


MACCHA STORY by GION TSUJIRI

第10回  抹茶は、甘いものとのベストパートナー

お茶食べて元気長生き幸せに。̶ ̶祇園辻利。 http://www.giontsujiri.co.jp

RECIPE

◎用意するもの
マーブルデニッシュ（お好きなフレーバーで）、マーガリン、マヨネーズ、レタス、ベーコ
ン、アボガド、粒マスタード、ケチャップ（お好みで）

◎作り方
1 マーブルデニッシュを軽くトーストして、マーガリン、マヨネーズ、お好みで粒マスタ
ード、ケチャップを塗る。レタス、ソテーしたベーコン、アボガド、トマトをのせる。
2 デニッシュをのせる。ピックなどを刺して全体をまとめても。
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NEW OPEN: GRAND MARBLE 祗園店

八坂庚申堂のくくり猿に
願をかけて、幸せをゲット

EN・MUSUBI

お茶をいただくとき、食事のときに活躍する和の万能ペーパー、

懐紙。折り型にしてメッセージを届けたり、新しい使い方の

提案も広がっています。ご挨拶には欠かせない袱紗も、現代

的でかわいいデザインが登場。ぐっと身近で使いやすくなった

懐紙や袱紗を日常に取り入れてはいかがでしょう。

●グランマーブル祗園店ほか、直営店にて9月から取り扱い

（店舗によって取扱アイテムは異なります）

（→ショップデータはp2＆p13）

日常に取り入れたい、
美しき和の心遣いアイテム

新しい味わい。デニッシュとチョコレートの
「マーブルクランチ結 YUI」

TRADITIONAL
HEART

レタス、トマト、ベーコンを挟んだ、定番のBLTサン

ドを、マーブルデニッシュでつくってみませんか？　

デニッシュのほんのりとした甘さが、レタスのフレッ

シュさとベーコンのコクを絶妙に引き立てます。美味

しくつくるコツは、フィリングをたっぷりと挟むこと。

アボガドも加えてボリュームアップ。シャキシャキしたレタス

とふんわりしたデニッシュの相性を、存分に味わってください。

デニッシュBLTサンド

グランマーブル祗園店
〒 605-0074　京都市東山区祗園町南側570-238  京阪「祇園四条」駅6番出口から徒歩5分
Tel. 075-533-7600　Fax. 075-533-7601  11:00～20：00（季節により変動あり）　無休　（→MAP、データはp13）

グランマーブルの直営ショップが、祗園・花見小路にオープン

します。新しい祗園店でグランマーブルが提案するのは、シ

ンプルで洗練された、和の世界観。グランマーブル祗園店だ

けの限定デニッシュや、特別にセレクトした和の小物もご用意

して、お客様をお迎えします。

このレシピに合うおすすめマーブルデニッシュ…●プレステージ ●Dojiフロマージュ

グランマーブルの直営店が、
京都・祗園に8月オープン

グランマーブル祗園店オープンを記念して、
贅を尽くした限定シリーズ
「マーブルデニッシュ翠 SUI」登場!

EXCLUSIVE ITEM

マーブルデニッシュ、クルートに続く、新たなおいしさ、「マー

ブルクランチ結 YUI」が、グランマーブル祗園店にデビュー

します。口どけのいい上質のチョコと香ばしく焼いたマーブル

デニッシュのサクッとした食感との出合いは、まさにおいしさ

の「結」。ティータイムに、お持たせに、気軽にご利用ください。

チョコレート、ホワイトチョコレート、抹茶の3種あり、いず

れも袋入りミニサイズ8個500円、箱入り8個1000円（税別）

●グランマーブル祗園店限定販売

（→ショップデータはp2＆p13）

小さなぬいぐるみ「くくり猿」は、手足を縛り付

けたお猿さん。ちょっとかわいそうな姿です

が、これは、猿を人間の欲になぞらえて、それ

を抑えることで、願いをかなえようという信仰

から生まれたお守りです。手づくりのくくり猿

が、幸せへの決意と思いを守ってくれます。

1個 500円、3連 1500円（地方発送可）（税別）

●京都市東山区金園町390 
Tel.075-541-2565

チョコレートとマーブルデニッシュが結ばれた「結」。

上：「折り型」にしてメッセージカードになる懐紙500円（税別）
左：金封をお届けする時の心遣い、袱紗。カジュアルなデザイ
ンで幅広い用途に使えます。着物を包む「たとう紙」のパッケ
ージも素敵。3600円（税別）
※デザインは変更になる場合があります。

グランマーブル祗園店のロゴマークは松。禅語に『松樹千年
翠（しょうじゅせんねんのみどり）』という言葉があるように、
一年中みずみずしい緑を見せる松は、風雪の中で常に変化し
成長しながら「千年の翠」を保っています。変わらないように
見えて、常に成長している松は、進化しながら変わらない信
頼を得続ける、京都の老舗のものづくりの姿勢にも似たところ
があると思います。グランマーブルは、この『松樹千年翠』の
精神で、これまで以上にものづくりに取り組みます。そして、
贈る人、贈られる人の喜びと感謝、その想いの重なりに、たく
さんの笑顔が生まれることを願いながら、日本が誇る、贈る文
化の一助となる事を目指します。

お抹茶といえば、一緒にいただく甘いものも楽しみの一つ。

ほろ苦さと甘さ、その正反対な味の組み合わせは、互いの

おいしさを引き立てます。抹茶に含まれるカテキンは脂肪

の吸収を抑える働きがあるといわれます。そして抹茶は茶

葉をそのままお茶にしたものですから、ビタミンAと繊維が

豊富。甘いお菓子をいただく時、ちょっと気になる健康の

こと。抹茶の健康成分は、ヘルシーなティータイムの味

方です。

NEW SWEETS

2014年はじめに季節限定で販売され人気を集めたマーブルデ

ニッシュ「フォンダンショコラ」が、ホワイトチョコレートとコンビ

になって登場。とろけるショコラとホワイトチョコレートのまろや

かな甘さの２つの美味しさが、お口の中で幸せなハーモニーを

奏でます。1400円（税別）

●グランマーブル直営店にて9／12～11／9販売

（→ショップデータはp2＆p13）

ショコラとホワイトチョコが一つになった、
フォンダンショコラ・オレ

SEASONAL 
DANISH

「マーブルデニッシュ 翠 SUI」は、最上級
のマーブルデニッシュにふさわしい、ノー
ブルな白のボックスにお入れします。
※パッケージはイメージです。
　変更になる場合があります。

