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フランスのロマンティック体験
ヴァレンタインの時期、フランスではカップル向けの旅行プランやアクティビティが充実します。各地観光局の公
式サイトでもヴァレンタインにちなんだイベントや、ロマンティックな場所や体験の特集が掲載される時期です。
ヴァレンタインの時期に関わらず、通年でお薦めできる観光素材を多く含みますので、時期を問わずロマンテ

ィック体験をテーマとした資料集としてご活用ください。
広報用画像のダウンロードリンクは文書最後に記載しております。

プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール Provence Alpes Côte d’Azur












アヴィニョン教皇宮殿に泊まる超特別体験
ガッサンのヴァレンタイン特別マルシェ
アートとワインに囲まれた週末プロヴァンス旅行
アルルの5つ星ホテル「ジュール・セザール」のロマンティックステイ
ヴァランソル高原のラベンダー街道
プロポーズのセッティングもお任せできるピクニック専門業者
ドメーヌ・ド・マンヴィル、星付きシェフのヴァレンタインディナー
カマルグで見るピンクフラミンゴの求愛ダンス
カップルにお薦めしたい冬のニースの過ごし方
ミモザルートで感じる春の予感
ヴィンテージカーでプロヴァンスの大地を駆る

ペイ・ド・ラ・ロワール Pays de la Loire




ペイ・ド・ロワールの古都アンジェのホテル・レストラン
ナント観光局、ヴァレンタインメニューへの対応店をピックアップ
ナント、ヴァレンタインにこそ泊まってみたいアーティストが手掛けた宿

オクシタニー Occitanie



モンペリエ観光局、ロマンティックプランを大特集
トゥールーズで愛を語るガイドツアー

ヌーヴェル・アキテーヌ Nouvelle-Aquitaine



ヴィンテージカーDSリムジン・カブリオレでボルドー旅行をクラスアップ
映画の世界に迷いこむサルラの街とドルドーニュ

パリ・イル・ド・フランス Paris Ile-de-France





愛の首都パリでできるロマンティック体験
ギャラリー・ラファイエットでヴァレンタインセール
トリアノン・パレスのヴァレンタインプラン
ロダン美術館のLove Night
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グラン・テスト Grand Est



帰ってきたストラスブール・モナムール
恋人の前でレーシングカーを運転する

サントル・ヴァル・ド・ロワール Centre-Val de Loire




薔薇の花で村興しに成功したシェディニー村
日本とも縁が深いヴァレンタイン村
馬車でゆくオルレアン散策

ブルターニュ Bretagne


シャトー・ダピニェ、おとぎの国のシャトーホテルは環境配慮も万全

ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ Bourgogne-Franche-Comté


キューピッドの力を借りディジョンの絶景スポットで愛を告白

オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ Auvergne-Rhône-Alpes







サン・テティエンヌ、オリジナルワインでJe t’aime
グルノーブル、泡型のケーブルカーで愛・急上昇
シャンパーニュとバラの花びらでお出迎え、プロヴァンスの入口、クレール・ド・ラ・プリュム
アルプスのスキーリゾート、ムジェーヴでのロマンティック体験
氷河の上のロマンティックステイ
運河の街アヌシーでヴェネチア風カーニバル
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プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール
Provence Alpes Côte d’Azur
【アヴィニョン教皇宮殿に泊まる超特別体験】
アヴィニョン教皇宮殿に宿泊できる超特別プランをアヴィニョン観光局と地元
が誇る5つ星ホテルのラ・ミランドがタッグを組み、2021年秋に実現させまし
た。初回では幸運な6組のカップルが選ばれ、宮殿内で一晩を過ごした後、
ラ・ミランドでの華麗なるホテルステイとディナーを体験し、アヴィニョン橋上で
の記念撮影も欠かしませんでした。第二弾を計画中とのことで、募集は
2022年3月に公式ページで公開予定です。
https://avignon-lesnuitsdexception.com/en/
情報提供：Avignon Tourisme - Provence – France
© Empreintedailleurs

