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壮麗な場所で過ごす素晴らしい一日
「造園デザインにおける世界の首都、自然の中の芸
術の中心地」

旅行業

各種団体関係者の方々へ

  /domainedechaumontsurloire    @Chaumont_Loire 

ドメーヌ・ド・ショーモン・シュール・ロワール
自然と芸術の中心地



パリから２時間ほどの場所にあり、ロワール川を望む高台に位
置するドメーヌ・ド・ショーモン・シュール・ロワールは、その自
然の景観がユネスコの世界遺産に登録されており、一年を通
して訪れることができます。 ３２ヘクタールの広さを持つ当領地
は、以下の３つを統合しています：

ロワール渓谷の最も美しい城の一つで広大なイギリス風の風
景式庭園に囲まれています。

国際庭園フェスティバル

は１９９２年から続く世界有数のフェスティバルで、庭の専門家
や愛好家から高い評価を得ており、毎年異なるテーマを設け
て、世界中から造園家や庭園デザイナーを招待しています。

芸術・自然センター

は毎年世界的に有名な１５人ほどのアーティスト、造形アーティ
スト、写真家を招待しています。

様々な魅力を持つ当領地は、お一人で、カップルで、お友達と、
ご家族で訪れるのに理想的な場所です。

ショーモン・シュール・ロワール
比類ない文化遺産

> 「このようなシンプルさと創造性を前にすると、私たちはしばしば言葉を失って

しまいます。ショーモン城は、今日、私たちが感覚的に体験できる最も美しいも

ののひとつかもしれません」

ミシュラン・グリーンガイド・シャトー・ド・ラ・ロワール

> ヨーロピアン・ガーデン・アワード2019/2020

> ガーデン・ツーリズム・アワード2014、「フェスティバル・オブ・ザ・イヤー」





ロワール渓谷を望むショーモン城は、文化的景観がユネスコ
の世界遺産に登録されており、ロワール河畔の古城の中でも
傑出した城の１つとなっています。１６世紀には王妃カトリーヌ・
ド・メディシスが所有し、次いでその恋敵であったディアーヌ・
ド・ポワチエの手に渡ったショーモン城は、その歴史を通じて、
ノストラダムス、彫刻家ニニ、ベンジャミン・フランクリン、ジェルメ
ーヌ・ド・スタールといった数多くの著名人を迎え入れてきまし
た。１９世紀末には、ショーモン城最後の個人所有者であった
ブロイ公妃が城に近代的な息吹をもたらし、絢爛豪華な饗宴
が催される華 し々い時代を迎えました。
 
城のまわり

厩舎 

ヨーロッパで最も豪華で近代的な厩舎が、ブロイ公の依頼によ
り、建築家ポール＝エルネスト・サンソンによって１８７７年に建
てられました。 
 
歴史ある大庭園

ブロイ公の希望を汲んで作られた広さ２１ヘクタールの歴史あ
る大庭園は、イギリス風の風景式庭園で、１８８４年から、１９世
紀末のフランス有数の造園・建築家アンリ・デュシェーヌが設計
を手がけました。

ユニークなお城 
王族の居城 

> 年中無休（但し１月１日と１２月２５日を除く）

> 国有備品」から素晴らしい家具調度品が寄託されています

> 数々の部屋に現代美術の作品が展示されています

> 庭園を散策しながら独創的な作品が鑑賞できます





当領地を象徴するこのフェスティバルは、創造性、イマジネーシ
ョン、詩、自然をテーマとしています。１９９２年から庭の専門家や
愛好家から高い評価を得てきた当フェスティバルは、毎年世界
中から造園家や庭園デザイナーを招待しています。当フェステ
ィバルの開催にあたっては、複数の分野にまたがるチームが提
案するプロジェクトの中から、毎年２０を超えるプロジェクトが審
査員によって選ばれます。また、特別ゲストには「グリーンカード」
が与えられます。フェスティバルでは毎年異なるテーマが設けら
れ、驚くようなテーマの発表を誰もが楽しみに待ち受けます。
 
フェスティバルの周辺

グアルー公園

２０１２年に作られた１０ヘクタールほどの広さのグアルー公園
は、優れた庭園文化を持つ日本、中国、韓国、イギリスなどに。
当公園には、Yu Kongjiang、Wang Shu 、鈴木昌道といった有
名な建築家や造園家の作品、また、クリス・ドゥルーリー、パブ
ロ・レイノソ、アンドレア・ブランツィなど、世界的なアーティストの
作品が集められています。
 
植物コレクション

 オールドローズの箱舟
 スタージャスミンのアーチ
 クレマチス、ダリア、ボタン、アスターのコレクション

温室の宝物
小温室
菜園

庭園国際フェスティバル 

> 「造園デザインにおける世界の首都」, Valérie Duponchelle, フィガロ

>  毎年異なるテーマで３０の実験的庭園を新設

>  新人を含む有名な造園家による作品の数々





芸術・自然センターでは、毎年、世界的に有名なアーティスト、造形
アーティスト、写真家を招待し、自然をテーマとした斬新で独創的
な作品の制作を依頼しています。３２ヘクタールの広さの領地内の
あちこちに展示されるこれらの芸術作品は、アーティストと当領地
の精神が見事に出会って生まれたものあり、領地を散策する見学
者に、発見と驚きと感動を与えてくれます。シャトー内、ギャラリー・
デュ・フェニル、ギャラリー・アニエス・ヴァルダ、養蜂博物館、ロバ
厩舎、厩舎、および歴史的庭園内を散策しながら、インスタレーショ
ン・アートを堪能。

