルでの宿泊
内34%（100万泊）が外国からの宿泊客   
内30%（約30万泊）がイギリスからの宿泊客

 
出所 : 2019年　ORTCA/シャンパーニュ=アルデンヌ地域観光観測機関

数字で⾒る
シ ャ ン パ ー ニ ュ の 活 動

世界1位のAOCワイン生産地（価格ベース、49億ユーロ）
価格ベースで世界で流通するスパークリングワインの36%を占める
一方、生産量ベースでは世界で流通するスパークリングワインの10％に満
たない（つまり希少価値が高い）
16 000のブドウ栽培・醸造家
340のシャンパーニュメゾン
140の協同組合
2018年の販売量 : 3億190万本 

　　　・48.7 %がフランス国内
　　　・51.3 % が海外
 
 
出所 : 2019年　シャンパーニュ委員会



ユネスコ
世界遺産

2015年7月4日、『シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ』がユネスコの世界遺産に登録され
たこの日は、財産の適切な管理の義務を考慮に入れた、テロワールの新しいプロジェクトの出発
点となりました。
 
世界的認知

 
世界遺産に登録申請するプロセスの過程で、シャンパーニュ地方のプロフェッショナル達と地方
自治体が、個々の利益を超え、全員の利益のためのプロジェクトを中心に集まりました。今日、
パートナーシップにより生まれる新しいダイナミズムがシャンパーニュにおいて機能する必要が
あります。もはや世界遺産への登録に対してではなく、遺産の保存と価値の向上、景観の美化と
管理、ユネスコの価値観を尊重したワインツーリズムの発展に焦点が当てられています。
 
世界遺産は、品質と魅力を確約するものとして多くの旅行者、ツアーオペレーターから認められ
ています。共同で管理されたツーリズムは、次の世代のため、景観の品質維持に貢献することが
できます。それがシャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ代表団が、原動力またまとめ役として
心がけ、約束するものです。



シャンパーニュ、
極上のライフスタイル

グラン・テスト地方観光局の指揮のもと、シャンパーニュ委員会、ツーリズム事業者とパートナ
ーシップを組み、ワインツーリズムの共有ブランドである《シャンパーニュ、極上のライフスタ
イル》が2016年に誕生しました。
 
グラン・テスト地方とシャンパーニュ委員会の財産であるブランドが目指すもの、それはシャン
パーニュがメジャーな観光地としての地位を得て、国際的な市場でその存在を示し、新たな顧客
を獲得することです。シャンパーニュの質の高い観光での経済利益を増やすことを目標としてい
ます。
 
この共有ブランドは、共同で築き上げられたブランドです：ブランドに価値を与え、その地位を
築き、発展に貢献するすべてのものの力と意志によって成功がもたらされます。シャンパーニュ
の認知度と観光の魅力を向上させること、またブランドのパートナーが提案する様々な観光素材
や体験をより目立たせ、より説得力のあるものにすることが狙いです。
 
 

価値
 •  ホスピタリティ精神：ゲストをもてなす⼼
最上であることを追求：不⾜ゼロを⽬指し、常に顧客満⾜度の評価を⾏うよう

態勢を整える

本質：⾒かけより実質を。過剰であったり不必要なことはせず、シンプルにか

つ節度を持つ

開かれた精神：出会い、交流、⾃⾝の価値と⽂化を持つ他者への関⼼

継承：情熱、知識を分かち合い、テロワールとその歴史について語り、若者と

共に働きノウハウを継承する

 •  厳格さ：プロフェッショナリズムと業務を適切にこなすセンス、正確さ
本物の《贅沢》：⾃分⾃⾝のあるがままに調和した、企業とテロワールのアイ

デンティティに刻まれている洗練さ



アンバサダー

基準
ブランドの恩恵を受けアンバサダーとなるためには、観光事業者は以下の基準
を満たす観光素材を提供しなければなりません :

シャンパーニュと直接つながりがある。
地理 : 観光素材は、シャンパーニュAOC圏内又はシャンパーニュの5つの
AOC県（エーヌ県、オーブ県、オート=マルヌ県、マルヌ県、セーヌ=エ=マ
ルヌ県）に位置しなければならない。
クライアントがシャンパーニュの真の洗練された体験を得ることができる。
国際的な地位を獲得している。
旅行者の口コミサイト上でのクオリティに対しての評価が高く、クオリティ
マネジメントの枠組みの中で継続的に品質管理を行っている。

位置づけ
観光素材は洗練された体験を表現するものでなければなりません。すなわち:

外国人観光客に対し、彼らが持つフランスでの滞在体験への期待に相当する
ような、決して見逃すことができないものを強く表現している。
初めての滞在から旅先になる理由となる、フランス流エレガンスやライフス
タイルとのつながり。
シャンパーニュのプロフェッショナル達が自然な優雅さで卓越したクオリテ
ィを取り扱う独自のスタイル。

ネットワーク
今日までに、100名近くのアンバサダーがブランドに加わりました。アンバサダー
は7つのカテゴリーにグループ分けされています　:

メゾン/協同組合/シャンパーニュのブドウ栽培・醸造家
宿泊施設/レストラン
シャンブル・ドット　　　　
インバウンド旅行会社
ワインツーリズム事業　　
レストラン　　　　　　
イベント



LES
EXPERIENCES
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いくつかの例
極上のライフスタイルを体験する



宿泊施設

ホテル

Royal Champagne, Champillon
ロワイヤル・シャンパーニュ
（シャンピョン）
 
ブドウ畑の上にそびえ立つロワイヤル・シャ
ンパーニュホテル＆スパは、ブドウ畑でのラ
イフスタイルを新しく解釈します。客室は49
部屋あり、19世紀の当時旅館兼郵便局であっ
た建物を背にした、コンテンポラリーな空間
を提案します。
ユネスコの世界遺産に登録された地域にある
ロワイヤル・シャンパーニュは、シャンパー
ニュの調和のとれた景観に溶け込み、この地
方に素晴らしいスパと、才能あふれるシェフ
が指揮を執る美食の二つのレストランを提供
します。
 

シャンブル・ドット

Le Jardin de la Cathédrale, Troyes
 
ル・ジャルダン・ド・ラ・カテドラル
（トロワ）
 
トロワの中心に位置するル・ジャルダン・
ド・ラ・カテドラルは、ステンドグラス、シ
ャンパーニュの遺産、ガーデンアートへの真
のオマージュです。このシャンブル・ドット
は、カラフルな5つの客室、トロワのカテド
ラルを眺める素晴らしい庭園を提供します。

Château de Rilly, Rilly-la-Montagne
シャトー・ド・リリー
（リリー=ラ=モンターニュ）
 
ランスの入り口、シャンパーニュのブドウ畑
の中心に位置するシャトー・ド・リリーは、
ライフスタイルを育み、18世紀末のシャンパ
ーニュメゾンに迎え入れる特別な場所です。
15部屋ある客室は広く快適で、休息と空想に
適した空間の中、エレガンスと古典、伝統が
調和しています。
お客様が再びお越しになる時決して飽きるこ
とがない様、客室は各部屋異なるインテリア
が施されています。

Le 25bis by Leclerc Briant, Épernay
 
ル・ヴァンサンク-ビス by ルクレール・
ブリアン（エペルネー）
 
18世紀、かつて《別荘街》と呼ばれた有名な
エペルネー通りに、一人のシャンパーニュワ
インのネゴシアンが家族のための邸宅を建設
しました。それが今日、メゾン ルクレール・
ブリアンをイメージし全面改装されました。5
つの客室、テラス、サロン、そして窓から見
える公園...建物の各階にメゾンの魂が宿って
います。