【ガッサンのヴァレンタイン特別マルシェ】
地中海のリゾート地サン・トロペを見渡す丘の上にたつ小村ガッサンをご存じ
ですか。「フランスの美しい村」に登録され、フランスらしさが凝縮された村で
す。2022年2月12、13日の週末には、ヴァレンタイン特別マルシェが出ま
す。手づくりの品、季節の食材、フードトラック、花、雑貨など。
https://www.golfe-saint-tropezinformation.com/en/animation/commercialevent/gassin/marche-artisanal-producteurs-fevrier-20226006827
©ebertrand - gassin

情報提供：Golfe de Saint-Tropez Tourisme
【アートとワインに囲まれた週末プロヴァンス旅行】
プロヴァンスで最も美しいブドウ畑の中心で恋に落ちる! ブドウ畑を散策し、
現代彫刻が置かれた公園や美しい庭園をゆったり周った後で、プロヴァンス

©DR-Peyrassol

ワインを味わってみませんか？ 大自然の中のゲストルーム「ラ・ルヴィエール」
では、ご到着後のお部屋にチョコレートとワインにご用意しています。ビストロ
ノミ―のレストラン「シェ・ジャネット」ではシャンパーニュを片手にロマンティック
なディナーをお楽しみください。
https://peyrassol.secretbox.fr/sejour-en-amoureux.html

©Photo Christophe Goussard
Peyrassol

情報提供：La Commanderie de Peyrassol
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【アルルの5つ星ホテル「ジュール・セザール」のロマンティックステイ】
古代ローマ建築が多く残るアルルの中心部にあり、元カルメル会修道院の
建物を利用した当ホテルは、クリスチャン・ラクロワが改修に携わり、スタイリッ
シュな内装。こちらのヴァレンタイン特別プランは、プロヴァンスの雰囲気漂うレ
©Hôtel Jules César Arles

ストラン「ル・マルゲス」でのディナー、スパの利用、シャンパーニュがついて
449€。
https://hotel-julescesar.secretbox.fr/sejour-hotel-julescesar-evasion-romantique-arles.html
情報提供：Office de tourisme Arles Camargue

©Hôtel Jules César Arles

【ヴァランソル高原のラベンダー街道】
オット・プロヴァンス県、ヴァランソル高原に広がるラベンダー街道を二人で歩
いてみたい…。そんな夢を今年は叶えてみませんか。小さな村々を周りなが
ら、エッセンシャルオイルの製油所やラベンダー博物館を訪ね、栽培農家との
©Louai Barakat

出会いが楽しみな旅になることでしょう。一面に広がる紫の海の中で、プロヴ
ァンス土産を見つけるのもお忘れなく。ラベンダーはもちろん、黒トリュフ、蜂
蜜、ワイン、サフラン、アーモンド、山羊のチーズ、オリーブオイルなどの産地で
す。
www.routes-lavande.com/le-plateau-de-valensole

©Louai Barakat

情報提供：Office de Tourisme Communautaire Durance
Luberon Verdon
【プロポーズのセッティングもお任せできるピクニック専門業者】
地中海沿いの港町バンドールを中心に、ピクニックをセッティングしてくれる「ア
ンスタン・ピクニック」社。海辺の絶景ポイント、または自宅やホテルでも、お好
みの場所でピクニックできます。 複数のコースがありますが、プロポーズや、こ
こ一番という時の「キューピッド」コースもあります。料理などは100％地元の
提携店を使っています。
www.linstantpiquenique.com

©L'Instant Pique Nique

情報提供：Office de Tourisme de Bandol

フランス観光開発機構 広報担当 増田真由美
Contact Presse, Atout France au Japon
mayumi.masuda@atout-france.fr
-4-