サントル＝ヴァル・ド・ロワール地域圏の特別注文

2008年に開始した3年に一度の注文は、遺産と現代美術の対話を
促進しています。特別制作の作品によって見学コースが導かれ、こ
れまで一般公開されず人が立ち入ることのなかった空間が展示
の場となることさえあります。

常設のインスタレーション

大庭園と城内、および付属建物に展示される作品は、いずれもシ
ョーモンのために特別に制作されたものです。当領地の雰囲気に
すっかり溶け込み、まるで昔からずっとそこにあったかのようで、実
際にそのうちのいくつかは常設展の作品として残ります。

ショーモン・シュル・ロワールの写真展

ショーモンのアート・自然センターでは毎年、11月中旬から2月末に
かけて、冬の全特別展で写真作品を紹介しています。こうして、有名
写真家が独自の目でとらえた自然の景観をご覧いただけます。

芸術・自然センター 

>  ３５００m2の広さを持つ展示ギャラリー

>「ショーモン・シュール・ロワール城、それは青空の下で繰り広げられる芸術で

す」ナターシャ・ヴォランスキー（Natacha Wolinsky）、「Le Quotidien de l’art」

> ヤニス・クネリス、エル・アナツイ、アンディー・ゴールズワージー、ジュゼッペ・

ペノーネ、川俣 正などを含む約40点以上の常設作品





ホテル  

庭園内にあるホテル Le Bois des Chambres にご滞在いただ
くことで、クリエイティブな精神が育まれます。自然に囲まれた
このユニークな場所で、エネルギーを充電してください。快適な
滞在、提供されるサービス、環境への配慮という点で、様々な創
意工夫がなされています。客室は、カップルや家族、友人同士
のグループなど、ご要望に応じてフレキシブルな対応が可能で
す。  Le Bois des Chambres ではまた、ご要望によりセミナーを
開催することができます。 

お部屋 

レトロな雰囲気の「アルコーヴ」や自然に囲まれた「ビュイソニ
エール」など、詩的な名前を持つ39の個性的な客室は、洗練さ
れたシンプルな雰囲気を演出しています。1階では、濃密でかつ
淡い色彩のドライフラワーのコンポジションが特徴的です。２階
では、白を基調とした大聖堂の天井を思わせるボリューム感が
表現されています。まるで劇場のように、分厚いカーテンが独特
な雰囲気の空間を構成しています。庭の５つのツリーハウスで、
自然に囲まれた夜をご体験ください。

LE GRAND CHAUME

レストラン「LE GRAND CHAUME」は、「持続可能」な美食を
提供する特異な空間として、シェフのギョーム・フーコーが皆様
をお迎えいたします。自然の食材にこだわり、ロワール河畔の
この場所で、ラ・ソローニュ、ル・ペルシュ、ラ・ブレンヌ、ラ・ボー
スといった周辺地域のテロワールを活かした驚くべきメニュー
が提供されています。シェフはこの豊かなテロワールと、ドメー
ヌ・ドゥ・ショーモン・シュール・ロワールの芸術的な理想郷から
その料理のインスピレーションを得ています。

芸術・自然のホテル「LE BOIS DES CHAMBRES」  
＆レストラン「LE GRAND CHAUME」

> ホテル内のレストラン「LE GRAND CHAUME」のシェフは、ギヨーム・フーコー

（Guillaume Foucault）です

> 池のほとりの牧歌的なテラス

> ２m×２mの広々としたベッドでおくつろぎください

> ホテルに隣接する芸術・自然センター

> 古い農家を改築し、自然を身近に感じることのできるユニークな建築です



芸術・自然のホテル「LE BOIS DES CHAMBRES」  
＆レストラン「LE GRAND CHAUME」



 TOURS / AMBOISE BLOIS 

ホテル・レストラン
LE BOIS DES     
CHAMBRES
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41150 Chaumont-sur-Loire 
T. +33 (0) 254 209 920 
commercial@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

サントル＝ヴァル・ド・ロワール地域
圏と、ショーモン・シュル・ロワール
自治体により創設された文化協力

公施設法人

アクセス

> ショーモン・シュール・ロワールはパリから１８５km、ブロワとトゥールの間に位置
しています。 
> 高速道路 A１０ および A８５ の Blois 出口 （N°１７）または Amboise 出口 

（N°１８）をご利用ください。 
> パリ・オステルリッツ駅 - オルレアン - トゥール線では、毎日直通列車が運行され
ており、最寄りのオンザン・ショーモン・シュール・ロワール駅（Onzain-Chaumont-
sur-Loire）をご利用ください。
> 無料駐車場（南入口）

ラ・ロワール・ア・ヴェロ

ショーモン・シュール・ロワール村を通り抜けるサイクリングコースを自転車で走る
のが最適です。 ドメーヌ・ド・ショーモン・シュール・ロワールの北口と南口に駐輪
場とロッカーがあります。
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A 城 
B 大庭園 
C 厩舎 
D 国際庭園フェスティバル
E グアルー公園 

ドメーヌ・ド・ショーモン・シュール・ロワール

HÔTEL RESTAURANT
LE BOIS DES     
CHAMBRES


