Institut français du Japon - Kansai
アンスティチュ・フランセ関西

クラブ・フランス

2018年4月〜2019年3月

ンス！
ラ
フ
に
手
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CLUB FRANCE / / / / / / / / / / / /
メンバーになるには？
アンスティチュ・フランセ関西（京都、大阪）の受付までお越
しください。カードを発行させていただきます。お申し込みは
随時、受け付けております。

年会費（税込）
フランス語講座 受講生

4600 円

一般

6200 円

*学生証のご提示により、学生の方は1000円割引いたします。

どんな特典があるの？
クラブ・フランスのパートナーにより、メンバーだけの素敵な
特典をご用意。当パンフレットと、クラブ・フランスのホーム
ページ www.clubfrance.jp で、特典をチェックして下さい。
サイトには、新しい特典や、期間限定特典も掲載。
なお、特典は予告なく変更される場合があります。

クラブ・フランスのパートナー
京都、大阪、神戸、滋賀、東京のパートナー。文化施設、
レストラン、ホテル、ブティックなど、その内容はバラエティに
富んでいます。

カードはどのように使うの？

パートナー店で必ずカード本体をご提示ください。
■ レストランやホテルでは、必ずご予約時か、ご注文の前に、カー
ドをご提示下さい。
■ カードのご利用は、ご本人様に限ります。他人への貸与や譲渡
はできません。

■有効期限は 1 年です。
■ カードは大切に保管して下さい。再登録の際は、同じカードの
ご使用をお願い致します。

カードをなくしたら？
紛失や盗難の際は、カードを発行したアンスティチュの受付
にて、再発行の手続きをしてください。
（費用 500 円）

■掲載特典の有効期限：2019 年 3 月 31 日まで

KYOTO
KYOTO

金剛能楽堂

Culture

Kongo Nohgakudo

能楽金剛流の演能の拠点であ
る能楽堂。京都御所に面し、21
世紀の建築の中に 140 年の星
霜を経た能 舞台が存 在する、
時空を超えた空間です。定例の
定期能ほか、能面・能装束展観、
夏の 蝋 燭 能 など を 開 催して
います。

会員特典
金剛定期能の前売券
5500円→5000円に、
当日券6000円
→5400円に割引。
（同伴者2名様まで）

〒602-0912 京都市上京区烏丸通中立売上ル龍前町590

☎ 075-441-7222 |

月曜日
（催事の都合により変更の場合あり）、年末年始

京都シネマ
日本国内はもとよりアメリカ、
ヨーロッパ、アジアなど、世界各
国の映画を上映。独自の企画に
よる特集上映を行ったり、大学
との提携など、地元京都に根差
し た 映 画 館 として 活 動 して
います。

OSAKA

Culture

Kyoto Cinema

会員特典
一般1800円の処、
会
員証の提示で1500円
に割引き
（同伴者2名
まで）
。

〒600-8411 京都市下京区四条烏丸下る西側 COCON烏丸3F

☎ 075-353-4723 |

休館日：2月、9月の第2火曜、12月31日、元旦

京都国際マンガミュージアム
Culture

KOBE/SHIGA/TOKYO

Kyoto International Manga Museum

京都国際マンガミュージアムは、 会員特典
マンガ資料の収集・保管・展示
会員カード提示者に
とマンガ文化一般に関する調査
は、入場料を団体割引
研究等を行うことを目的として
価格にて対応。
います。博物館機能と図書館機
能を併せ持った、新しいマンガ
文化施設です。
〒604-0846 京都市中京区烏丸通御池上ル

☎ 075-254-7414 |

毎週水曜日
（年末年始）

ラ・プティ・シェリー
Culture

La petite chérie

会員特典
入会金20%割引、
さら
にオリジナル保冷バッグ、
フランス製BRAGARD
社タブリエをプレゼント
いたします。

〒604-0882 京都市中京区高倉通夷川上る福屋町733-2

☎ 075-744-1299 |

日曜日
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FRANCE

数々の著書やテレビでも活躍中
の洋菓子研究家＆パティシエー
ル の 小 林 か な えの 直 接 指 導
による、少人数制のお菓子教室。
フランス菓子を中心に美味しく
てキュートなスイーツの作り方
を楽しくレッスンします。体 験
レッスンもあります。

KYOTO

KYOTO
京都国立近代美術館
Culture

会員特典
会員証提示者
（会員本
人のみ）
に対し、
所蔵作
品展、
共催展・特別展
の観覧料金について、
一般団体料金を適用
する。

Musée National dʼArt Moderne de Kyoto

緑豊かな岡崎公園に位置する
当館は、国内外の絵画・版画・
陶芸・彫 刻・写真・デザインを
収集し、特に関西・京都を中心
に活動した作家の作品が充実
しています。年間約 5 回の展示
替えを行い、多くの作品をご覧
いただけます。
〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町

☎ 075-761-4111 |

月曜日
（祝日の場合、翌日休）、年末年始

樂美術館
OSAKA

Culture

Raku Museum

会員特典

樂 美 術 館 は 樂 焼 発 祥 の 地、
樂家に隣接して 1978 年、十四
樂美術館で行われる展
代覚入により設立されました。
覧会入館料
（大人のみ）
歴 代 作 品 をはじめ 茶 道 工 芸
10％割引
美術品、関係古文書等、樂家に
伝わる作品を中心に樂焼 450
年の伝統のエッセンスが保存さ
れています。
〒602-0923 京都市上京区油小路通一条下る

☎ 075-414-0304 |

KOBE/SHIGA/TOKYO

新

アイアンシュミーズ
Gourmet

会員特典
お食事代金
1900円
（税込）
以上の
ご利用で600円以下の
ワンドリンクサービス

月曜日
（祝日は開館）

Ail En Chemise

フランスでの修行経 験を持つ
シェフによるフレンチカフェ＆レ
ストラン。前菜からメインまで日
替りで 楽しめるプレートやパ
ティシエとしての腕も確かなデ
ザートもあり。料理教室アイア
ンシュミーズも開催中。