グランマーブル祗園店のオープンを記念して、「マーブルデニッ

シュ 翠 SUI」が登場。贅を凝らした素材を選び抜き、グラン

マーブルの職人の中でも特に熟練した匠だけが手がける、マー

ブルデニッシュの最高級バージョン。特別な贈り物にふさわし

い逸品です。丹精込めて一本ずつを焼き上げるこだわりゆ

え、ご予約をいただいてからお作りさせていただきます。 

「マーブルデニッシュ翠 丹波栗」は、和栗の中でも

粒が大きく、最上のコクと甘さを誇る丹波栗を、

たっぷりと使用しています。ふんわりとしたデニッ

シュ生地と、重厚な丹波栗の風味が

絶妙のコンビネーション。切り分

けた時、ひと口ほお

ばった時に、贅沢なおい

しさが極まります。

今後、さまざまなフレーバーが登

場予定。5000円（税別）

●予約販売となります。グランマーブル

祗園店のみでご注文を承ります。

伝統とおもてなしの街、京都・祗園のこと
京都の観光の中心地でもある祗園は、昔
ながらの古都の風情が大切に守られてい
る街。芸妓さん、舞妓さんが、お座敷で舞
を披露するお茶屋さんが軒を連ねる、古き
良き時代そのままの町並みは、世界中か
ら来られたお客様を、美と情緒で迎えま
す。祗園町（ぎおんまち）の歴史は、江戸
時代に八坂神社の参拝客を迎えるため
の茶店が並んだ門前町として始まります。

明治5年（1872）から
毎年春に開催されてい
る「都をどり」の古いパン
フレットと、2014年のパ
ンフレット。右は、お茶席
のお茶菓子のお皿。

日本古来の贈る形にインス
ピレーションを得てあつらえ
た新しいパッケージ。
※パッケージはイメージです。
　変更になる場合があります。

●オーブントースターはあらかじめ温めてください。
●霧吹きなどでデニッシュを少ししめらせてからトーストしてください。POINT

ロゴマークの松に込めた想い
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日本ファッションの30年を振り返る展覧会、「Future Beauty 

日本ファッション：不連続の連続」が、2010年ロンドンを皮切

りに、内外を好評のうちに巡回し、2014年3月21日－5月11日に

京都国立近代美術館で開催された。この展覧会で紹介された、

欧米のファッションの価値観を揺るがしてきた日本のファッショ

ンクリエイターの重要な１人として、ANREALAGEの森永邦

彦の作品が展示された。

会場で、人工太陽を照射する特別な部屋に展示されたのが、

光でドレスの色が変わる作品「COLOR」。紫外線に当たると

分子構造の変化で発色するフォトクロミズムという技術を使っ

たものだ。この技術はこれまで布に用いられたことはなかった

が、森永のクリエイションの姿勢に共感した京都の染色メー

カー、小杉染色が初めて挑戦した。展覧会の関連レクチャー

に登壇した森永邦彦は「光で色が変わる服というアイデアは、

“普通に服を着る中で起こる現象”を作品にしたいという発想

から始まった。初めはそんなことが出来るとは思っていなかった

が、今まで使われて来なかった手法を取り入れて、ジャンルの

壁を超えてものづくりをしないと、前へは進めない」と語った。

前例のない、布へのフォトクロミズム染色が完成したのは、コ

レクションの2週間前。ショーでは、モデルが身に付けた白い

服がライティングで徐々に発色。その瞬間、観客からどよめき

が起こった。「洋服を見てあっと驚くことが大切で、しかも、そ

れをどうファッションと離れないようにするか。『COLOR』では、

それをうまく着地できた」。日本ファッションの先鋭的なアイデ

アとコンセプト、そして京都という伝統のものづくりの土壌とが

コラボレートした、日本を代表するクリエイションだ。

Gallery PARC Trend News

林宗一郎×ヤマガミユキヒロ　
能楽師と現代アーティスト、異色のコラボレーション。世界で初めての「絵画の中での舞」

ANREALAGE
日本ファッション30年の革新を塗り替える、アンリアレイジ、森永邦彦のクリエイション

今年より開催する公募企画「Gallery PARC Art Competiton 
2014」で選ばれた3つの展覧会。

京都市中京区弁慶石町48（三条通御幸町西北角）三条ありもとビル
「ル・グランマーブル カフェ クラッセ」 店舗内2F
Tel・Fax. 075-231-0706  11：00～19：00（金曜日のみ20:00まで） 月曜休
http://www.galleryparc.com/

7月1日（火）～7月13日（日）
「薬師川千晴 展：絵画碑 Obelisk picture」（絵画）
作品に弓を射り、そこに完成される「絵画碑」という独自の絵画思考を表現する。
7月15日（火）～7月27日（日）
「むらたちひろ 展：時を泳ぐ人」（染織）
過去の記憶や夢の風景をテーマにした染織による新作を展示。
7月29日（火）～8月10日（日）
「A Sense of Mapping －私の世界の測り方－」（絵画・立体）
森川穣キュレーション、松本絢子・山城優摩による「地図感覚」をテーマにした二人展。

8月14日（木）～8月24日（日）
「タイルとホコラとツーリズム」（フィールドワーク）
中村裕太・谷本研が、京都の街中にある「タイル」と「ホコラ（地蔵など）」を調査し、
市内ホコラ巡りツアーやトークイベントなどの参加型プログラムを開催。

8月30日（土）～9月14日（日）
「ふるさかはるか展」（版画）
身近にとれる土からつくった絵具や木版画
により、自然素材を通して異なる時代や風
土を読み替える作品・場づくりを展開。

9月16日（火）～9月28日（日）
「KYOTO EXPERIMENT 2014 関連企画」（展示・パフォーマンス）
本展で5回目となる京都国際舞台芸術祭「KYOTO EXPERIMENT」の関連企
画展示。

10月3日（金）～10月19日（日）
「牛島光太郎 展」
布と糸を用い、コトバとモノによって「糸でつくる物語」を紡ぎだす牛島光太郎による
個展。大阪での個展と同時開催され、その新作の全貌を見せる。

Gallery PARCでは、学生や若いクリエイターへの発表場所の提供や広報活動の支援をはじめ、
アート・工芸・デザイン・写真・映像・パフォーマンスなどの展覧会やワークショップの開催を通じ、
京都の文化の継承と創造に向け、様 な々支援に取り組んでまいります。

詳しいスケジュールはWEB参照
※展覧会のタイトルはいずれも仮です。また、内容・日時などは予告なく変更する場合がございます。
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2013-2014 ANREALAGEの秋冬コレクションで発表された「COLOR」。紫外線に
よって白から赤、青、緑に色が変わるドレス。光線を遮断するとまたもとの白に戻る。

少女雑誌の専属モデルから、『仮面ライダー フォーゼ』のヒ

ロイン・城島ユウキ役でドラマデビュー。演技からVJまで、

とにかく活躍ぶりが多彩な清水富美加。「自分にとって難しい

のは、殻を破ること。考えすぎてしまうタイプなのでビクビク

して無難な方向に行きがちなんです。もっと強くなりたいで

す」。と言いながら、ブログには、お笑いタレントも顔負けの

ユーモアセンスが満載。天性のコメディエンヌという才能もう

かがわせる。「笑わせようとしてる時は多々あります。でも、

そうゆう時は全然受けません（笑）。もう怖いです。ネタは一

日過ごしていて、とりとめないことでも自分に引っかかったら、

そこを切り取ったりしてます」と、人を楽しませることがいつ

も心から離れない様子は、無邪気に見えて、実は仕事に真

摯なプロフェッショナルでもあるのだろう。少女性とエンター

テイナー性が同居する、新しい才能の登場だ。

NEXT BREAK Profile
杉山麻衣さんが、いまイチオシの俳優をプロファイル。新しい才能をいち早くキャッチ！

Profile  愛知県出身。主に映画や舞台のキャスティングを担当。
最新作：『クローズ EXPLODE』（監督：豊田利晃）、『新宿スワン』（監督：園子温）、
ミュージカル『薄桜鬼』風間千景篇
マーブルフィルム公式HP http://marblefilm.jp/

