
2013年に設立し、フランスの新感覚で日本初上陸のコンセプトアクセサリーのセレクトショップを展開するキャル
トブランシュ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役 共同CEO ボダン・アレキサンドラ/ 代表取締役 共同CEO  
澁江公俊 以下、当社）は、創業10周年を記念したパーティーを2023年3月12日（日）に開催。オリジナルブランド

「Bijoux Pétillants(ビジュ・ペティヤン)」より、ガラスアートにスパークリング日本酒を封じ込めた他にない新作
ジュエリー「Bijou de Saké（ビジュ・ドゥ・サケ）」シリーズを当日お披露目いたします。日仏にゆかりのあるジ
ュエリーと共に、両文化の架け橋としての使命にいっそう努めてまいります。
※1 自社調べ

※2 自社調べ

ジュエリーブランド「Bijoux Pétillants（ビジュ・ペティヤン）」とは「輝く宝もの」を意味する、ガラスアートに
お酒と箔を封じ込めたアートピースを用いた世界唯一※2のジュエリーブランドです。フランスのシャンパーニュ地
方で作られる伝統的な発泡酒「シャンパーニュ」と24金箔を封じ込めた前コレクションに続き、この度、日本酒と
プラチナ箔を封じ込めた「Bijou de Saké（ビジュ・ドゥ・サケ）」シリーズを発表いたします。当社代表ボダン・
アレキサンドラがスパークリング日本酒より着想してデザインし、フランス国家最優秀職人章(M.O.F.)を歴代最年少
にて受賞したガラス工芸職人アドリアン・コラン氏がガラスアートの制作を手掛けました。素材となる日本酒は、
永井酒造株式会社が世界的ファッションデザイナー桂由美氏とコラボレーションした

「MIZUBASHO with Yumi Katsura」です。今後は、より日仏の架け橋となるべく、お酒に
関心をお持ちの方々などを幅広く対象に、プライベートイベントの開催や社用ギフトニー
ズにも応える新商品を企画しております。

記念パーティーを桂由美ブライダルハウス東京本店にて開催
フランス国家最優秀職人章（M.O.F.）受賞のアドリアン・コラン氏初来日

日仏の架け橋「キャルトブランシュ」のオリジナルブランド日仏の架け橋「キャルトブランシュ」のオリジナルブランド

「「Bijoux PétillantsBijoux Pétillants（（ビジュ・ペティヤン）ビジュ・ペティヤン）」」
世界初！世界初！※1※1ガラスアートに日本酒を封じ込めたガラスアートに日本酒を封じ込めた

MADE IN FRANCEのジュエリーを3/12新発売MADE IN FRANCEのジュエリーを3/12新発売

創業10周年・新商品発売記念パーティー
3
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詳細は4枚目へ

開催
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M.O.F. 受賞のガラス工芸職人アドリアン・コラン氏
によるガラスアートに、スパークリング日本酒と
プラチナ箔を封じ込めたシリーズ。全て手仕事で
仕上げた一点モノが備えるユニークさは、お洒落
を楽しむシーンの主役としても、さりげなく身に
つけるジュエリーとしてもふさわしい存在です。

素材について
　各トップ部分：ガラス・プラチナ箔・日本酒
　ネックレスチェーン :シルバー 925
　ロジウム加工済み (アレルギーフリー )
　ピアスパーツ：シルバー 925 
　ロジウム加工済み (アレルギーフリー）
　イヤリングパーツ：真鍮 シルバーメッキ加工済み

ビジュ・ドゥ・サケ

Bijou de Saké

気品あふれる水芭蕉を模したジュエリー。ガラス工芸職人のアドリ
アン・コラン氏が苞と花軸を、ビジュティエール（宝飾品職人）のカ
テル・ルクレール氏が葉を、それぞれ制作しています。本シリーズ
は売上の一部を「尾瀬の水芭蕉再生プロジェクト」に寄付いたします。

ミズバショウ・ドゥ・サケ(水芭蕉 AWA SAKEの水芭蕉)

ネックレス
価 格：136,180円
サイズ：
トップ部分　W 2cm×H 5㎝
チェーン部分　40㎝

ピアス／イヤリング
価 格：75,680円
サイズ：
トップ部分　W 1.5cm×H 3.5㎝

3

日本の酒蔵で新酒の仕上がりを知らせるために掲げられる、杉の葉で
作られた玉 < 酒林 > がモチーフ。美しい球形に吹かれたガラスの透
明感と、職人技が光る粒のテクスチャーを共に楽しむデザイン。シリ
ーズ中、最も多く日本酒を封入しています。