フランス観光開発機構

Atout France

プレス資料

DOSSIER DE PRESSE
RELEASE

【ドメーヌ・ド・マンヴィル、星付きシェフのヴァレンタインディナー】
レ・ボー・ド・プロヴァンスのホテル「ドメーヌ・ド・マンヴィル」は、ミシュランの星を
獲得したシェフ、リーヴェン・ヴァン・アケンとともに愛を奏でます。星付きレスト
ラン「ロピホL'Aupiho」では、ヴァレンタインに際し8品の特別メニューが登
場! ドメーヌ内のアグロエコロジーに配慮した農場で採れた野菜を使い、大
地から皿の上に至るまで、サステナブルな美食を提供します。
©AnthonyLanneretonne

https://www.domainedemanville.fr/s-attabler/restaurantlaupiho
情報提供：Office de tourisme des Baux-de-Provence
【カマルグで見るピンクフラミンゴの求愛ダンス】
ピンクフラミンゴが生息する南仏プロヴァンス地方のサント・マリー・ド・ラ・メー
ルSaintes Maries de la Merでは、求愛のダンスが見られる真冬こそ、カ
ップルにお薦めしたい旅先です。ここのフラミンゴの求愛ダンスは、まさに「ピナ・

© Valentin Pacaut - The
Explorers

バウシュのバレーだ」とポン・ド・ゴー鳥類公園Parc Ornithologique du
Pont de Gauの鳥類学者フレデリック・ラムルーFrédéric Lamourouxは
言います。鳥たちが番（つが）いを成し、繊細で詩情あふれるダンスを見せ
てくれるのは11月末から2月中旬までの数か月です。
http://parcornithologique.com/fr/la-visite/les-oiseaux-a-l-

鳥類学者フレデリック・ラムルー©
Valentin Pacaut - The
Explorers

automne-hiver.html
情報提供：Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

【カップルにお薦めしたい冬のニースの過ごし方1】
地中海沿いのリゾート地として有名なニース。2021年は世界遺産に登録
されました。ロマンティックな旅にお薦めしたい場所として、やはり海岸通りプロ
ムナード・デ・ザングレの散策は外せません。海、ヤシの木、カラフルな色合い
の建物が気分を盛り上げます。ウェブカムが設置されていますので、今年のヴ
ァレンタインは画面越しに現地の雰囲気を味わってみるのも良いでしょう。
©J.Kelagopian_OTMNCA

https://www.explorenicecotedazur.com/webcams/webcam
-promenade-des-anglais/
情報提供：Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur

©Lisadelsol_OTMNCA
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【カップルにお薦めしたい冬のニースの過ごし方2】

ヴィラ・エフルッシ・ド・ロスチャイルド。ニースから少し足を伸ばし、サン・ジャン・
キャップ・フェラにある、ロスチャイルド家の大邸宅を訪ねてみるのも良いでしょ
う。海を見下ろす公園の中にベル・エポック期の邸宅、９つもの公園が広が
ります。
www.villa-ephrussi.com/
情報提供：Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur

©C.Recoura_OTMNCA

【カップルにお薦めしたい冬のニースの過ごし方3】
自分だけの香水づくりを体験してみる。専門家に導かれながら、香水の構造
を知り、互いに調和し引き立て合う成分を見つける作業は二人の愛を確か
めるのにぴったりです。
©Molinard

https://www.molinard.com/atelier-creation-parfum
情報提供：Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur
【ミモザルートで感じる春の予感】
ヴァレンタインの時期、コート・ダジュール地方はミモザの花盛りとなります。特
にミモザが集中して咲くタヌロン山塊を二人で訪れてみませんか。
https://www.paysdefayence.com/le-pays-de-fayence/tousnos-incontournables/mimosas/
情報提供：OTI Pays de Fayence

©OTIPF
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【ヴィンテージカーでプロヴァンスの大地を駆る】

プラタナスの長い並木道、丘陵地帯を縫う静かな道、そしてヴィンテージカー
の開け放たれた窓から入り込む乾いたガリーグ地帯の香り…。これぞ完璧な
ロマンティックな体験ではないでしょうか。これぞ南フランスでできるロマンティッ
©Onmetlesvoiles - Yes
Provence