今年、ハタチですが、彼女の持つキラキラとした少女性に魅力を感じました。こ
の世代の可愛い女優さんは数えきれない程いますが、“チャーミング”という言葉
がここまで嫌味なく似合う人はそんなにいないのでは？彼女と会った時、「次は何
をするのかな、どんなことを言うのかな？」と、一挙手一投足から目が離せなくなり、
さらに想像を超えたものが飛び出してくるので面白かったです。ポテンシャルを秘
めた女優さんだと思うので、それを開花させられる監督や作品と引き合わせられた
ら嬉しいですし、作品を通して、大人の女性になっていく過程を見ていきたいですね。

清水富美加

マーブルフィルム 
キャスティングディレクター 
杉山麻衣のコメント

Vol.5

ABOUT Fumika Shimizu

Profile  1994年東京都生まれ。女優。主な出演作に、『仮面ライダーフォーゼ』、『HK
／変態仮面』などがある。6月21日スタートのドラマ『魔法☆男子チェリーズ』（テレビ
東京系）にヒロイン役として出演の他、7月7日スタートTBS月曜ミステリーシアター『ペ
テロの葬列』、8月19日スタートNHKドラマ10『聖女』にもレギュラー出演が決定してい
る。その他、バラエティでも活躍中。最新情報はオフィシャルファンクラブ
https://fumika-shimizu.lespros.co.jp（会員登録無料）でチェック！

noh play vol.1［能楽師：林宗一郎×現代美術家：ヤマガミユキヒロ］は2014年6月18日
（水）～6月29日（日）に開催された。

京都を拠点に活躍する能楽師・観世流シテ方の林宗一郎と、

現代美術家 ヤマガミユキヒロとの異色のコラボレーション作

品が、Gallery PARCで発表された。ヤマガミは、風景画の

上に同じ場所で撮影した映像を投影する“キャンバスプロジェ

クション“という手法で作品を制作するが、今回、ヤマガミの

描いた野外の能舞台の絵画の中で林宗一郎が舞い、作品の

中でふたつの映像を重ねて作品をつくるという、かつてない

試みに挑戦した。600年以上の歴史を持ちながら現代の表現

でもある能楽と、現代アートの出合いがもたらした化学変化

は、能楽が、アートの素材として分解・再構築され、新たな

魅力や可能性を見せるというものだった。

̶今回、林宗一郎さんは、ヤマガミユキヒロさんと映像作

品を一緒につくることをどう思われましたか？

林 初めは、映像の前で舞うということが分からなくて…。でも、

もともと能は自然の中で演じられてきたものなので、以前から、

いろんな場所に「降り立ちたい」という希望があって、いろん

なところでやりたいなと思っていました。

ヤマガミ 人工の絵の中に入ってもらうことになったんですが…。

林 そういうのがしたかったんです（笑）。

茂山 現代アートって見て分かりにくい作家が多いけど、ヤマガ

ミさんの作品は、素人にも分かるし、楽しめる作品ですよね。

ヤマガミ 現代アートでも解説を読まないとわからない作品は

あって、それは伝統芸能も同じ。僕はあえて事前に予習をせ

ずに初めて能を見に行ったんですが、カッコいいと思える部分

が逆にハッキリ分かった。洋楽にハマる時も英語の意味が分

からなくても感じるものがあるじゃないですか。

茂山 海外で公演をすると、観客に先入観がないから、子供

と近い素直なリアクションで、やりやすいです。

林 言葉がなくても伝わるんだな、ということが分かりますね。

ヤマガミ 映像との共演はどう思われます？

茂山 フランス公演で、役者の背景に白い幕を張って、そこに

吹き出しのように台詞を投影したことがあって、すごくよかった。

林 物語のヒントとなるような映像を見せながら上演したことが

あります。ヒントがあることで、状況がよくイメージできたとい

う声がありました。音響や映像とは、今後も共演したいですね。

第二回 宗一郎の会 「松風」
2014年 7月５日（土）
会場：京都観世会館 S席9000円ほか 
問い合わせ：林宗一郎の会事務局
http://hayashi-soichiro.jp/

茂山逸平、林宗一郎、ヤマガミユキヒロ  伝統とアートの、遠くて近い距離？Special cross talk

profile
茂山逸平 （右）1979年　京都府生まれ。狂言方の能楽師。俳優としてNHK連続テレビ小
説『オードリー』、『ごちそうさん』ほか、ドラマでも活躍。
林宗一郎（中央） 1979年 京都府生まれ。観世流シテ方。13世林喜右衛門、26世観世宗
家 観世清河寿に師事。2011年に独立し、自主公演「宗一郎の会」を主催。
ヤマガミユキヒロ（左）1976年 大阪府生まれ。京都精華大学美術学部卒業、第11回 岡本
太郎現代芸術賞展特別賞受賞。個展、グループ展多数。

森永邦彦
profile ANREALAGEデザイナー。1980年東京都生まれ。 早稲田大学、バンタン
デザイン研究所卒業。2003年、アンリアレイジを設立。2005年、ニューヨークの新
人デザイナーコンテスト「GEN ART 2005」でアバンギャルド大賞を受賞。20１１
年、第29回毎日ファッション大賞新人賞、資生堂奨励賞受賞。

ANREALAGE／森永邦彦 2013年秋冬 ©ANREALAGE ©京都服飾文化研究財団  渡邉修撮影

上：人工太陽が定期的に照射される部屋で展示されたドレス。
下：ANREALAGEの2010年春夏コレクションで発表された作品「SILHOUETTE」。
服がたたまれ方によって別の服のシルエットに見えるインスタレーション。 

展覧会は、ロンドン、ミュンヘン、東京、シアトルなどを巡回し、このあと2014年秋に
オーストラリア、ブリスベンのクイーンズランドアートギャラリーで開催される。

©京都服飾文化研究財団

Gallery PARC 2014年後半のスケジュール

4  |  2014  AUTUMN/WINTER 5GRAND MARBLE PRESS GRAND MARBLE PRESS グランマーブルはクリエイティブな活動を応援します。