〒604-8143 京都市中京区東洞院通四条上る阪東屋町670 共栄ビル5階

☎ 075-256-0237 |

日曜日・月曜日・不定休（HPをご確認ください）

アランヴェールホテル京都
Gourmet

会員特典

FRANCE

レストラン
「ピアット」
ご
利用料金の5％を割引。

Aranvert Hotel Kyoto

シェフが一皿一皿丁寧に心を込
めて作った料理をリーズナブル
なお値段でご堪能ください。

〒600-8107 京都市下京区五条通東錺屋町179

☎ 075-365-5111 |
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土曜・日曜・祝日

KYOTO
オー ディスコ
Gourmet

フランス・ブルターニュ地 方、 会員特典
ガレットや自家 製シャルキュ
ボトルワインや、
ボトルの
トリー、クレープや焼菓子など、
シードルをご注文のお客
素朴な料理やデザートをお気
様、
ボトル代10％OFFさ
軽に楽しんで頂けます。
せて頂きます。

KYOTO

AU DISCO

〒600-8041 京都市下京区麩屋町四条通り下る八文字町335 麩屋町グリーンハイツ1階

☎ 075-708-6233 |

火曜日

オーバカナル 京都

フランスの大衆食文化を伝える
オーバカナルは日本にいながら
本場の雰囲気と味を楽しめる、
人気カフェ。お茶やアルコール
からしっかりとした食事まで、
さまざまなシーンで楽しめます。
フランスのエスプリを堪 能く
ださい。

Gourmet

OSAKA

AUX BACCHANALES KYOTO

会員特典
ディナータイムのみ、
お食事のお客様へ
グラスワイン1杯または
食後のカフェサービス

〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620 COCON烏丸1F

☎ 075-371-0033 |

不定休

ビストロ プティラパン
Gourmet

KOBE/SHIGA/TOKYO

BISTRO Petit Lapin

親しみやすい雰囲気のなかで
会員特典
フランス料理を召し上がれ。
ディナー・タイムに
下町にあるようなコンヴィヴィ
カラフェワイン
アルなビストロ（食堂）を目指し
（350cc）
を1組様に
ています。
サービス。
さあ皆さんご一緒にボナぺティ。
重複不可（カード2枚
でも1カラフェ）
。
ランチタイムにコップ
ワイン1杯サービス。
〒600-8039 京都市下京区御幸町通綾小路上る 大寿町396
☎ 075-351-3809 | 水曜日

フランス料理ボルドー
Bordeaux

Gourmet

会員特典
食前酒
（キール）
又は
ソフトドリンク
サービス

FRANCE

1978 年開業以来京都随一の高
級フランス料理店として瀟洒な
一軒 家に個室 2 室を含む 50
席を配し、オーナーシェフと、
フランスで 6 年間有名店で修
業した息子のクラシックとモダ
ンの料理が味わえる店です。

〒603-8463 京都市北区大宮玄琢南町35-5

☎ 075-492-6901 |

月曜日
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KYOTO

KYOTO
リベルテ 寺町
Gourmet

会員特典
全品5%OFFにさせて
いただきます。

Boulangerie de la Liberté

Du Pain et des Idées（デュパ
ンエデジデ）で腕を磨いた職人
が織り成すバゲット・トラディ
ショナルは、本場パリの風味を
味わっていただけます。

〒604-0915 京都市中京区寺町通二条上ル常盤木町65-2

☎ 075-253-0500 |

ブラッスリー カフェ オンズ
OSAKA

Gourmet

会員特典
ボトルワインの価格を
10％OFFに。

月曜日

Brasserie Café ONZE

フランス家庭料理、地方料理を
アラカルトで。
• 生ビール 500 円〜
• フード 300 円〜

京都市下京区木屋町通り四条下る 斎藤町125

☎ 075-351-0733 |

定休日なし

ブレッツカフェ クレープリー京都店
KOBE/SHIGA/TOKYO

Gourmet

会員特典
ご来店のお客様に、
シードル辛口または甘
口を1杯サービスいた
します。

BREIZH Café Crêperie

フランス・フィガロ誌「パリ一番
のクレ ープリー」の 関 西 一 号
店です。そば粉やハム、チーズ、
オーガニック食材や国産の新鮮
野菜など厳選した食材を使い、
ガレツト発祥の地・ブルターニュ
伝統の味をご紹介しております。
〒604-8036 京都市中京区三条通寺町東入石橋町14-1

☎ 075-255-5501 |

無休

フランス料理 シェモア
Gourmet

会員特典

FRANCE

グラスワイン1杯
プレゼント

京都の細い路地奥の町屋で、
シェフとマダム 2 人でもてなす
フレンチレストラン。テラスから
の日 差しも心 地 よく、カウン
ターでは気軽にワインと一品な
どもお楽しみ頂けます。

Chez-Moi

〒604-0941 京都市中京区御幸町通御池上る西側 3軒目路地奥

☎ 075-212-2130 |
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不定休

KYOTO
KYOTO

フランス料理店 ア・プ・プレ
Gourmet

Cuisine Française À peu près

五 条 烏丸 近くにある、築 100
年の町屋を改装したレストラン、
ア・プ・プレでは、約 5 年のフラ
ンス修業経験のある女性シェ
フ が 作 るフ ラン ス 料 理 を、
カジュアルにお楽しみいただ
けます。

会員特典
ドリンク1杯
プレゼント、
又はボトルワイン
10％OFF
（2名様まで）

〒600-8303 京都市下京区的場通新町東入ル銭屋町249

☎ 075-361-3231 |

日曜日、
月曜日

ドゥ・コション
フランス産ヴァン・ナチュールの
ワインバー。添加物を殆ど使用
しないワインはミネラリーでい
きいきした味わい。パリの Bar
à vins のように、1 本 のボトル
を親しい方達と囲んで。生ハム
がおすすめ。