クな体験かもしれません。Yes Provence社では、ヴィンテージカーのレンタ
ルサービスによるテーマ別ツアーができるのです。ご自分でハンドルを握るの
も、地元出身のドライバーに案内してもらのも、どちらも可能です。素敵なコ
ースの中で、最高に美しくロマンティックなビューポイントに出会えます。
www.yesprovence.com
情報提供： Vaucluse Provence Attractivité

ペイ・ド・ラ・ロワール Pays de la Loire
【ペイ・ド・ロワールの古都アンジェのホテル・レストラン】
ペイ・ド・ラ・ロワール地方の古都アンジェでお薦めしたいロマンティックステイの
場所は、「レ・トワ・リューLes 3 Lieux」。ユネスコ世界遺産に登録されたロ
ワール河の絶景を望むホテル・スパです。元は釣り針工場だった場所がリノベ
ーションで魅力的な宿泊施設に生まれ変わりました。 レストランは地元ロワ
ールのワインリストが充実しています。
https://www.les3lieux.com/en/
情報提供:Destination Angers
©Les 3 Lieux

【ナント観光局、ヴァレンタインメニューへの対応店をピックアップ】
ナント観光局のレストランガイド「ターブル・ド・ナント」に掲載されたレストラン
のうち、約40軒が、愛の祭典ヴァレンタインを祝うために特別メニューを考案
しています。ヴァレンタイン時期は、多くのレストランがテイクアウトも行っていま
す。
https://www.lestablesdenantes.fr/saint-valentin/
情報提供：Le Voyage à Nantes
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【ナント、ヴァレンタインにこそ泊まってみたいアーティストが手掛けた宿】
ヴァレンタインにナント観光局が提案するロマンティック体験は、22人のアーテ
ィストがデザインした独創的な宿泊施設に泊まること。西野達による「煙突の
家 (Villa Cheminée)」、歴史地区の中にある狭小建築（動画あり
https://www.nantes-tourisme.com/fr/hebergement/micrhome）、水上のバトームッシュ跡など、アーティストの世界観にとっぷり浸か
れる体験をしてはいかがでしょう。ジュール・ヴェルヌの故郷ナントだけにひねり
の効いたロマンティック体験の提案でした。
https://www.nantes-tourisme.com/en/artists-rooms
Tatzu Nishi, Villa Cheminée,
Cordemais, création pérenne
Estuaire 2009 © Bernard
Renoux_LVAN

情報提供：Le Voyage à Nantes

オクシタニー Occitanie
【モンペリエ観光局、ロマンティックプランを大特集】
オクシタニー地方、エロ―県のモンペリエでは、ロマンティックな観光プランをま
とめたサイトが充実しています。凱旋門の上からモンペリエの街並みを見下ろ
すツアー、モンペリエ周辺のワイナリーへレトロカー2CV（ドゥ・シュヴォー）で
©OT3M

行くツアーなど盛りだくさん。
https://www.montpellier-tourisme.fr/PreparerReserver/Decouvertes/Zoom-sur/Montpellier-destinationromantique
情報提供：Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée
Métropole

©OT3M

【トゥールーズで愛を語るガイドツアー】
オクシタニー地方の中心都市トゥールーズでは、現地ツアー社「ペイ・ドック」
によるガイドツアー「トゥールーズ・モナムール～ヴァレンタインスペシャル」を2月
12日（土）の15時、14日（月）の19時に実施します。 通りや広場ごと
に、歴史上の人物による愛の物語をガイドが語っていきます。
https://boutique.paysdoc.com/visites/view/1218
情報提供：Office de Tourisme de Toulouse
アセザ館© Arnaud Späni
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ヌーヴェル・アキテーヌ Nouvelle-Aquitaine
【ヴィンテージカーDSリムジン・カブリオレでボルドー旅行をクラスアップ】
1973年製DSリムジン・カブリオレに乗ってラグジュアリーなボルドー体験へ。
ボルドーのガイド付き市内観光、またはプライベートなワインツアーとして、史
上最も美しくエレガントなフランス車での送迎を使ってみませんか。ドライバー
の運転で快適に目的地までお送りします。
©Bordeaux Classic Cars

https://www.bordeauxclassiccars.fr/detailsenjoy+a+ride+aboard+our+ds+limousine+convertible+19
73+with+chauffeur-guide-29.html
情報提供：Comité Régional du Tourisme de NouvelleAquitaine