サカバヤシ・ドゥ・サケ（水芭蕉 AWA SAKEの酒林）

ネックレス
価 格：65,780円
サイズ：
トップ部分　φ 2.5cm
チェーン部分　40㎝

ピアス／イヤリング
価 格：72,380円
サイズ：
トップ部分　φ2.2㎝

2

3月12日
発売予定

New

日本酒の原点である日本米の形にこだわり、片方の角を少し削ったデ
ザイン。身に着けてもケースに入れても、ガラスの中で透明な日本酒
にプラチナ箔が緩やかに舞い動く上品な輝きをお楽しみいただけます。

オコメ・ドゥ・サケ（水芭蕉 AWA SAKEのお米）

ネックレス
価 格：65,780円
サイズ：
トップ部分　W 2cm×H 4㎝
チェーン部分　40㎝

ピアス／イヤリング
価 格：72,380円
サイズ：
トップ部分　W 1.5cm×H 3㎝

1 © 永井酒造

© 永井酒造

https://ozemizubasho.jp/

「尾瀬の水芭蕉再生プロジェクト」

尾瀬の大清水湿原において水芭蕉再生を目指す永井酒
造株式会社が発起した自然保護活動。ニホンジカの食
害や地球温暖化に
より激減した水芭
蕉を回復させるべ
く、自然保護の理
念に則った商品売
上の一部を群馬県
尾瀬美化愛護協会
に寄付しています。 © 永井酒造

日本酒について
世界的ファッションデザイナー桂由美氏とスパ
ークリング日本酒のパイオニア永井酒造株式会
社がコラボレーションした「MIZUBASHO with 
Yumi Katsura」。伝統的な日本酒製法にシャンパ
ーニュ地方由来の瓶内二次発酵の技術を取り入
れ、両者共通のテーマ「伝統と革新」を体現し
ています。AWA SAKE とは、フランスのシャン
パーニュに比する世界の乾杯酒となるべく、awa
酒協会が定めた細やかな基準をクリアしたスパ
ークリング日本酒のみに与えられる呼称です。

群馬県川場村で日本酒の新たな可
能性を提案する酒蔵、永井酒造株
式会社は、日本の先人たちが大切
にしてきた自然や米文化、それら
から醸し出された日本酒を製造販
売し、新しいスタイルとして世界
に挑戦しています。
http://www.nagai-sake.co.jp/
https://mizubasho-artist.jp

永井酒造株式会社

© 永井酒造
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M.O.F受賞のガラス工芸職人アドリアン・コ
ラン氏によるガラスアートに、マルセイユで
活動中の若手ビジュティエール（宝飾品職人）
のヴィルジニ・ファンティノ氏が金属細工を
施し、シャンパーニュと24金箔を封じ込めた
シリーズ。飲める芸術ともいえるシャンパー
ニュの魅力を新たな方法で楽しむ提案をすべ
く、2017年に誕生しました。

取扱：
ビジュ・ペティヤン公式オンラインショップ
https://shop.bijouxpetillants.com/
キャルトブランシュ公式オンラインショップ
https://carteblanche.co.jp/

価格：全て税込表記
製造：Made in France
※ハンドメイドのため、サイズ・形等に若干写真と異なる場合がございます。
※本商品は飲料ではなく、ジュエリーとしてのみご利用いただくものです。

ビジュ・ドゥ・サケ／ビジュ・ドゥ・シャンパーニュ

ビジュ・ドゥ・シャンパーニュ

Bijou de Champagne

シャンパーニュの一滴の雫の形とボトルトップのデザインを
リボン状に仕上げたネックレスと、シンプルで気品溢れるフ
ェミニンなデザインのピアス / イヤリング。テタンジェシャ
ンパーニュ本来のゴールデンカラーを金箔がいっそう引き出
し、ガラス全体が輝きます。

グットゥ・ドゥ・シャンパーニュ （シャンパーニュの雫）1

ネックレス
価 格：75,680円
サイズ：
トップ部分　W 2cm×H 5㎝
チェーン部分　38㎝＋アジャスター 10㎝

ピアス／イヤリング
価 格：61,380円
サイズ：
トップ部分　W 1.2cm×H 3㎝

シャンパーニュの気泡とテタンジェのロゴの形を掛け合わせ
たシルエットのデザイン。ひとつずつ手作業で作られるネッ
クレスは胸元に美しく収まり、小ぶりなピアス / イヤリン
グは上品に金箔が舞う、洗練されたジュエリーです。

ビュル・ドゥ・シャンパーニュ (シャンパーニュの気泡)2

ネックレス
価 格：53,680円
サイズ：
トップ部分　W 3.8cm×H 5㎝
チェーン部分　38㎝＋アジャスター 10㎝

ピアス／イヤリング
価 格：61,380円
サイズ：
トップ部分　W 1.5cm×H 2.5㎝

素材について
　各トップ部分：
　ガラス・24金箔・シャンパーニュ
　ネックレスチェーン ：
　真鍮 18金3μコーティング加工済み
　ピアスパーツ：
　真鍮 18金3μコーティング加工済み
　イヤリングパーツ：
　真鍮 ゴールドメッキ加工済