そのその場に場に現れ現れたとた たんたん、空、空気が気がパッパ と明と明るくるくなるな 。「。「華ののあるある

女性女性」と」 いういう形容形容がぴがぴったったりなりな、音、音月桂月桂。

「小さい時か時 ら、人を人を楽しませせるこることがが好きき。バレエの発の発表表

会が会 舞台で演で演じたじ 最初最初の体の体験。宝塚歌劇歌劇団を初めめて見て見たとたと

きに、感感動して鳥て鳥肌が肌 立って、て 不思議に『明日から、私も私も頑頑

張ろう！』って気て 持ちになったんです。私もそういうものを発を発

信できる人にになりたいい、と思いました」。そその宝の 塚歌劇団団で、

男役トップスターとして活活躍。2001313年か年 ら女女優と優 してのキャリリ

アをスタートさせせた。た

「もう、毎日毎 が研研究で究です。舞台舞 だとだと全身全身を使を使って喜びも悲悲しみしみ

も表現しますが、映像だとだと目線目線一つつで表表情もがらりと変わ変わってって

しまし う」う 。休みの日にも、次の仕事の本の本を読んででん いるるようような努な努

力家力家タイプ。でもも、切り替えもえ 鮮や鮮やか。「今までは役は役づくづくりにりに

集中集中したけど、これかからはいい意味意 で人に委ねたたりもりもしなしながらが

やっやって行て きたいですね」。ファッションやメイクの幅の幅も広も広がっがった。た

撮影撮影当日当 の衣の 装は、ふんわん りしした白のミの ニワンピンピースース、ピンン

クのクのネイネ ルとル ハイヒール。スッと通った背筋筋に甘甘さがさが寄り寄り寄 そうそうそそ 、

音月音月桂な桂ならでらではののフェミニンなスタイルを見を見せてせてくれくれれた。た。た

「実「実は最は最近、近、ピンピ クも好きだと気がついいたんたんですですす。逆。逆逆逆に、に、“女“女女

性だ性だからからピンピンク”ク”という思い込い込みもなくなくなっなったとたとと思う思う思う。こ。ここれかれかれか

らはらは、素、素に近に近い自い自分も分 さらけ出して演じ演じるこるこることもともともも求め求め求めめられられれるとるとるる

思い思い思 ますますが、が、いっいったんたんさらさらけ出け出せたせたら、ら、怖い怖いいものものものはなはなはない。い。いまいまいまいま、、

殻を殻を殻 破っ破っていている最最中で中です」。

一度度一度確立確立したしたし スタスタイルイルに安に安住せ住せず、ず、変わ変わってってって行く行く行 自分自分分もしもしもししなななな

やかやかに受に受受けとけとめ、め、次の次のパワパワーにーにしてしててゆくゆくゆく。そ。そそしてしてし 、女、女女優と優と優と優としてしてしてて

演じ演じ演じる役る役役も、も、も とことことんとん楽し楽ししんでんでんでいるいるいる。来。来。 年公年公年公開の開の開の映画映画映画画『種『種『種種種まくまくまくくまくまく

旅人旅人人 くくくにうにううみのみのみの郷』郷』郷』』ではではでは子連子連子連れのれのれのバツバツイチイチチ女性女性女性、大、大大、大島ハ島ハ島ハ島ハ島 ルルルル

を演を演演じたじたじた。「。「。「まだまだまだ結婚結婚結婚もしもしもしていていて ないないのにの 、子、子子供も供もいるいるる女性女性女性の役の役役

を演を じたじ んでです。す 経験したことと

のない人生を生きるっる て、て、演じ演じるる

ことの醍醐味醐味ですですね」ね」。。

見てているいると、と、「私「私も頑も頑張ろ張ろ張 う！う！」」

と思思えるえ パワパワーがーがもらもらえるえるようようなな

…音月桂月桂は、は、そんそんなかなかつてつてないない

スケケールールとスとスタイタイルをルを持っ持った女た女優優

像に像に向か向かってって歩み歩み出し出していている。る。

音月桂
Otozuki Kei

Special Interview

変化を受けとめ成長し続ける、
パワフルなフェミニンさ

MAKOTO目線で選ぶ 
“大人カワイイ” 京都の和雑貨

ミュージカル『ブラック メリーポピンズ』

ProProfilfile ee 1981980年 0年 埼玉県埼玉県出身 出身 2012010年宝年宝塚歌劇塚歌劇団雪組団雪組トップトップスタースタースタ に。2に。2に。2012012122年年年年年
退団後退団後退 、20、2013年13年より女より女優とし優としてドラてドラマ、映マ、映像を中像を中中心に活心に活躍。映躍。映画『種画『種まく旅まく旅旅人 く人 く人 にうにううにう
みの郷みの郷の郷』（2』（2015015年公開年公 ）に出）に出演。好演。好きなデきなデニッシニッシュは「ュはショコショコラ・ショコラコラ」。」。

7月5日～7月20日 世田谷パブリックシアター
1930年代、豪邸の火事から、養育係のメリーに救い出
された4人の子供たち。その後、別々の人生を送っていた
彼らの元に、当時の事件の真相が記された手帳が届く。
歴史の渦の中、繰り広げられる心理スリラー。
公式HP www.m-bmp.com/

Radio

着物生活が長かったこともあって、「モダンな和雑貨に目がな

いんです」と話す MAKOTOさん。ちょっとしたメッセージ

を伝えるメモ帳やポストカードは、お付き合いの多い彼女に

は特に欠かせない。「贈り物に添えてもよろしおすえ」。

心に届く、メッセージの伝え方

こちらは、MAKOTOさんの私物。コス
メケースとして愛用中のがま口ポー
チ。「パールピンクがマイブーム。使う
度に女心が弾むんです」。ゴールドの
水玉も”大人カワイイ” ポイント。