©Bordeaux Classic Cars

【映画の世界に迷いこむサルラの街とドルドーニュ】
ヌーヴェル・アキテーヌ地方の古都サルラは、数々の映画の撮影地として選
ばれるように、中世の街並みがしっかり保存されており、雰囲気も抜群です。
最愛の人に愛を告げる絶好の機会をここで持てるよう、サルラやその周辺の
ドルドーニュ地域でできる10のロマンティック体験をまとめました。ガス灯に照
らされた夜のサルラ散策、サント・マリー教会の鐘楼から見下ろす絶景な
ど。。。
https://www.sarlat-tourisme.com/blog/bonnes-raisons/10experiences-inoubliables-a-faire-en-amoureux-a-sarlat-etサルラ©Salt in Our Hair

en-perigord-noir/
情報提供：Comité Régional du Tourisme de NouvelleAquitaine
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パリ・イル・ド・フランス Paris Ile-de-France
【愛の首都パリでできるロマンティック体験】
思いの人に愛情を表現するのにぴったりな愛の楽園、パリ。そこには愛、愛、
愛しかありません。世界中の恋人が憧れる「愛の街パリ」には、相手を虜にし
てしまう仕掛けが周到に揃っています。あなたのヴァレンタインデーを成功させ
©PhotoProEvent Damien
Keller photoproevent

る場所をそろえたパリ地方観光局のサイトをご覧ください。
パリでオリジナリティに溢れたヴァレンタインデーを過ごす方法とは。カップルでポ
ン・デ・ザール（芸術橋）を散策する、バトー・ムーシュに乗るなどの超定番
も良いですが、レトロカーの２CVでパリの路地を二人で駆け抜けるなんとい
うのもお薦めです。
https://www.visitparisregion.com/en/inspiration/top-

©CRT IDF/Hemis/Maisant

experiences/top-of-the-idyllic-places-to-discover-as-loversin-paris-region
情報提供：Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France
【ギャラリー・ラファイエットでヴァレンタインセール】
パリの老舗デパート、ギャラリー・ラファイエット・パリ・オスマン店では、2月4日
～14日まで美容関連商品が最高で25％まで割り引かれるのヴァレンタイン
セール中です。
https://haussmann.galerieslafayette.com/en/type_experien
ce/experiences-en/

©Galeries Lafayette

情報提供：Galeries Lafayette Paris Haussmann
【トリアノン・パレスのヴァレンタインプラン】
パリから20分、ヴェルサイユにある「トリアノン・パレス」は、ロマンティックな旅先
にぴったり。ご到着後は、緑に囲まれた優雅な空間で、ロゼシャンパン、シェフ
パティシエ、エディ・ベンガネムによるサプライズ、バラの花びらなど、心のこもっ

© DR Waldorf Astoria
Versailles – Trianon Palace

たおもてなしをご堪能ください。豪華なプールを備えたゲラン・スパで、リラクゼ
ーションのひとときをお過ごしください。星付きレストラン「ゴードン・ラムゼイ・
オ・トリアノン」や「ラ・ヴェランダ」では、ヴァレンタインデー特別メニューが用意さ
れており、旅をさらに華やかなものにしてくれます。格調高くロマンティックな空
間は、2人の週末にふさわしい宝石箱のようです。
https://www.waldorfastoriaversailles.fr/actualites-etoffres/saint-valentin/

© DR Waldorf Astoria
Versailles – Trianon Palace

情報提供：Office de Tourisme de Versailles
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【ロダン美術館のLove Night】