OSAKA

Gourmet

Deux Cochons

会員特典
ボトルワイン5%割引

〒604-8214 京都市中京区新町通蛸薬師下る 百足屋町372-3

☎ 075-241-6255 |

火曜日

エキュバランス
2003 年オープン以来、生菓子、
焼菓子を多数揃えており、特に、
フランス地方菓子やマカロンが、
お客様にご支持いただいてお
ります。

新

KOBE/SHIGA/TOKYO

Gourmet

équibalance

会員特典
2000円お買い物して
いただいたお客様に、
マカロン1個プレゼント

〒606-8272 京都市左京区北白川山田町4-1

☎ 075-723-4444 |

Eventail

月曜日

エヴァンタイユ フランス料理

Gourmet

宝ヶ池国際会館近くの一軒屋
のレストランです。地元の旬の
素材を中心に、エヴァンタイユ
ならで は の 料 理 を 提 供して
います。

会員特典
ボトルワインご注文の
10%OFFにさせて
方、
いただきます。

FRANCE

〒606-0006 京都市左京区岩倉西五田町1-2

☎ 075-712-0750 |

月曜日、第1火曜日
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KYOTO

KYOTO
フレンチ・キュイジーヌ・ティアレ
Gourmet

会員特典
ディナータイムにコース
をご注文頂いた方にグ
ラスワイン1杯、
または
フロマージュ盛り合わ
せをプレゼント。

French cuisine Tiare

味わい深いソースが定評をいただ
いています。御所南の閑静な住宅
街のこじんまりとしたレストラン。
シェフ 橋 本 の 気合 い の入った
料理と、フレンドリーなスタッフが
笑顔でお待ちしています。

〒604-0934 京都市中京区麩屋町通押小路上ル

☎ 075-253-4733 |

OSAKA

新

長楽館 フレンチ ルシェーヌ
Goumet

会員特典
ボトルワインご注文の
10%OFFにさせて
方、
いただきます。

水曜日、第1・3火曜日

FRENCH LE CHENE

明 治 42 年 (1909 年 ) 竣 工 の
京 都 市 指 定 有 形 文化財 “長
楽館”。その洋館のメインダイニ
ングが現在の“ LE CHENE”です。
当時の雰囲気を色濃く残す格
調高い空間にて、食材の個性を
活かした本格フレンチをお楽し
みください。
〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町 604

☎ 075-561-0001 |

KOBE/SHIGA/TOKYO

フランス料理 祇園 ブルジョン
Gourmet

会員特典
シャンパンカクテル
（ミモザ/キールロワイ
ヤル/フランボワーズ）
1杯サービス。
但し、
ランチ税別
3800円より、
ディナーコース税別
6500円より。

1999.6.3 京都国立博物館前に
て開業。
2009.4.5 東山安井（祇園）に
て移転オープンしました。フラン
ス料理大好きシェフです。

月曜日
（祝日の場合は翌日）

東山庭 ~Higashiyama Garden~
Gourmet

会員特典
グラススパークリング
1杯もしくはソフトドリン
ク1杯サービス

FRANCE

Gion Bourgeon

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570-50

☎ 075-533-0222 |

新

不定休

Higashiyama Garden

京都を代表する観光名所が徒
歩圏内。京野菜や近郊漁港から届
く魚介類など、京都ならではの素
材が持つ清麗な味を尊重し、色や
盛り付けの美しさにもこだわりなが
らモダンな感性で仕上げるお料理。
オープンキッチンから立ち上る
香りは、皆様に届く美味の予兆。
〒605-0862 京都市東山区清水4丁目166番

☎ 075-533-7715 |
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月曜日・火曜日 ※祝日除く

KYOTO
KYOTO

Hôtel Granvia Kyoto

ホテルグランヴィア京都

Goumet

JR 京都駅に直結、古都 京都の
伝統文化と現代的な洗練美が
融 け あう国 際 級 都 市 型 ホ テ
ルです。選りすぐったレストラン、
バー、宴会場、チャペル、プール、
フィットネスなどの施設も充実。

〒600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅中央口

☎ 075-344-8888（大代表）

会員特典
直営レストラン、
バーの
ご利用5%OFF
（除外
日あり）。朝食時間帯と
テイクアウト商品は除
外。店舗改装等により
ご利用頂けない期間
もございます。
詳しくは
お問合せ下さい。

ジュメル29

Goumet

気軽にお食事ができるフレンチバ
ルです。人気メニューのウニのプ
リンガーリックトースト添えや、
ひよこ豆ペーストとチーズのフ
リットなど、オリジナルメニュー
も豊富です。

OSAKA

Jumelles 29

会員特典
バイヨンヌ産生ハム
プレゼント

〒600-8052 京都市下京区綾小路通麩屋町下ル塩屋町81-1

☎ 075-371-6029 |

火曜日

ラ・パンセ
茶山にある隠れ家のようなパン
とお菓子のお店 ラ・パンセ。ガ
レット・デ・ロワ コンテストで 3
回受賞経験のある全美乃がひ
とつひとつ心を込めてお作りし
ています。一年を通して、色々な
味のガレットをお楽しみ下さい。

KOBE/SHIGA/TOKYO

Gourmet

La Pensée

会員特典
500円以上お買い上げ
の方に焼菓子1つ
プレゼント

〒606-8241 京都市左京区田中西高原町19-2

☎ 075-708-7206 | ※金・土のみ店頭販売 その他は予約のみ

Osteria Bastille

オステリア・バスティーユ
Gourmet

会員特典
平日、
ディナーにお越し
の方、
グラスワイン
1杯 or ソフトドリンク
サービス！

FRANCE

四条烏丸近くのカジュアルなレス
トランです。フレンチ イタリアン
の豊富なメニューをご用意して
います。ランチ 930 円〜、ディ
ナーはコース 3200 円〜。多数
アラカルト ( 前 菜 800 円 〜、
パスタ 1500 円〜、メイン 1800
円〜 ) でもお楽しみいただけます。
〒604-8146 京都市中京区蛸薬師烏丸東入ル北側 メゾン高見1F

☎ 075-222-0788 |

火曜日、
月1回月曜日
（不定）
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KYOTO

KYOTO
ポール（ベーカリー）京都三条店
Gourmet

PAUL (boulanger)

会員特典

1889年、北フランスリールで発祥
したＰＡＵＬは、フランスと同じ味
京都三条店、
神戸元町店
を再 現 する本 格フレンチベー
（サロン有店舗）
において、
カリー。黒 いファサード、アン
店舗ご利用のお客様へ、
ティー クの 調 度 品、フランス
コーヒー1杯
の灯り、時を超えても変わらない、
（ホットあるいはアイス）
寛ぎのフレンチ空間です。
を無料でご提供。

京都市中京区三条通高倉東入桝屋町53-1

☎ 075-256-5018 |

先斗町 禊川
OSAKA

Gourmet

会員特典
ディナータイムに限り、
食前酒1杯サービス

不定休

Pontocho Misoguigawa

伝統的なクラシック・キュイジー
ヌ・フランセーズと日本の食文化
を代表する会席のスタイル。
二つの国の文化が融合するオン
リーワンスタイルの非常に珍し
いお店です。
彩取りどりのバランスの妙を心
ゆくまでお楽しみ下さい。
〒604-8011 京都市中京区先斗町通り三条下ル東側