Sweet'n marble lovers

α‐STATION  FM  KYOTO（89.4MHz）
●毎週日曜日  19：00～19：30
DJ: MAKOTO

「リスナーの気持ちを考えながら、
想像力をふくらませて語ります」

AFTERNOON DELIGHTのパーソナリティー、MEMEさんに聞いた

MEME
Profile 神戸出身。最近は水泳にハマっていて、泳いでいる間、「無」になるのが何よ
り楽しみ。好きなデニッシュは「京の秋味」。

MAKOTO
Profile 祗園町の芸妓出身のアーティスト。新しいフィールドで、芸能活動をますま
すパワーアップ中。好きなデニッシュは「くるみキャラメル」。

FM COCOLO
（76.5MHｚ）

AFTERNOON DELIGHT
●毎週月曜日～木曜日 14:00～17:00  DJ：MEME
Blooming heart（15:00～15:10）

曜日ごとにバラエティにとんだ話題を“真心をかたちに”をテーマにお送りしていま
す。  木曜日はリスナーからのメッセージをご紹介。

京都・祗園の芸妓「真筝」、シンガー「MAKOTO」として、

二つの顔を持ちながら長年パワフルに活動を続けてきた彼女

が、先頃、芸妓を引退し、新たなスタート地点に立った。トレー

ドマークの瞳は変わらずキラキラ輝き続けているものの、より

穏やかで、リラックスした表情。「花街では、お稽古もお座敷

も常に真剣勝負の世界。自然と気を張っていたのかも。でも、

精一杯がんばれたと思うから、悔いはありません。今は育て

てくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいです」。　

そんな彼女の新しい目標の一つは、音楽活動をより充実させ

ていくこと。2001年のメジャーデビュー以来、ジャズや R&B

を歌い続けてきた中で出会ったのが、「BGMのように場にと

け込んで、人々に寄り添う音楽」。若いときは、パワフルな歌

声にこだわっていたが、多くのお客様、ミュージシャンとの出

会いが彼女を変え、自然と肩の力を抜いて歌えるようになった

そう。新たな活動としてスタートした、人気ギタリスト小倉博

和さんとのユニット「オグコト」では、最高に心地いい“癒しの

サウンド”を届けてくれる。そしてもう一つのMAKOTOさん

の目標が「京都を伝える」こと。ラジオの DJのほか、テレビ

レポーターとして、地元京都の PRにも挑戦中。花街での経

験も生かしながら、観光名所や職人さんの魅力を自分の目線

とコトバで丁寧に紹介する。もちろん、アクティブな活動を続

ける一方、プライベートも充実。「今はインテリアに凝っていて、

休日は雑貨屋さんめぐりが楽しい！」とニッコリ。

「今」という時間を慈しみ、自然体で過ごすMAKOTOさん。

そんな彼女が、音楽やコトバを通じて発する温かなメッセー

ジに注目したい。

stylist：脇千春（es-quisse）hair make：ＮＯＢＵ（ｒｏｒａｉｍａ）
ライダースジャケット、ベージュカーディガン、ホワイトノースリーブドレス（全てA｜X ARMANI EXCHANGE／A｜X アルマーニ エクスチェンジ 新宿店）、ピアス、ネックレス（ともにアビステ／アビステ） 
問い合わせ: A｜X アルマーニ エクスチェンジ 新宿店 ☎03-5368-2757 アビステ ☎03-3401-7124　web:www.abiste.co.jp

「かわいい京都×伝統」special
この春、長年親しんだ花街・祗園を離れ、新しい一歩を踏み出したMAKOTOさん
次なる夢に向かってポジティブに前進する、彼女の「今」をインタビュー

※販売はしていません。

FM COCOLOの番組 AFTERNOON  DERIGHT

「Blooming heart」DJのMEMEさん。透明感がありながらスッ

と心に届く語り口で人気です。彼女独特の、ハートウォーミング

なトークはどんな風に生まれたのか？ その背景をお聞きしました。

「私は両親が華僑、親戚や知り合いが海外に住んでいるという

多国籍な環境で育ちました。父がモダンジャズ好きで、兄と

一緒に早くから洋楽を聞いて、音楽への思いが強くなりました

ね。転機になったのが阪神大震災のとき。被災地で困ってい

た外国人のために14カ国語で放送されたラジオ局 FM　

COCOLOの立ち上げに、DJとして参加しました」。

以来、約20年間、リスナーを癒す、あたたかなトークのスタ

ンスは変わらない。「開局当時から変わったのは選曲ですね。

局のテーマである“大人のためのミュージックステーション”を

意識して、’60～90年代の名曲をかけていますが、それが『懐

メロ』に聞こえないよう工夫しています。朝起きたら、その日の

天気や湿度なんかを感じながらフィーリングにピッタリ来る曲

を選びます。懐かしい曲をいかに“今”とシンクロさせてお届け

できるかを考えながら、曲を紹介しています」。

トークをするとき、最も大切に思っていることが、自然体であ

ること。「同時に、リスナーの反応も想像してお話しします。

いい状態でメッセージを伝えるには、自分の気持ちがポジティ

ブであることも大事。何かに行き詰まった時には、考えを書き

出して整理して、頭をクリアにします。でも、たいていオンエ

アの前夜はイヤなことは忘れて、次の日、またマイクに向かう

のが楽しみで仕方ないんですけどね」（笑）。

上左、中央：ひと言メッセージを書い
て、一筆箋代わりにしてもオシャレ。
小袖メモ「草花吹寄せ」「鞠」各400円
（税別）、 上右：友禅の着物の柄をア
レンジしたポストカード120円（税別）。
下：便箋として使える懐紙各20枚入
り400円（税別）  グランマーブル直営
店にて9月から販売（データはp.13）
※店舗によって取扱アイテムは異なります。
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profile  1977年神奈川県出身。EXILEのパフォーマー。
2006年にDANCE EARTH PROJECTを立ち上げ、ダン
スを通して世界の文化を知り、人 と々コミュニケーションをする
旅を続けている。2011年、国内に自給自足、自然のダンスフ
ロアの実現を目指す「DANCE EARTH VILLAGE」作りが
スタート、そして、ダンスを通じて日本のルーツを訪ねるDANCE 
EARTH-JAPANも始動。「ダンスを通じて世界を変える」夢
を、舞台、映像、書籍と様 な々メディアを通して発信中。

1. 音曲の神様として知られる松江市の美保神社にダンス
を奉納。厳かなる、神様とのセッション。2.富良野北海へそ
祭り。へそに “図腹”と呼ばれる顔の絵を描き、それをくねら
せて踊る。3. USAが参加した地元の若者のチーム「青年
塾」は、この年の団体賞を賭け、衣装にも気合を入れて参
加。4.富良野のラベンダー畑。五感を澄まして風土を感じる
ことで、その土地の踊りを深く知ることができる。

EXILE USA が、自らのルーツを探るべく、日本の祭りとダンスを
旅するプロジェクト。旅の軌跡をまとめた書籍が8月に発売予定。
http://www.dance-earth.com/

Column

Cinema

EXILE USA 新連載・DANCE EARTH-JAPAN vol.1
『日本で踊ろう! DANCE EARTH-JAPAN』START!!　日本の文化や風土をダンスで探る、EXILE USAのプロジェクトを、ダイジェストでレポートします