2022年2月14日（月）の18～23時、ロダン美術館ではヴァレンタイン特
別企画として、愛をテーマにした特別鑑賞コース「Love Night」を設定しま
す。「接吻」を初めとした作品たちの間には、愛を語り感じるのにぴったりな仕
© agence photographique du
musée Rodin - F. Gaboriau

掛けが用意されています。オーギュスト・ロダンとカミーユ・クローデルの愛を感
じることができるでしょう。
https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/soiree-loveau-musee-rodin
パリ観光会議局による公式サイト、ヴァレンタイン特集もご覧ください。
https://en.parisinfo.com/discovering-paris/major-

© agence photographique du
musée Rodin - Alexis Berg

events/valentine-s-day-in-paris2/valentine-s-day-outingsin-paris/valentine-s-day-in-paris
情報提供：Office du Tourisme de Paris
観光局フォトライブラリー：
https://photos.parisinfo.com/otcp/home?11

グラン・テスト Grand Est
【帰ってきたストラスブール・モナムール】
街をあげて恋人たちを応援するイベント「ストラスブール・モナムール」が2月
10～14日に復活します（昨年はコロナ禍で中止）。今年の目玉は「ベン
チの上の恋人たち」です。街で最もロマンティックな場所に特大ベンチが置か
れ、カメラマンがツーショット撮影をしてくれます。場所とカメラマンは毎日変化
するので、いろいろな場所で愛の記念を残せます。そのほか、カップル向けの
クルーズ、観光ビジットも多数用意されています。ストラスブールまで行かれな
イベントポスター

い人に朗報です。オンラインで各自が愛の思い出（一目ぼれした場所、振
られた場所など）を地図上にメッセージを残せるインタラクティブな「ラブマッ
プ」が公開されています。地図上のハートマークが多い場所ほどロマンティック
度が高いことがわかります。ロマンティック旅の予習に使えそうですね。
https://www.strasbourg-monamour.eu/
情報提供：Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région

大聖堂©Paul Prim
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【恋人の前でレーシングカーを運転する】

1967年製の美しいジャガーのハンドルを握ってアルザスの道を走ってみる、ま
たは国立自動車博物館の試験走行コースでランボルギーニの運転技術を
あの人の前で披露する…。そんなことがここ、ミュールーズの「マイ・クラッシッ
©OTC Mulhouse, Benedicte
Wirth

ク・オトモビル」社では可能なのです。
https://en.myclassicautomobile.com/
情報提供：OTC de Mulhouse et sa région

©MyClassicAutomobile

サントル・ヴァル・ド・ロワール Centre-Val de Loire
【薔薇の花で村興しに成功したシェディニー村】
ヴァレンタインに欠かせぬ花といえば、バラ。サントル・ロワール地方、アンドル・
エ・ロワール県にあるシェディニー村Chédignyでは、1998年に当時の市長
ピエール・ルオーPierre Louaultが、村の道沿いに薔薇を中心とする植物
©Leonard de Serres

を植え始めたのがきっかけで、現在村には270種、約1000本のバラの木で
溢れています。家々の前にはツルバラが這い、遊歩道にはバラ科の植物が
花壇になって植えられています。毎年約30のバラの木が植えられ、新たな花
壇も増えています。村のひとつがそのまま一つに庭園になったかの様相で、フ
ランス文化省が2004年に定めた認証ラベル「素晴らしき庭園」には村として
唯一、2014年に登録され、「花咲ける町・村」協会でも最高位の4つ花レ

©Leonard de Serres

ベルを取得しています。春から夏のロマンティックな旅先として今から計画して
みませんか。
www.chedigny.fr/
情報提供：CRT Centre Val de Loire
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【日本とも縁が深いヴァレンタイン村】

フランスには聖ヴァレンタインの名がついたサン・ヴァランタン村」があります。愛
の聖地としてフランスはもちろん日本からも多くのカップルが訪れる人口300
人の小さな村です。この村は岡山県美作市（調印当時は旧作東町）、
熊本県相良村との間に姉妹都市提携が結ばれ、日本とも友好関係が築
村の入口には姉妹都市提携を示す
看板がある© C.Mouton / CRT
Centre Val de Loire