☎ 075-221-2270 |

KOBE/SHIGA/TOKYO

レストラン セ サンパ
Gourmet

会員特典

水曜日

Restaurant CʼEST SYMPA

契約農家から仕入れた京都の
地野菜を中心に、旬の新鮮素材
を伝統的な技法で、調理します。
オープンキッチンにて、クラシカ
ルでヘルシーな、フレンチの一
皿 ができるまでをお楽しみく
ださい。

夜のコースをご注文
頂いた方にグラス
ワイン1杯サービス、
またはボトルワイン
10％OFF。

〒604-8315 京都市中京区御池通堀川西入 大文字町233-1 ☎ 075-812-2383

月曜、第4火曜（祝日の場合は営業、翌日代休）、毎週火曜日のランチタイム

レストラン ラ トゥール
Gourmet

会員特典

FRANCE

ディナータイムに
ご利用のお客様に
ワンドリンクサービス

Restaurant La Tour

京都・修学院や丹波・瑞穂の地
場野菜などの京都の新鮮な食
材を活かした、ヘルシーで深い
味わいを持つフランス料理を、
大正 14 年建造の時計台の落ち
着いた雰囲気の中でお楽しみ
頂けます。

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学時計台記念館内

☎ 075-753-7623 |
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定休日なし

KYOTO
KYOTO

Restaurant NOANOA

レストラン NOANOA
Gourmet

日本画家、橋本関雪が西洋美
術のコレクションハウスとして、
1929 年に建てた地中海式の洋
館を改装したレストラン。洋館の
前にはガーデン席が設けられ、
四季の移り変わりを感じながら
食事を楽しむことが出来ます。

会員特典
御食事を御注文頂き
ました際にドリンクを
サービス致します

〒606-8406 京都市左京区浄土寺石橋町37番地

☎ 075-771-4010 |

不定休

レストラン スポンタネ
Gourmet

料理の味と特にお野菜の味は
すばらしく、そのコストパフォー
マンスの良さには、きっと御納
得して頂けると思います。

OSAKA

Restaurant Spontane

会員特典
食前酒サービス
（ただし1グループ
4名様まで）

〒610-1121 京都市西京区大原野上里北の町697-1

☎ 075-874-5551 |

月曜日

サユラ ヴァン ファン
Gourmet

KOBE/SHIGA/TOKYO

Sayura Vin Fin

Sayura では Champagne と 会員特典
Bourgogne ワインを中心に、
ご注文のワインに合わ
沢山ご用意しています。皆様の
せて、
フランス産チーズ
御気分御予算に合わせて素敵
をサービス致します。
なワインと出会うお手伝いをさ
せて頂きます。

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570-120

☎ 075-551-1599 |

Shinshindo

月曜日

進々堂

Gourmet

〒604-0992 京都市中京区竹屋町通寺町東入藤木町33番地

☎ 075-256-1818 |

会員特典
北山、寺町、府庁前、
御池、東洞院、三条河
原町、
ラクエ四条烏丸
店でのお食事2000円
ごとにレトロバゲット
1924を1本、
もしくは
コティディアン1/4をプ
レゼント

FRANCE

大 正２年（1913 年）京都に創
業したベーカリーショップです。
創業者続木斉は、日本人として
初めてパリへパン留学をしたこ
とでも知られています。帰国後、
ドイツから窯を輸入して日本初
の本格的フランスパンの製造
販売を開始しました。
年末年始
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KYOTO

KYOTO
ウェスティン都ホテル京都
Gourmet

会員特典
レストラン
「グランドビュー」
での
フード・ドリンク
10％OFF

THE WESTIN MIYAKO KYOTO

この春に創業 128 年を迎える
歴 史 あるホテル。レストラン
「グランドビュー」では東山の
山 並 みや 古 都 の 景 色を 眺 め
ながら、京都の野菜を取り入れ
た季節感あふれる欧風料理を
お楽しみいただけます。
1
〒605-0052 京都市東山区粟田口華頂町（三条けあげ）

☎ 075-771-7111

OSAKA

ワイングロッサリー
Gourmet

会員特典
ギフト券プレゼントや
セールやワイン会のご
案内など、
盛りだくさん
の特典いっぱいのワイ
ングロッサリー会員
（有料）
に無料でご登
録いただけます。

Wine Grocery

京都で 100 年以上続く、老舗
ワイン専門店。オールドヴィン
テージから、日常ワインまで最
高品質ワインを、1 本 1 本愛情
を込めてスタッフが選 んでい
ます！毎週フレッシュなチーズ
も入荷中。
〒600-8499 京都市下京区四条通堀川西入ル

☎ 075-841-3058 |

エステ・デ・メイローズ
KOBE/SHIGA/TOKYO

Autres

会員特典
Facial、Body
15,000円コースを
20%のご優待

Esthe des Mayrose

GUERLAIN の世界共通メソッ
ドで深いリラックスを。
ブルターニュのマリンコスメ
を使い、自律神経を整え、美し
いお肌へ。

京都市中京区木屋町御池上ル アイル竹嶋6F

☎ 075-212-1844 |

ラ・ドログリー
Autres

会員特典

FRANCE

月曜日

京都北山店、
大阪心斎
橋店では、
お買い上げ
金額より8％OFF
（一部除外品あり）

定休日なし

La droguerie

パリに本店を持つ手芸材料の
専門店。ボタンやビーズ、リボ
ンに毛糸と豊富なアイテム数と
刺激的なカラーバリエーション
が自慢。ファン待 望のコレク
ションが年 2 回フランスから届
くのも魅力のひとつです。
〒603-8053 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町98-4

☎ 075-724-9711 |
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水曜日、年末年始

KYOTO

OSAKA

KYOTO

プーゼ
Autres

Pousse
プーゼは豊富なばらの品揃え
で知られる花店です。京都市中
心 部 に 寺 町 二 条 店、藤 井 大
丸店と、アレンジメント教室を
構えます。代表 浦沢美奈の著
書とともに、ナチュラルなデザ
イン の 花 束 が人 気を 集 めて
います。