『源氏物語』は2014年
4月5日～21日まで京
都・南座で上演された。

京都の街を舞台に繰り広げられる国際写真祭、第2回KYOTO 

GRAPHIEが2014年5月に開催された。今年のテーマは

「Our Environments～私たちを取りまく環境」。家族の風景

から、火星の表面を撮影し宇宙規模の環境をとらえた作品ま

で、写真を通してさまざまな環境を考える内容となった。京都

駅ビル最上階の会場には、世界中の都市の俯瞰写真をコラー

ジュしてきた西野壮平の作品が展示され、室町の古い京商家

「無名舎」を会場にしてマグナムのドキュメンタリー写真家、

ワーナー・ビショフの50年代の日本を撮影した作品が展示さ

れるなど、京都のロケーションと内容が生かされた展示だった。

京都が舞台の写真フェスティバル
第2回京都国際写真祭KYOTOGRAPHIE

平安時代に女流作家、紫式部によって書かれた『源氏物語』。

これまで数々の舞台や映像に描かれてきたこの古典文学の名

作が、能、歌舞伎、そしてオペラという和洋の芸術を織り交

ぜたまったく新しい演出によって、歌舞伎界の若きスター、市

川海老蔵を主演に上演された。この舞台では、市川海老蔵が、

恋多き男・光源氏を、亡き母の面影と真実の愛を求めて闇の

世界をさまよう孤独な１人の男として切 と々演じ、その心の声

を、ニューヨークメトロポリタン歌劇場をはじめ、国際的に活

躍するアンソニー・ロス・コンスタンツオが、美しいカウンター

テナーで歌い上げた。古典と現代、日本とヨーロッパ、時空

を超えた愛のしらべに、観客は陶酔に包まれた。

歌舞伎、能、オペラの華麗なる競演
市川海老蔵 特別公演「源氏物語」

FM OSAK Aが発足させた SDD（STOP DRUNK 

DRIVING PROJECT）は、音楽の力強いメッセージで、「飲

酒運転のない世の中」を次世代につなごうとする啓発プロジェ

クト。趣旨に賛同するミュージシャンたちが、このキャンペー

ンにメッセージを寄せ、特別番組がラジオとテレビでオンエア

されたほか、同プロジェクトの集大成として、1万人のリスナー

とともに飲酒運転撲滅を誓う「LIVE SDD」も開催。このほ

かにも、SDD啓蒙グッズやステッカーを通じて、キャンペーン

のメッセンジャーとして多くの人たちがこのプロジェクトに参加

した。アーティスト、DJ、リスナーも一体となって発信した熱

いメッセージ。飲酒運転撲滅に向けた大きなアクションとなっ

た。GRAND MARBLEは2013年度から、同プロジェクト

にパートナーとして参画している。

飲酒運転撲滅に向けて、熱い誓いを
SDD(STOP DRUNK DRIVING PROJECT)

EXILE USAのライフワークである“DANCE EARTH 

PROJECT。そこから、日本全国の祭りの“踊り”に参加し、

日本の素晴らしさを伝えたい、という思いで始動したのが 

“DANCE EARTH-JAPAN”。その記念すべき旅の始まりは、

日本有数のパワースポット、島根県の出雲。神話の舞台として

名高いこの地で音曲の神様として崇められる松江市の美保神

社に、USAがダンスを奉納するという願いがかなえられた。そ

の日、桧皮葺屋根（ひわだぶきやね）の社殿に足を踏み入れる

と、まるで神様が USAを歓迎するように、そよ風がなびいた。

地元の太鼓奏者を従えて、いよいよ音曲の神様に自分の踊りを

披露する USA。一度ゆっくり目を閉じ、太鼓の弾けるような音

に合わせ渾身力と感性とで、即興のダンスを奉納。音曲の神

様とのセッションは、神聖にして情熱的なひと時となった。

北海道富良野市。この町で毎年７月に行われる「北海へそ祭

り」は、富良野に北海道の中心標が立っていることにちなん

だユニークな祭りで、市民が身体の中心、へそに思い思いに

顔を描いて、それを面白おかしく見せながら踊るもの。

「いーいじゃないか、いいじゃないか、いいーじゃなーいかっ！」

というかけ声のもと、傘を被り、顔を描いた腹をくねらせて練

り歩く参加者たち。踊る人、見る人すべてを幸せにするユー

モラスな光景には、この地を開拓してきた富良野市民のフロ

ンティア精神と、「北海道のへそ」としての街の誇りが込めら

れている。

白熱の祭りのあと、USAは、富良野のシンボル、ラベンダー畑

を訪れた。その美しい紫色と香りに、心も身体も満たされるよう。

『自然が自分のカラダをリフレッシュさせ、ボクのダンスに力を与

える。DANCE EARTH VILLAGEにもこんなラベンダー畑

を作ってみたいな！』と、USA。土地の風土と人と、そして祭り

がパワーを与えてくれる限り、日本の踊りをめぐるこの旅は、続く。

Royal White Tiger © Tim Flach CARMEN, early 1950’s © Lillian Bassman

GRAND MARBLE JOURNAL   ステージ、アートイベント…、グランマーブルは「文化の創造」をサポートしています。

シンガーソングライターのmiwaが2015年公開の映画『マエス

トロ！』にヒロインとして出演する。『マエストロ！』は、第13

回手塚治虫文化賞にノミネートされた、さそうあきら作の同名

の音楽マンガを、小林聖太郎が監督し映画化したもの。物

語は、スポンサーの倒産によって解散を余儀なくされたオー

ケストラの元団員のもとに、謎の指揮者・天道が現れ、彼の

もとで演奏会での上演を目指していく団員たちを描く。天道に

は西田敏行が、破天荒な天道に反発するコンサートマスター・

香坂役には松坂桃李、そしてmiwaは、ヒロインである天才
フルート奏者のあまね役で登場。miwaの初めての女優体験、
しかもオーケストラというドラマチックな背景でフルートを吹く

姿が見られる。いつもと違うmiwaの魅力が楽しめそうな、ファ
ンには待ちきれない作品だ。

シンガーソングライターmiwaが、
映画『マエストロ!』で、初ヒロインに挑戦！

開催は2014年2月15
日 ＠大阪城ホール 
「LIVE SDD 2014 
Official Photo」

2015年全国ロードショー ©2015『マエストロ！』製作委員会 ©さそうあきら/双葉社
http://maestro-movie.com/

出雲での、神様への奉納のダンス

DANCE EARTH-JAPAN

富良野、北海へそ祭り

1

2

3

4
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苺生地とプリンとチョコ。誰もが大好きな甘さの三重奏。

ショコラフレーズ 1300円
贅沢に織り込んだフランス産のクリームチーズが濃厚。

Dojiフロマージュ 1300円
かのこ豆、小倉あん、栗を京のお抹茶の香りで包み込んで。

栗とあんこ祇園辻利抹茶スペシャル 1300円
人気のふたつの味が1本で楽しめるマーブルデニッシュ。

Deux MARBLEシリーズ
（ショコラ・ショコラ＆メイプルキャラメル）1300円

プリン風味の生地にりんごとレーズン、クルミがベストマッチ。

りんごとくるみのプリンデニッシュ 1000円
これぞ和の贅。祇園辻利のお抹茶と、餡とかのこをちりばめて。

祇園辻利抹茶あん 1100円
少しビターなチョコとクラッシュアーモンドは、大人の風味。

ショコラ・ショコラ 1200円
バナナ風味の白あんのやさしい甘さ。チョコとクルミを添えて。

チョコバナナ＆くるみプディング 1200円

プレーン

Orangé Marron Écru

キャラメル ショコラ 抹茶素材を吟味し、シンプルさを極めたデニッシュのスタンダード。

プレステージ 1000円
祇園辻利のお抹茶と、甘酸っぱい苺、そしてプレーンの三色。

京都三色 1000円
メープルとキャラメル。深いコクと豊かな香りがマッチ。

メイプルキャラメル 1000円

GIFT SET
お好みのマーブルデニッシュと一緒に、ご予算に応じて、バリエーション豊富に詰め合わせいたします。

MARBLE DANISH MARBLE CROUTE
バラエティーに富んだマーブルデニッシュのフレーバーには、レギュラーと、季節限定があります。お好みでお選びください。 マーブルデニッシュをさっくりと香ばしく焼き上げたクルート。フレーバーは4種類。味によってパッケージの色が異なります。