レストラン

"Le Parc", Domaine Les Crayères, Reims
 
“ル・パルク”
（ドメーヌ・レ・クレイエール、ランス）
 

フィリップ・ミユ・トゥットシェフの⼆つ星レ

ストラン。エレガンスとフランスの⾼級ガスト

ロノミーの洗練さ。フランス流ライフスタイル

を集約した空間には洗練と精密さが刻み込ま

れ、⼼温まる世界が作り上げられます。⼆つ星

レストラン《ル・パルク》では、些細なディテ

ールまでナチュラルで、⼼を和ませてくれま

す。

ワインツーリズム 
アクティビティ

Racine, Reims
 
ラシーヌ（ランス）

 
⽥中⼀⾏シェフの⼀つ星レストラン。⽇本の

影響を受けている料理は程良く、新鮮でやや

⾰命的。覚醒する感覚、テクスチャーの遊

び、味、ビジュアルとストラクチャー。⽥中

シェフは、⽣産者や⽣産物にインスパイアを

受け、⾃然に近づく料理を提案します。レス

トランラシーヌは、⽇本とフランスの間、伝

統と探求の間にある⼀⼈のシェフを映し出す

ものです。

Le Sentier du Vigneron, Mutigny
ル・サンティエ・ド・ヴィニュロン

（ミュティニー）
 

⾃由⾏動またはガイド付きの1時間半のツアー
で、ビジターはブドウ畑に囲まれた⼩さな町ミ

ュティニーの⼩道を散策し、景観を楽しみま

す。ツアーを通して解説パネルによる説明があ

り、ブドウ畑での作業や病害、チョーク質⼟

壌、様々なセパージュについて知ることができ

ます。ガイド付きツアーの最後には、シャンパ

ーニュのテイスティングを⾏います。

Le Château de Condé, Condé-en-Brie
ル・シャトー・ド・コンデ

（コンデ=オン=ブリー）
 

シャンパーニュの観光ルート上、ヴァレ・

デ・プランスにある美しい城の鉄⾨をくぐ

り、今⽇なお⼈が住みつつもフランスの歴史

が息づく邸宅の秘密を体験してください。芸

術、歴史とシャンパーニュの間で、ビジター

は装飾の施された多数の部屋、とりわけかの

有名な画家ヴァトーやウードリーの絵画が飾

られた部屋を⾒学することができます。これ

らの部屋には、リシュリュー枢機卿やマゼラ

ン枢機卿を始め、ルイ・ド・ブルボン、ジャ

ン・ド・ラ・フォンテーヌといったフランス

の歴史上の⼈物たちが訪れました。城のかつ

てのブドウ畑を⾒渡す視界を遮るもののない

眺望が、この驚きに満ち溢れた⾒学 - ⾒学中
に現在の城主とすれ違うかもしれません - に
インパクトを与えます。 



シャンパーニュ⽣産者

ブドウ栽培・醸造家

Champagne Tassin, Loches-sur-Ource
  

シャンパーニュ・タッサン
（ロッシュ・シュル・ウルス）
 
シャンパーニュ・タッサンのロマンティック
ツアーは、愛の告白や近しい人々へのサプラ
イズに理想的なメニューです！その時のため
にろうそくの明かりのみで照らされたアーチ
形の天井のカーヴを、ただ導かれるまま進め
ばよいのです。サービスのシャンパーニュの
ボトル、プチフールと花束が供されたロマン
ティックなテーブルがゲストをお待ちしてい
ます。ご希望に応じ追加オプション（演奏や
カメラマンによる撮影など）も対応可能で
す。
 

シャンパーニュメゾン

Champagne Boizel, Épernay
 

シャンパーニュ・ボワゼル
（エペルネー）
 
メゾンボワゼルは、シャンパーニュ通りにあ
るカーヴとテイスティングアトリエの訪問を
提案します。プライベートツアーでは、お客
様はトレゾール・ボワゼルの中に入ります。
トレゾール・ボワゼルは各世代が最高の出来
のワインのボトルを選り分け保管した地下室
で、とりわけこの真の宝を歴史上の様様な危
機から守りました。テイスティングは、お客
様の好みに応じプリヴェ・ジュリーの間又は
オーギュストの間で行い、3つのキュヴェを
選んでいただけます。ボワゼルの赤い手帳を
プレゼントで差し上げます。

Champagne Météyer, Trélou-sur-Marne
 

シャンパーニュ・メテイエ
（トレルー=シュル=マルヌ）
 
アンナとフランク・メテイエが昔の機械が展示
されている博物館やドメーヌのカーヴを案内
し、お客様をブドウ畑とワインの歴史への旅へ
と誘います。アートギャラリーの様に再設計さ
れたテイスティングルームでは、メゾンの様々
なシャンパーニュワインを試飲することがで
き、アートとたった一つのシャンパーニュとの
調和を体験することができます。

Champagne Taittinger, Reims
 

シャンパーニュ・テタンジェ
（ランス）
 
家族経営のシャンパーニュメゾンであるテタン
ジェのガイド付きツアー。ツアーでは、メゾン
の歴史を知ることができる地下18mにある13世
紀の遺跡サン=ニケーズ大修道院をご案内しま
す。この遺跡は、ユネスコの世界遺産に登録さ
れた《シャンパーニュの丘陵、メゾンとカー
ヴ》に属するガロ・ロマン期の壮麗なチョーク
採石業の中にあります。
ツアー終了後ひとつ又は複数のキュヴェのテイ
スティングを行います。



協同組合

Champagne Devaux, Bar-sur-Seine
  

シャンパーニュ=ド=ヴォー
（バール・シュル・セーヌ）

 
シャンパーニュ=ド=ヴォーは、歴史的記念物
補助⽬録に登録されている17世紀の珍しい天
井屋敷がそびえるセーヌ沿岸の公園の中⼼に

ある、18世紀の館を拠点としています。シャ
ンパーニュ=ド=ヴォーは、その後に⼆つのシ
ャンパーニュワインのテイスティングと館で

の美味しいお⻝事をお楽しみいただくセーヌ

川のガイド付きカヌーツアーなど、様々なア

クティビティを提案します。
 

Champagne Pannier, Château-Thierry
 

シャンパーニュ・パニエ

（シャトー・ティエリー）

 
地下30m、無限のチョーク質⼟壌の中、岩の
中に掘られた採⽯場で、プレーヤーのグルー

プは制限時間内に⼀連の謎解きをしなければ

なりません。ゲームの⽬的は、細かな泡を含

む永遠の命を与える秘薬を⾒つけ出すことで

す。伝説では、この秘宝は中世の時代よりカ

ーヴによって守られてきたと伝えられていま

す。秘宝は今⽇まで未だ発⾒されていませ

ん。

シャンパーニュ体験に関する情報はこちら:
 

www.visitlachampagne.travel

http://www.visitlachampagne.travel/
https://www.facebook.com/champagne.refinedartdevivre/
https://twitter.com/champagne_ref
https://www.instagram.com/champagne_refined/


Romain Tilly
ロマン・ティリー

tilly.crtca@gmail.com

Stéphanie Martel
ステファニー・マルテル

stephanie.martel@civc.fr 

お問合せ