会員特典
プーゼ寺町二条本店
にて5000円
（税別）
以上の生花商品をご
1本咲きの
購入の際、
スタンダードローズを
その場でプレゼントさ
せていただきます。

〒604-0932 京都市中京区寺町二条下ル 妙満寺前町460番地

☎ 075-253-0077 |

定休日なし

カドリエ
Autres

京都寺町二条、河原町仏光寺に
3 つ の サロンを構 え、ケ ラス
ターゼオフィシャルサロンとして
豊 富 なヘア＆スカルプケアメ
ニューを揃えています。
ナチュラル ･スマートなスタイル
をご提案します。

会員特典
カドリエ各店（イリス、
ミモザ、
シトロニエ）に
て、
初めてのご来店の際
に、ケラスターゼ・ヘア
エステ体験メニューを
プレゼントいたします。

OSAKA

quadrillé

〒604-0932 京都市中京区寺町二条下ル妙満寺前町460番地

☎ 075-253-0080 |

月曜日

インテリアサンセール

カーテンや白家具などの「フラ
ンスインテリア」。
リモージュ磁器や銀製品、その
他様々な「フランス雑貨」など、
本物のフランスブランドでこそ
感じて頂ける心豊かなライフス
タイルをお楽しみください。

会員特典
送料無料&
お買い上げ金額の合計
から3％割引

〒603-8343 京都市北区等持院東町2-2

☎ 075-463-5014 |

不定休

シネ・ヌーヴォ
Culture

Ciné Nouveau

FRANCE

邦画、洋画問わず、アート作品、 会員特典
ドキュメンタリー、監督特集、
前売料金でご覧頂
国別の特集、新作旧作、あらゆ
けます。
るジャンルの映画を上映。素晴
フランス関係の映画は
らしい映画と出会って下さい。
スペシャルサービス
あり。

〒550-0027 大阪市西区九条1-20-24

☎ 06-6582-1416 |

KOBE/SHIGA/TOKYO

Autres

Sincère INTERIEUR BOUTIQUE

なし
（12/31、1/1 休館の場合あり）
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KYOTO

OSAKA
テアトル梅田
Culture

会員特典
フランス映画に限り
入場料金を当日一般
料金より300円割引
※ご当人のみ
※他の割引との併用
不可
※特別興行作品は
割引対象外

Théâtre UMEDA

大阪に現存する中では最も老
舗となる歴史あるミニシアター。
バ ラ エ ティに 富 ん だ ラ イン
ナップで、小規模ながら良質な
作 品 を 紹 介 する 個 性 豊 かな
映画館。

〒530-0013 大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフトＢ1Ｆ

☎ 06-6359-1080

ビストロ・シャンパーニュ
OSAKA

Gourmet

会員特典
お一人様、
グラスシャン
パーニュ1杯プレゼント
（当店指定のもの）

Bistro Champagne

シャンパーニュとお料理を気軽
に楽しんで頂けるビストロ。
タマネギのキッシュやオニオン
グラタンスープなど、シャンパー
ニュに合うお料理をお手頃な
価格でご提供致します。リヤン・
ドール・ドゥ・シャンパーニュ
加盟店。
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-3-1 大橋ビル3F

☎ 06-6341-1968 |

カルト ブランシュ
KOBE/SHIGA/TOKYO

Gourmet

会員特典
グラススパークリング
1杯プレゼント

日曜・祝日

Carte Blanche

御 堂 筋 から 小 さな 階 段 を下
りると、そこには心和む空間が
広がっています。隠れ家のよう
なプチメゾン。かわいい旬のお
野菜たちが彩りを添える、ヘル
シーで洗練されたフランス料理
を気軽に楽しんで頂けます。
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺4-1-1 B1F

☎ 06-6252-0880 |

シャンパン食堂
Gourmet

会員特典

FRANCE

グラスシャンパン or
ワイン1杯サービス
（当店指定のもの）

火曜日

Champagne Shokudo

Buvons du champagne
autour d'un bon repas ♪
地下 1 階、シャンパンとビスト
ロ料理のお店です。

〒530-0003 大阪市北区堂島1-3-20 阪口ビルB1

☎ 06-6343-2498 |

14 |

日曜・祝日

OSAKA
KYOTO

シャンパン食堂の洋食屋さん

Champagne Shokudo no Yoshoku-yasan
気軽にワイワイと。ビストロ料
理に洋食、そしてシャンパン＆
ワイン。シャンパン飲み放題付
コースもございます！楽しい時
間をお過ごし下さい。

Gourmet

会員特典
グラスシャンパン or
グラスワイン1杯
サービス
（当店指定のもの）

〒530-0047 大阪市北区西天満2-5-3 堂島深川ビル B1

☎ 06-6361-2498 |

コションローズ
Gourmet

季節の有機野菜やお魚、フラン
スの食材などを使い、パリを背
景に料理を作っております。お
手頃な価格でお食事を楽しん
でいただけるパリにあるような
レストランです。皆様のお越し
を心からお待ち申し上げます。
http://cochon-rose.com

OSAKA

Cochon Rose

日曜・祝日

会員特典
ディナーにお越しのお
客様に限りお好きなド
リンクを1杯プレゼント
いたします

〒540-0012 大阪市中央区谷町3-2-15 松本ビル1Ｆ

☎ 06-6943-1407 |

月曜日、不定休

DukkAh デュカ
レストラン料理を気軽に楽しめ
る北スペインのバルをイメージ。
一枚板のカウンター 6 席、テー
ブル 2 席。ディナー タイムは
3 組様までのご案内。ゆっくり
としたお時間をお過ごしいただ
けます。

〒530-0047 大阪市西天満4-3-13 河合ビル1Ｆ

☎ 06-6948-6805 |

不定休

新

会員特典
・ディナーコース利用
で乾杯シャンパーニュ
をサービス
（2名様から）
・1名様当りタパス3品
オーダーで4品目
（冷製）無料
・ドリンク3杯オーダー
で4杯目無料
（1名様
から）