マーブルデニッシュとご一緒に
ギフトセットでマーブルデニッシュと組み合わせてもご利用いただけます。

グランデニッシュ
そのままでも、トースト、サンドイッチにしても美味しくお召し上がりいただけます。

GRAND MARBLE SELECTION

ご予算に合わせて5枚、10枚、20枚、30枚の詰め合わせにいたします。 

サロン ド グランマーブル 
堂島　
［大阪・堂島］

ビジュ ド グランマーブル 
周防町　
［大阪・周防町］

ル・グランマーブル 
カフェ クラッセ
［京都・三条御幸町］

70120-62-0628  携帯電話からは075-682-3900（10時～18時）　 ［オンラインショップ］http://www.grandmarble.com/
地方発送も承ります。（送料は下記の通りとなります）
北海道：1143円、青森県／秋田県／岩手県：953円、沖縄県：1334円、その他の都道府県：572円
ご注文金額7000円（税別）以上で送料無料となります。（1配送先合計） ※送料無料一部対象外地域　北海道572円、青森県／秋田県／岩手県381円、沖縄県762円の地域別送料となります。

［プレーン］5枚入500円／10枚入1000円／20枚入2000円／30枚入り3000円
［キャラメル・ショコラ・抹茶］
5枚入600円／10枚入1200円／20枚入2400円／30枚入り3600円
※その他の組み合わせはお問い合わせください。 
プレーン、抹茶はOrangé、キャラメルはÉcru、ショコラはMarronのパッケージでご用意します。
20枚入り以上はすべてOrangéパッケージとなります。

お好みのマーブルデニッシュ1本と、マーブルクルートの詰め
合わせ。クルートは、5枚、10枚、15枚の3種類からお選びい
ただけます。

お好みのマーブルデニッシュを、自由に組み合わせていただ
けます。
●マーブルデニッシュ2本セット2000円～
●マーブルデニッシュ3本セット3000円～

お好みのマーブルデニッシュと、コンフィチュール、フレーバー
ティーを詰め合わせ。
●マーブルデニッシュ1本、コンフィチュール１、ティーセット１ 3700円～
●マーブルデニッシュ2本、コンフィチュール１、ティーセット１ 4700円～

マーブルデニッシュとは包装の仕様が異なります。
マーブルデニッシュとは賞味期限が違います。

1.5斤 650円、3斤 1300円、化粧箱100円（別料金）
箱サイズ 1.5斤 Ｗ19×D12.5×H13.5cm、
3斤Ｗ36.5×D12.5×H13cm

デニッシュ＆クルートセットA  1500円～
お好みのマーブルデニッシュ2本と、マーブルクルート（5枚
入り）を2箱詰め合わせにいたしました。

デニッシュ＆クルートセットB  3000円～ マーブルデニッシュセット マーブルデニッシュ＆コンフィチュール＆ティーセット

［コンフィチュール］ 長野県で手作りされた自然な甘さ。

ゴールデンピーチ
1200円

ブルーベリー
2800円

フレーバーティーセット
ダージリン、ピンクローズ、
ミルキッシュクレメの３つの味をセット。
ティーバッグ各４袋入り　1500円

いちご
2000円

◎人気の定番
通年販売している人気フレーバーです。

REGULAR  MENU

◎2014年 季節限定の味  
※季節限定フレーバーの販売時期は変更になる場合があります。ＷＥＢにてご確認ください。

SEASONAL  MENU

マーブルデニッシュ、マーブルクルート、グランデニッシュには小麦、乳、卵を含みます。　 表示価格は全て税別です。

贈るカタチも大切に

ブライダルカード、のしカード、のしのご用意もご
ざいます。仏事用の包装、のしも承ります。

7月

8月

7月～8月

9月～10月

9月～12月 11月～12月10月～12月 11月～12月

苺のピンク、抹茶の緑、黒糖の茶色にかのこを添えて。

京の秋味 1100円 
和栗の味わいを贅沢に味わう、秋のフレーバーです。

和栗のモンブランデニッシュ 1600円
あまおう苺の甘酸っぱさがいっぱい。春の味覚を先どり。

いちご 1300円 りんごのデニッシュ 1300円
甘酸っぱく煮たりんごを、デニッシュでふんわり包んでいます。

トロピカルな香りとオレンジ色の果肉が夏らしさ一杯。

オレンジマンゴー 1300円
祇園辻利のお抹茶と、生八ッ橋、京都名物の名コンビ。

祇園辻利抹茶と八ッ橋 1100円

コクのある黒蜜を練り込んだ、和みの甘さとくるみの食感。

くろみつ 1200円
濃厚な甘さのいちじくと、コク深くほろ苦いチョコの二重奏。

いちじく＆チョコのデニッシュ 1200円

表紙の味

GRAND MARBLE PRESS GRAND MARBLE PRESS

〒604-8082 京都市中京区弁慶石町48
（三条通御幸町西北角）三条ありもとビル1F
地下鉄東西線「京都市役所前」駅 5.6番出口約3分
Tel.075-257-6877  Fax.075-257-6876
ショップ 11：00～20：00  
カフェ 11：00～19:00（LO18：30） 
無休

グランマーブル
祗園店
［京都・祗園］
〒605-0074 京都市東山区
祗園町南側570-238
京阪「祇園四条」駅6番出口から徒歩5分 
Tel. 075-533-7600　
Fax. 075-533-7601
11：00～20：00（季節により変動あり）
無休

〒530-0003 大阪市北区堂島1-1-13
京阪中之島線「大江橋」駅5番出口約3分
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅7番出口約8分
Tel.06-6345-5166  
12：00～24：30
（エリア内配達受付19：00～24：30）  
土日祝休

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-5-31 
月虎51番館ビル1Ｆ
地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅6番出口約10分   
地下鉄堺筋線「長堀橋」駅約8分
Tel.06-6213-1450  Fax.06-6212-7466  
12：00～24：00（エリア内配達受付19：00～23：30） 
日祝休

グランマーブル京都本社 
レセプションルーム
［京都・上鳥羽］
〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93
近鉄京都線「上鳥羽口」駅約12分
Tel.075-682-3900  Fax.075-682-3933
10：00～18：00  
無休
※日曜日はお電話でのご注文、お問い合わせは
　承っておりません。

箱サイズ
（W19.5×D10×H10cm）

9/12～11/9

とろけるチョコフォンダンとホワイトチョコのハーモニー。

フォンダンショコラ・オレ 1400円

直営店限定

8/31
OPEN

店舗限定のホワイト
ボックス入りです。
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GRAND MARBLE SELECTION