かれています。 サン・ヴァランタン村には2月14日を意味する「オ・キャトール
ズ・フェヴリエ Au 14 Février」という名のレストランがあることでも有名。日
本出身のIku Negamiシェフが率いる当店はミシュラン一つ星で、アンドル
県で唯一、星を獲得するレストランです。
www.village-saint-valentin.com
www.sv-au14fevrier.com
情報提供：CRT Centre Val de Loire

カップルの名前が刻まれたハート型プ
レートが付けられたメモリアルツリー
© C.Mouton / CRT Centre Val
de Loire

【馬車でゆくオルレアン散策】
カップルの方必見！ヴァレンタインの2月13日、14日は、オレルアン市内をゆ
ったり馬車で巡るカップル向けプランが登場します。二人乗りの馬車にチョコレ
ート、バラの花がセットされています。
https://reservation.tourismeorleansmetropole.com/balade-romantique-en-calechepour-la-saint-valentin.html
情報提供：Orléans Val de Loire Tourisme

©Orléans Val de Loire
Tourisme
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ブルターニュ Bretagne
【シャトー・ダピニェ、おとぎの国のシャトーホテルは環境配慮も万全】
レンヌ近郊に位置する5つ星ホテル、「シャトー・ダピニェ」は、ロマンティックな
雰囲気を味わうことができます。完全リノベーションを済ませた建物内は、おと
ぎの国そのもの。ガストロノミックなレストランでは、土地の食材を使った身体
が喜ぶ料理が楽しめます。また、このホテルでもう一つのポイントは、調理場
から城内10ヘクタールの公園を構成する森や草原に至るまで、環境への配
慮を行いEUエコラベルの認証を受けていることです。
©Destination Rennes

https://www.chateau-apigne.fr/?lang=en
情報提供：Destination Rennes

ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ Bourgogne-Franche-Comté
【キューピッドの力を借りディジョンの絶景スポットで愛を告白】
バレンタイの日、キューピッドが降り立つディジョンのフィリップ善良公の塔には
ロマンティックな場所となります。316の階段を登り、意中の人に愛を誓って
みてはいかがでしょう。塔の上では地元のワイン専門家がとっておきのワイン3
©Office de Tourisme

種、クレマン1種を用意してお待ちしています。地上46メートルからの絶景を
前にワインを片手にした瞬間、相手に思いを打ち明けるチャンスです。チョコ
レートとちょっとしたサプライズもあります。
https://www.destinationdijon.com/visites/la-tour-de-lasaint-valentin/
情報提供：Office de Tourisme de Dijon Métropole

©Office de Tourisme
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オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ Auvergne-Rhône-Alpes
【サン・テティエンヌ、オリジナルワインでJe t’aime」
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方の都市サン・テティエンヌにブドウ畑はあり
ませんが、3人のワイン生産者がいます。ワインへの情熱と街への愛着ゆえ、
そのどちらかを選ぶのがどうしてもできなかった彼らは、想像力と野心を抱き、
自分たちのワインを熟成、ブレンド、瓶詰めするための都市型ワイナリーを作
©Saint-Etienne Tourisme &
Congrès Audrey Pessellon

り上げました。ここでは、数時間だけワインメーカーになりきり、自分だけのワイ
ンとオリジナルラベルを作ることができます。「Je t’aime」の気持ちをワインに
込め、思い出に残る記念を作ってみませんか。
www.lavinifacture.fr
情報提供：Office de Tourisme de Saint Etienne

© Saint-Etienne Tourisme &
Congrès Audrey Pessellon

【グルノーブル、泡型のケーブルカーで愛・急上昇】
グルノーブル、バスティーユ城塞でのロマンティックなひと時、修道院跡に入る
レストランでロマンティックディナー バスティーユ城塞はロマンティックなデートに
ぴったりです。その形状から「泡」の名で親しまれるケーブルカーの登りからし
©NilsLouna