エ パタティ エ パタタ
Gourmet

et Patati et Patata

会員特典
お一人様あたり
5400円
（税込）以上の
御飲食で合計金額より
5%割引

〒530-0043 大阪市北区天満3-12-12
日曜日、
月曜日 不定休

| 15

FRANCE

シェフが 1 人で切り盛りする路
地 に佇 む小さな下 町 ワイ
ン食堂。
キッシュや田舎風パテ、ステッ
クフリットなど飾らない日常の
フレンチをお楽しみください。
www.et-patati-et-patata.
com
☎ 06-6353-5630 |

KOBE/SHIGA/TOKYO

Gourmet

DukkAh

KYOTO

OSAKA
世界チーズ商会株式会社フロマージュ天満橋
Gourmet

会員特典
商品を5％割引
（セール商品、
フェア商品を除く）

Fromage Tenmabashi

“チーズを楽しく美味しく” を
テーマに世界のチーズを豊富に
取り揃えております。スタッフが
親身にチーズ選びのお手伝い
致します。フロマージュ天満橋
で美味しい幸せ見つけましょう。

〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町3-6

☎ 06-6942-5332 | （祝日第2第4土曜日を除く）土、日

ラ リヴゴーシュ
OSAKA

Gourmet

会員特典
ランチ、
ディナー共に
デザートの増量サー
ビス。前日までにご予
約をお願いします。

La Rive Gauche

シェフはフランス文化に惹 か
れ渡仏。現地のラジオやシャン
ソンが流れる空間は昔ながらの
ビストロを思わせる。料理もク
ラシックな趣だ。定番は「茶美
豚」の厚切りロースト。洋梨のク
ラフティなど伝統的なデザート
にも安心できる。
〒573-0028 大阪府枚方市川原町1-2

☎ 072-844-8007 |

水曜日
（祝日除く）、年末年始

KOBE/SHIGA/TOKYO

ル・コントワール・ド・シャンパン食堂
Gourmet

会員特典
グラスシャンパン or
グラスワイン1杯サービス
（当店指定のもの）

Le Comptoir de Champagne Shokudo

カウンターで気軽にシャンパン
と新感覚！フレンチ焼き鳥を！
仕事帰りにお一人様もしくはみ
んなでワイワイ、バール使いと
気軽に自由にお楽しみください。

〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-3-37-1F

☎ 06-4797-2498 |

日曜・祝日

ル・クトー・ヴェール
Gourmet

Le couteau vert

FRANCE

会員特典

フランス全土の各地方の田舎
料理をご提供しておりますので、
お持ち帰り用焼き菓子。
テーブルマナーなどお 気にな
ディナーをご予約の方
さらず、かの地に思いを馳せ、
でご希望の際、
事前に
友人、恋人、ご家族と旅するつ
ご連絡をお願いします。
もりでお越し頂ければ幸いで
す！
〒530-0023 大阪市北区黒崎町8-3 1Ｆ

☎ 06-6136-7817 |
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水曜日

OSAKA
KYOTO

フランス菓子工房 ムーラタルト
Gourmet

Le Moule à Tarte

“お菓子が黄金色に焼きあがっ
てゆく時の幸福な気持ちを沢
山の人に” というコンセプトの
もとに、選び抜いた素材そのも
のの味わいを大切に、“美味し
い” を追求しています。

会員特典
1000円以上お買い上
げで焼き菓子1つプレ
ゼント
（内容はその都
度変わります）

〒530-0041 大阪市北区天神橋3-1-6

☎ 06-6242-7177 |

月曜日

ルポンドシエル
Gourmet

OSAKA

LE PONT DE CIEL

リヨン郊外シャスレーの２つ星
会員特典
「ギィ・ラソゼ」とコラボレーショ
ディナーのみ、
ンをし、歴史と共に時代感覚に
アペリティフをプレゼ
合ったお料理を創造しています。
ント

〒540-0031 大阪市中央区北浜東6-9

☎ 06-6947-0888 |

日曜・月曜・祝日

パティスリー イルドプチフェーブ
毎日でもふらりと立ち寄りたく
なるような菓子屋を目指し、マ
カロンはもちろん、プチガトー
15 種類以上、サブレ、グラス、
ソルベ等取り揃えております。
カ フェ ス ペ ースも 6 席 ご ざ
います。インスタグラム検索は
il de petite feve

KOBE/SHIGA/TOKYO

Gourmet

Pâtisserie Il de petite fève

会員特典
マカロンパリジャン
10％OFF

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8-1-25

☎ 06-6772-7008 |

火曜日

スタンドシャン食

Gourmet

Stand Chanshoku

もっと気 軽にシャンパンを楽
しむ！
シャンパン食堂グループの最新
店ではシャンパンと餃子のマリ
アージュをご堪能下さい。

会員特典
グラスシャンパン or
グラスワイン1杯サービス
（当店指定のもの）

FRANCE

〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-5-9 谷安プレジールビル1F

☎ 06-6147-2498 |

無休
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KYOTO

OSAKA
レジェンド オブ コンコルド
Gourmet

会員特典
グラスワイン1杯
プレゼント

The Legend of CONCORDE

超音速旅客機コンコルド。
（関空）
日本最終フライトが KIX
だったことにちなんで『レジェ
ンド オブ コンコルド』は誕生し
ました。コンコルドのイメージ
で 統 一した 空 間 で 機 内 食 メ
ニューなどをお楽しみください。
大阪府泉佐野市泉州空港北一番地 関空展望ホールスカイビュー内

☎ 072-455-2096 |

定休日なし

OSAKA

ドゥブルベボレロ 大阪本町店
Gourmet

会員特典
3000円お買い物して
いただいたお客様に、
焼き菓子1個プレゼント
（クッキーは除く）

W. Bolero, Osaka Honmachi

大人のためのスィーツがコンセ
プト。欧州にこだわり、素材も
各国から厳選し妥協せず作っ
た洋菓子。フランスの地方菓子
も他種類あります。
ゆっくりくつろげる喫茶スペー
スも併設しています。
〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-7-4 南星瓦町ビル103

KOBE/SHIGA/TOKYO

☎ 06-6228-5336 |

土曜日

ラ・ドログリー 心斎橋店
Autres

会員特典
お買い上げ金額より
8％OFF
（一部除外品あり）
。

La droguerie, Shinsaibashi

パリに本店を持つ手芸材料の
専門店。ボタンやビーズ、リボ
ンに毛糸と豊富なアイテム数と
刺激的なカラーバリエーション
が自慢。ファン待 望のコレク
ションが年 2 回フランスから届
くのも魅力のひとつです。

〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 出光ナガホリビル1F

☎ 06-6253-2210 |

第3日曜日、年末年始

ミルクレール
Autres

会員特典

FRANCE

商品をお買い上げ頂い
たクラブ・フランス会員
の皆様に、気持ちばか
りのプレゼントを差し
上げます。

milleclair は、フランスを中心
にヨーロッパの素敵なインテリ
ア雑 貨を扱っているセレクト
ショップです。可愛い、素敵な
フランス雑貨を見つけて下さい。

milleclair

〒540-0036 大阪市中央区平野町2-1-11 BLDGプレミオーレ2Ｆ

☎ 06-4790-8883 |

18 |

土日祝、年末年始

OSAKA

KOBE/SHIGA/TOKYO
KYOTO

リラクゼーションサロン
Autres

Relaxation Salon

フランス最高峰 のエステティ
シャン養 成校で生まれた肌 本
来 の力を引き出すスキンケア
「フランソワーズモリス」はパリ
に本店を構え、女優をはじめセ
レブ た ち に も 支 持 を 受 け て
います。

会員特典
「フランソワーズ
モリス」
を使用した
施術全てを10％OFF。
フェイシャル60分コース
50%OFF（初回のみ）。

〒533-0001大阪市北区梅田1-8-8 ヒルトン大阪22F

☎ 06-6347-7113 |

元旦

Auberge du Tanuki Noir

新

大阪にフランス人オーナーによ
会員特典
るフレンチ民 宿 がオープンし
3泊以上連泊の方には、
ました。アクセスも良く、居心地
道頓堀無料ガイドとキャ
のいいスペースをご用意して、
ンディー2袋プレゼント
皆様のお越しをお待ちしてお
（ご予約の際にクラブ・
ります。品質の良いフランス食品
フランス会員番号、
もし
も扱っています。
くは会員様からのご紹
介の旨お伝え下さい）
。

OSAKA

Voyage

Auberge du Tanuki Noir

〒552-0007 大阪市港区弁天5丁目9-20

☎ 06-7181-9277 |

不定休

神戸北野美術館

神戸・北野町は、パリ・モンマルト
ル地区と 2005 年より友好提携
を結び、交流しています。常設展
「モンマルトルの丘の画家たち」、
企画展として現代アートや個展
なども開催しています。館内には
カフェスペースもございます。
www.kitano-museum.com

Culture

KOBE/SHIGA/TOKYO

KOBE KITANO MUSEUM

会員特典

①焼き立てワッフルとド
リンク
（1300円）
のセ
ットメニューを200円
割引します
（カフェ利用
で入館無料）。②入館
のみの時は、入館料
大人500→400円
小人300→200円に
〒650-0002 神戸市中央区北野町2-9-6
☎ 078-251-0581 | 第3火曜日（企画展開催中は休みなし） 割引します。

Le Cordon Bleu Kobe

ル・コルドン・ブルー神戸校

Culture

FRANCE

1895 年パリに創設された国際
会員特典
的な料理の教育機関、ル・コル
学校受付で販売してい
ドン・ブルー。フランス・パリ校
るル・コルドン・ブルー
と同じ教育システムによって、
商品を10％割引
日本にいながらにしてフランス
（書籍を除く）
本場の料理／菓子／パンの技
術を学ぶことができます。
〒650-0036 神戸市中央区播磨町45 ザ・フォーティ・フィフス6・7F

☎ 078-393-8221 |

年末年始
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KYOTO

KOBE/SHIGA/TOKYO
ル・コルドン・ブルー東京校併設カフェ
Culture

Le Cordon Bleu Tokyo

会員特典

1895 年パリに創 設された料理
学校、
ル・コルドン・ブルー。
フランス・
本場フランスパン、
菓子、
パリ校と同じ教育システムによって、
デリをテイクアウト、
イー
日本にいながらにしてフランス本
トインでお楽しみいた
場の料理／菓子／パンの技術を学
だけるル・コルドン・ブ
ぶことができます。併設のカフェで
ルー東京校 1Fカフェの
はシェフ講師陣がメニューを監修。
商品を10％割引
（書籍
www.laboutique.jp
を除く）

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 ROOB-1

☎ 03-5457-2407（カフェ ル・コルドン・ブルー）|

月曜日

OSAKA

メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド
Culture

Maison des Musées du Monde

会員特典
ブティックでの商品
（入場券などのチケット
を除きます）
を10％オフ
で販売いたします。

メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンドは、
フランスを中心に美術館・博物館
に関連する情報の提供やコンサ
ル テ ー ション を 始 めとして、
ミュージアムグッズや出版物の紹
介と販売、美術教育プログラム
の 運 営 などの 活 動 を 行 って
います。
〒104-0061 東京都中央区銀座7-7-4 DNP銀座アネックス

☎ 03-3574-2380 |

KOBE/SHIGA/TOKYO

オーボングゥ ビゴ
Gourmet

会員特典

Au Bon Gout BIGOT

ビゴさんのエスプリを汲 んだ
クラシックな料理。黄 茶を基
調にした落ち着いた雰囲気で、
ランチ・カフェ・ディナーをどうぞ。

グラスワイン1杯
（赤or白）もしくは
ソフトドリンク1杯

☎ 0798-37-3327 |

〒662-0962 西宮市松下町9-33
月曜日
（祝日の場合翌日休み）
※GWは変則

ビストロ・カフェ・ド・パリ
Gourmet

会員特典

FRANCE

3月末、
日曜・祝日、
９月末、年末年始

1600円以上のご飲食
でシェフおすすめの
ケーキをサービス。
もしくは10%OFF。

Bistrot Café de Paris

オープンカフェは異国情緒あふ
れる北野坂のランドマーク。
カジュアルでありながら、フラン
ス人シェフによる本場の味覚が
味わえる。パリへの小旅行気分。

〒650-0003 神戸市中央区山本通1-7-21

☎ 078-241-9448 |
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不定休

KOBE/SHIGA/TOKYO
KYOTO

Brasserie Lʼobabon

ブラッスリーロバボン
Gourmet

本場フランスを踏襲した伝統的
会員特典
なフランス料理。画一的な“カタ
3名様以上のご来店
チ” ではなく“ギャルソン”という
でボトルワイン1本
スタイルを踏まえたサーヴィス。
（赤or白）
、
もしくは
パリのブラッスリーで行われてい
食後のエスプレッソを
る日常がコンセプトのお店です。
人数分プレゼント！！