A フォンダンショコラ・オレ  1400円（税別）
チョコとホワイトチョコレート、やさしい甘さのハーモニーの、

2色のフレーバー。召し上がる時にオーブントースターなどで温

めれば、チョコがとろりと溶ける食感をお楽しみいただけます。

B 祇園辻利抹茶と八ッ橋  1100円（税別）
ゆたかな抹茶の香りのデニッシュに織り込まれた、生八ッ橋。

生八ッ橋のしっとりした食感とシナモンの香りが個性的。京都

の二つの名物のコラボレーション。お土産にもおすすめです。

C いちご  1300円（税別）
みんなに愛されるフルーツ、苺。シンプルに苺だけをたっぷり

と味わう、マーブルデニッシュの人気フレーバーです。あまお

うの甘酸っぱくジューシーな味わいが自慢です。

D くろみつ  1200円（税別）
南国の太陽を浴びたサトウキビからつくられた、風味豊かな

黒糖をデニッシュに練り込み、くるみの食感がアクセント。素

朴な甘さは幅広い年齢層の方におすすめです。

通年販売しているレギュラーのほかに、マーブルデニッシュに

は季節限定のフレーバーがあります。味わうほどに、季節が

感じられる「旬」の味。贈り物にもどうぞ。

紅葉に彩られる秋の京都は、春の桜の時期と並んで一年で

最も旅行者で賑わう季節。その美しい紅葉のおすそわけに、

また、京都の賑わいを遠方の方にお伝えするお土産としてご

活用いただきたい。そんな思いから、秋の彩りをテーマにし

たマーブルデニッシュ「京の秋味」は生まれました。

夏の間、みずみずしく緑の葉をしげらせていた木々は日増し

に色づき、山々は鮮やかに彩られます。そんな紅葉のうつろ

いを「抹茶の緑」「苺のピンク（赤）」「黒糖の茶」で表現し、

味のアクセントとして、和の風味を引き立たせる、かのこを

織り込みました。「京の秋味」は今年は9月～12月までの季節

限定で、ウェブ、電話でのご注文、全国百貨店での催事で

もお買い求めいただけます。数多い紅葉の名所が楽しめる

京都の秋は、豊かな実りの季節。この季節だけの美しさと

美味しさを味わいに、京都を訪ねてみませんか？　

口コミでご好評いただき、店舗限定から全国発売へ。「京の秋味」は、京都の秋の彩りのおすそわけ

DANISH STORY

SEASONAL SPECIAL 
毎年、心待ちにされている方も多い、季節限定のマーブルデニッシュ。2014年、夏から冬へのラインアップです

9月12日～11月9日

7月～8月

11月～12月

8月

◎店舗限定販売

A

B
C

D

季節限定

PRESENT!
季節限定デニッシュ
「京の秋味」「りんごのデニッシュ」の
2本セットを抽選で15名様に!

グランマーブル本社には、プロサッカー選手になることを夢見

ながら頑張っている社員がいます。ファクトリーで冷却・包装

を担当する早川晃博さんは、昼の仕事を終えると、夜はサッ

カーチーム、AS.ラランジャ京都の練習場へ向かいます。職

場では、早川さんの仕事と練習の両立をサポートしています。

「サッカーだけで生活するのは、なかなか難しいことです。苦

労している選手達がたくさんいる中で、僕は恵まれた環境で

サッカーをさせてもらっています。自分の夢に一歩でも近づけ

るよう、頑張っていきたいです」。そんな早川さんがファクトリー

から送り出す商品には、夢と情熱もたっぷり込められています。

●大丸東京店 7/9～7/15　●渋谷ヒカリエShinQs 7/17～7/30  ●伊勢丹新宿店 8/6～8/12　●ジェイアール京都伊勢丹 8/6～8/19  ●藤崎本店（宮城）8/21～9/2
●静岡伊勢丹 9/10～9/16  ●トキハ本店（大分）9/11～9/17　●そごう神戸店 9/16～9/22　●仙台三越 9/24～9/30　●JR京都駅 新幹線コンコース内（京のみやげ）10/1～10/31
●そごう広島店 10/7～10/13　●高崎タカシマヤ（群馬）10/15～10/21

◎グランマーブル期間限定ショップのお知らせ

このほかの予定は、WEBをご覧ください。 http://www.grandmarble.com

この印刷物を作成する際に排出されるCO2 4655.5kg（1冊あたり66.5kg）は、被災地産の国内クレジットでカーボンオフセットしています。
この印刷物のカーボンオフセットを通じ、地球温暖化防止に貢献するとともに、被災地の復興支援にも協力しています。

FROM STAFF
グランマーブルは、働きながら夢を追いかける人を応援しています

久世橋通新千本交差点
久世橋通旧千本交差点

国道1号
久世橋交差点

1

グランマーブル京都本社 レセプションルーム
［京都・上鳥羽］
〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93
近鉄京都線「上鳥羽口」駅約12分
Tel.075-682-3900  Fax.075-682-3933
10：00～18：00  無休  ※日曜日はお電話でのご注文、お問い合わせは承っておりません。

ビジュ ド グランマーブル 周防町
［大阪・周防町］
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-5-31 月虎51番館ビル1Ｆ
地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅6番出口約10分   地下鉄堺筋線「長堀橋」駅約8分
Tel.06-6213-1450  12：00～24：00（エリア内配達受付19：00～23：30） 日祝休

ル・グランマーブル カフェ クラッセ
［京都・三条御幸町］

グランマーブル祗園店
［京都・祗園］

〒604-8082 京都市中京区弁慶石町48（三条通御幸町西北角）三条ありもとビル1F
地下鉄東西線「京都市役所前」駅 5.6番出口約3分
Tel.075-257-6877　ショップ 11：00～20：00  カフェ 11：00～19:00（LO18：30） 無休

サロン ド グランマーブル 堂島
［大阪・北新地］
〒530-0003 大阪市北区堂島1-1-13
京阪中之島線「大江橋」駅5番出口約3分　
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅7番出口約8分
Tel.06-6345-5166  12：00～24：30（エリア内配達受付19：00～24：30）  土日祝休

コンフォートホテル

GRAND MARBLE STORES

〒605-0074  京都市東山区祗園町南側570-238
京阪「祇園四条」駅6番出口徒歩5分  Tel. 075-533-7600  Fax. 075-533-7601  11:00～20：00（季節により変動あり）  無休　

御池通 地下鉄京都市役所前駅

三条通1928ビルタリーズ
コーヒー

四条通

御
幸
町
通

寺
町
通

河
原
町
通

ル・グランマーブルカフェ  クラッセ
2F Gallery PARC

応募方法：ハガキに、住所、氏名、年齢、電話番号、グランマーブルプレ
スを入手した場所、「グランマーブルプレス13号の好きな記事」と、「食べ
てみたいデニッシュ」を記入の上、ご応募ください。
応募先：グランマーブル京都本社（住所は左記）グランマーブルプレス・
プレゼント係
締切：2014年12月末日

※当選者にはご連絡の上、賞品をお送りします。

京都の秋の旬を色と味わいで表現した、季節限定デニッシュ、「京の秋味」。
2014年から全国の皆様にお買い求めいただけるようになりました。

表紙の味

8月31日
OPEN
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一力亭南座
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駅

八
坂
神
社

鴨
川

グランマーブル
祗園店

阪急
河原町駅

関西社会人リーグ所属のサッカーチーム、
AS.ラランジャ京都。「ラランジャ」はポルト
ガル語でオレンジ。試合のほか、子供たちに
サッカーを教える活動も行っている。
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