て、忘れがたい印象を残すことでしょう。上に到着したら、グルノーブルの街並
み、ヴェルコールとベルドンヌの山塊、グレジヴォーダン渓谷の壮大なパノラマ
をお楽しみください。 食事は本格フレンチの「レ・ジャルダン・ド・サント・セシ
ル」へ。レストランがあるのは、修道院跡の建物ですが、同時にマンガやバン
ドデシネの出版社の本社としても使われています。フランスらしい食材を使っ
たヴァレンタインメニューをお楽しみください。

©NilsLouna

www.bastille-grenoble.fr/
https://www.lesjardinsdesaintececile.com/46-8-117-menusaint-valentin-cliquez.html
情報提供：Grenoble Alpes Tourisme
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【シャンパーニュとバラの花びらでお出迎え、プロヴァンスの入口】
歴史あるグリニャン村にあるホテル、「クレール・ド・ラ・プリュム」は、一年中を
通し、生きる喜びをお客様にお届けしています。フランスのライフスタイルはも
ちろん、春のバラ、6月以降にはラベンダー畑の絶景をお楽しみください。秘
密の隠れ家のような恋人たちのパビリオン、贅沢なスイートルームをいちど体
©Alain Maigre

験してみてください。プロヴァンスの入り口と言われるドローム・プロヴァンサル
地域で素敵なロマンスを叶えましょう。 ヴァレンタインの時期は、シャンパーニ
ュとバラの花びらを用意したロマンティックパッケージをどうぞ！
https://www.clairplume.com/fr/blog/news/sejour-en-

©Alain Maigre

amoureux-a-grignan
情報提供：Le Clair de la Plume
【アルプスのスキーリゾート、ムジェーヴでのロマンティック体験】
アルプスのスキーリゾート、ムジェーヴがカップル向けにお薦めするアクティビティ
は馬車に揺られながら村の中を散策すること。
https://megeve.com/en/fiche/decouverte-de-megeve-en-

© Commune de Megève Simon Garnier

caleche-en
飛行機でムジェーヴ上空を遊覧飛行するプランも非日常感たっぷりでお薦め
です。https://megeve.com/en/fiche/vol-decouverte-enavion-en
情報提供：Megève Tourisme

©MarieBougault

【氷河の上のロマンティックステイ】
標高1913m、メール・ド・グラス氷河に張り出し、正面にはレ・ドリュ山という
壮大な環境に位置する1880年建設のホテル「ルフュージュ・デュ・モンタンヴ
ェール」は、忘れがたい旅の滞在になること間違いなし。 シャモニー中心部か
®maximecoquard

らラック式鉄道モンタンヴェール登山鉄道で20分。 *絶景スイートルームでダ
ブル1泊2人分（朝食・夕食・鉄道チケット付き）で390€。
www.refugedumontenvers.com/gifts
情報提供：Office de Tourisme Vallée de Chamonix Mont
Blanc

© Refuge du Montenvers
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【運河の街アヌシーでヴェネチア風カーニバル】

歴史地区を運河が流れ、「アルプスのヴェニス」の異名で知られるアヌシーの
街。数百の仮面をつけた人々が旧市街をゆっくりと行き交い、立ち止まって
ポーズを取ったり、パレードに参加したり、アヌシー湖畔に広がるヨーロッパ公
園のステージの周辺に集います。ヨーロッパ公園、パキエ公園、旧市街の運
河沿い、そしてアヌシー湖畔は、ヴェネツィアのカーニバルらしい、ミステリアス
な静寂と洗練された雰囲気に包まれます。
© Lac Annecy Tourisme Olivier Puthon

https://www.lac-annecy.com/fete-etmanifestation/carnaval-venitien-annecy/
情報提供：Office de Tourisme du Lac d’Annecy

プレス向け画像：bit.ly/3B8OOIv
【クレジット表記を必ずお願いいたします。記事広告を含む広告スペースにはお使いいただけません。】
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