〒650-0022 神戸市中央区元町通1-4-12 MISXビル103

☎ 078-381-6469 |

不定休

カフェテラス・ド・パリ
Gourmet

開放的で明るい店内はまるで
パリのよう。おしゃれで洗練され
た空間で味わえるのは、美味し
い物をおなかいっぱい食べてほ
しいというシェフの心意気が詰
まった 現 地 仕 様 のフレンチ。
記念日からパーティーまで、様々
なシーンでご利用下さいませ。
神戸市中央区北野町4-9-2

☎ 078-252-1113 |

OSAKA

Café Terrasse de Paris

会員特典
食前酒を1杯サービス

異人館倶楽部楽部パートⅢ-3F
月曜日・火曜日

グリルさわい
Gourmet

フランスをこよなく愛するシェフ
とマダム。二人でおもてなしをす
るプティ・メゾンです。
気軽にワインやア・ラ・カルトを
どうぞ。

KOBE/SHIGA/TOKYO

Cuisine Française Sawai

会員特典
ワイン1杯
プレゼント

〒520-3031 滋賀県栗東市綣3-8-23

☎ 077-551-0817 |

月曜日
（祝日は営業）

Matsushima
Cuisine Franco-Japonaise Matsushima

会員特典
アペリティフメゾンを
1杯プレゼント

FRANCE

神戸・北野の閑静な住宅地にあ
るフランス料理店。日本の四季
を感じられるよう、その時の旬
を大事に、素材を感じられるよ
うに丁寧に仕上げられた料理が
人気のお店です。ウエディング
やパーティー、ご接待にお使い
いただける個室もございます。

Gourmet

神戸市中央区山本通3-2-16 ファミールみなみビル1F

☎ 078-252-8772 |

月曜日、
月一回不定休有
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KYOTO

KOBE/SHIGA/TOKYO
ラ・レゾナンス
Gourmet

会員特典
ディナーご予約の際、
会員の旨をお電話にて
お申し出のお客様に
食前酒1杯プレゼント。

La Résonance

かしこまりすぎずラフすぎない
大人のカウンターがメインテー
ブル のシックなフレンチレス
トラン。シェフ自ら育てた無農
薬野菜も盛り込む料理に自家
製パン。ワインと共にゆったりフ
ランス食事 時 間をお楽しみく
ださい。
〒650-0004 神戸市中央区中山手通3-2-2 トア山手ウィング棟106

☎ 078-381-6070 |

OSAKA

パティスリーモンプリュ
Gourmet

会員特典
店内でお茶とケーキを
お召し上がりのお客様
に、
サブレをプレゼント
いたします。

火曜日

patisserie mont plus

神戸・乙仲通に位置するフラン
ス菓子専門店「パティスリーモ
ンプリュ」で、ゆったりとしたひ
とときをお過ごしください。フラ
ンス菓子のとりこになりますよ。

〒650-0024 神戸市中央区海岸通3-1-17

☎ 078-321-1048 |

火曜日、第3水曜日

KOBE/SHIGA/TOKYO

ポール（ベーカリー）神戸元町店
Gourmet

会員特典
神戸元町店、
京都三条
店
（サロン有店舗）
にお
いて、
店舗ご利用のお客
様へ、
コーヒー1杯
（ホットあるいはアイス）
を無料でご提供。

PAUL (boulanger)
1889 年、北フランスリールで発
祥した PAUL は、フランスと同じ
味を再現する本格フレンチベー
カリー。黒 いファサード、アン
ティー クの 調 度 品、フランス
の灯り、時を超えても変わらない、
寛ぎのフレンチ空間です。
神戸市中央区元町通3-9-8 パルパローレ1F

☎ 078-334-7665 |

レスカエコ ビゴ
Gourmet

会員特典

FRANCE

グラスワイン1杯
（赤or白）もしくは
ソフトドリンク1杯

不定休

rescaeco BIGOT

フランスの郷土料理と共に気取
らず飾らずお腹いっぱいにと想
いをこめて。
ビゴのパン食べ放題。

〒659-0066 芦屋市大桝町1-21 コンコルディア芦屋2Ｆ

☎ 0797-35-7103 |

22 |

月曜日
（祝日の場合翌日休み）
※GWは変則

KOBE/SHIGA/TOKYO
KYOTO

ドゥブルべ・ボレロ
Gourmet

W.Bolero

2004 年 滋 賀 県 守 山 市 に
オープン。南仏風の建物、ラベン
ダーやハーブの庭、ミモザやプラ
タナスの樹木にもこだわり、サロ
ン・ド・テも併設。シェフ厳選の素
材で作り出される洋菓子は、ヨー
ロッパそのものです。

会員特典
3000円以上お買い
上げの方に、
お好きな
焼き菓子を一つプレ
ゼント。
（クッキーは除く）

〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町48-4

☎ 077-581-3966 |

火曜日
（祝日の場合は翌水曜日）

OSAKA
KOBE/SHIGA/TOKYO

Institut français du Japon – Kansai

アンスティチュ・フランセ関西
KYOTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
京都市左京区吉田泉殿町8

Tel. 075-761-2105
 kansai@institutfrancais.jp

OSAKA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
大阪市北区天神橋2-2-11
阪急産業南森町ビル9階

Tel. 06-6358-7391
 kansai.osaka@institutfrancais.jp

FRANCE

www.institutfrancais.jp/kansai
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クラブ・フランス

フレンチレストラン、美術館やエステなど、
魅力的な会員特典を多数ご用意。

バー特別待
して、メン
遇！
帯
携
を
ド
カー

www.clubfrance.jp

アンスティチュ・フランセ関西の

会員特典
メディアテーク

CD、DVD の貸出
書籍、
雑誌、

デジタル図書館（Culturethèque）

9 万件以上のフランスの書籍や雑誌に無料でアクセス！

フランス語学留学サポート

語学留学に関する無料相談
（提携校のみ）
、
代行手数料無料

文化イベント

主催イベントの入場料割引

フランス語資格試験
DELF・DALF、
TCF
受験料の 1000 円割引

カフェ

ル・カフェ
（京都）にて、
お食事・ドリンクを 100 円割引