フランスの大手シャンパーニュ・メゾンであり、数
少ない家族経営の生産者でもある TAITTINGER（テ
タンジェ）。その歴史のなかで最も古いシャンパー
ニュ「Les Folies de la Marquetterie（レ・フォリ・
ドゥ・ラ・マルケットリー）」は、マルケットリー（寄
木細工）に用いる材木を思わせる深みのあるゴール
ドイエローの色合いが特徴です。発祥の地であるフ
ランス北東部シャンパーニュ地方のマルケットリー
城周辺の葡萄畑にて収穫した素材のみを用い、テタ
ンジェの信念「偉大なシャンパーニュは偉大なアー
トである」を表す味わいです。

Champagne TAITTINGER テタンジェ シャンパーニュ
https://taittinger.jp/

シャンパーニュについて
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公式オンラインショップ
https://shop.bijouxpetillants.com/

出展予定：3/15（水）～ 3/20（月）
阪急うめだ本店 9階　フランスフェア
4/4（火）～ 4/10（月）
伊勢丹新宿本店 6階　フランスウィーク

オリジナルブランド
「Bijoux Pétillants (ビジュ・ペティヤン)」

日 時：3/12(日)　2部制 ①11:00-12:30 ②13:00-14:30
会 場：1階　Café de Rose

〒107-0062 東京都港区南青山１丁目25−3
桂由美ブライダルハウス東京本店

内 容：ブランド・商品紹介／トークショー／特別販売会
※ご来場の方限定でご購入品1点につき10%割引

登 壇：アドリアン・コラン氏 M.O.F. ガラス工芸職人
永井松美氏（永井酒造株式会社 取締役）
アレキサンドラ・ボダン

（キャルトブランシュ株式会社 代表取締役
共同CEO兼バイヤー）

応募フォーム：http://bit.ly/3Iu5OOK

要予約・予約サイトにて
事前申し込み
（ 3/1 まで受付）

特別販売会でのご購入金額に合わせ、2万円以上ご購入の
方にBijoux Pétillantsオリジナルトートバッグ、また、ご購
入金額に応じてMIZUBASHO with Yumi Katsuraのボトルも
プレゼントいたします。

創業10周年・新商品発売記念パーティーのご案内

日本初上陸の新感覚なフランスのコンセプトアクセサリーブランドをセ
レクトし、販売しています。
公式オンラインショップ　https://carteblanche.co.jp/

リバーシブルレザーアクセサリー Les Georgettes（レ・ジョルジェット）
／レザー＆マグネットブレスレット FLOWERSFORZO.E ( フラワーズフ
ォーゾ・エ）／タティングレースジュエリー Lorina Balteanu（ロリナ・
バルテアヌ）／極細ナイロン糸アクセサリー Vlum ( ヴルム）／メタル
レースアクセサリー CAPIBA Bijoux ( カピバ・ビジュー）／フランスの
手縫いのぬいぐるみブランド La Pelucherie ( ラ・プルシュリー ) 他多数

セレクションブランド

ブルターニュ・ディナンに生まれ。2011 年、ガラス工芸部
門においてフランス最高勲章である国家最優秀職人章
(M.O.F.) を最年少で受賞。2015 年、人間国宝一歩手前のメ
ートル・アルティザンを受賞。CHANEL、DIOR、CARTIER
など著名メゾンとのコラボレーションを実現。届けたい感情
に沿ってガラスを吹き、洗練された繊細なクリエーションを
巧みに造り上げる、フレンチエレガンスを象徴する上品なガ
ラス工芸の達人。

パリ生まれ、東京育ちのパリジェンヌ。2013 年、パートナ
ーの澁江と共にキャルトブランシュ株式会社を創立し、オー
ナー兼バイヤーとしてフランスのクリエーターやアクセサリ
ーブランドのセレクトに勤める。以降日本全国の百貨店でキ
ャルトブランシュセレクションを広め、毎年フランスの新ブ
ランドをコレクションに加えて紹介している。

キャルトブランシュ株式会社 代表取締役　共同CEO兼バイヤー

ボダン・アレキサンドラ Alexandra BODIN

フランス国家最優秀職人章(M.O.F.)
メートル・アルティザン・ダール
アドリアン・コラン氏 Adrian COLIN

初来日
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【会社・商品に関するお問い合わせ先】キャルトブランシュ株式会社 住所：〒106-0047 東京都港区南麻布4-11-17-226
E-MAIL：info@carte-blanche-int.com 担当：ボダン アレキサンドラ/澁江公俊 TEL：03-6421-1673 URL：https://carteblanche.co.jp/

【取材・掲載に関するお問い合わせ先】株式会社SUZU PR COMPANY 住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-6-10 代々木公園ビル2F
担当：鈴江 TEL：080-6390-8284 E-MAIL：suzupr@suzu-pr.com URL：http://suzu-pr.com

＜提供画像＞bit.ly/3CY2RTq




