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紅×自のLOVE MARBLEで、
おもてなしアレンシ
幸せ 一杯のウエルカム

1本のデニッシ品で2つの味が楽しめ

る、好評のマープルデニッシι「D伺X

MARBLEJシリーズ。慈ミルクとホワ

イトチョコレートの甘さが一 つになっ

た 「LOVEMARBLE（ラプマープ

ル）」は、紅色白のおめでたいカラ ーで、

幸福のシチュエーションを慮り上げま

す。そのまま食べても幸せ気分いっぱ

いのLOVEMARBLEですが、ここ

に 、 トッピングを加えれば、皆が集ま

るおもてなしの主役にも。お正月、 ご

入学、 ご就職、誕生日、歓送迎会…。

さまざま な 幸 せのテ ー プル に ハッ

ピーカラ ーを添えます。

「LOVE MARBLEJ は、 ツートーンカラ ー

の特製ボックス入りで す。

GRAND LOVE FROM 20th ANNIVERSARY 
ありがとう20周年。感謝の気持ちをLOVE MARBLEのハッピーカラ ー に添えて。

グランマープルは2016年、創業20周年を迎えます

皆様に愛されて、 グランマープルは2016年に創業20周年を迎

えます。あらゆるおよろこびのシーンのために生まれた、紅t自の

マープルデユッシ品の名前でもある「WVEMARBLEJl：いう

メッセージにのせて、今年、皆様に、幸せとよろこび、 そして、深い

感謝の気持ちを、 きまぎまな形でお伝えしTごいと思っています。

RECIPE 

ティアラのような華やかデコ・デニッシュ

厚〈スライスしたマープルデ：ニッシュにアイスが乗って、 フ

ノνーツの花が咲〈…。王冠のように費沢で楽しいス

イーツはいかが。つ〈り方は簡単。カットしたデニッ

シュにアイスクリームを乗せて、 お好みのフルーツで 、

マープルデニッシ.：，.�｛＋るりk囲んでデコレ』ション。フ

ノνーツやハープで色kりEりに、華やかに。おやつタイムにお子

様と一緒に 、
パーティーのおもてなしにもおすすめです。

20th A帽niveraary
GRAND MARBLE 

グランマーブル20周年のロゴの「LOVE MARBLEJ は、 アーティスト
の大黒摩季さんから本紙にご寄稿いただいたメッセージをもとに、 グ
ランマーブルの社会貢献活動のタイトルとなり 、マーブルデニッシュ
の名前へと発展。グランマーブル4ことって大切な言葉となりました。

おめでた い紅白カラ ーで 、あらゆるおよろこびのシーンで 、 贈り物にご活用
いただ，1るLOVE MARBLEo 1 羽O円｛税別）

SELECTED 恥1ATCHA SWEETS 

その人気はインターナショナル！抹茶フレ ーパーの決定版

海外の旅行者が「世界一行きたい都市」となっ ｜ ひkつ。ショコラ kデニッシュkいう、なじみのある甘さL京都

た京都。そこで彼らを驚かせるのが、 さまざま ｜ を代表する、 祇園辻利の香り高い抹茶の出会いは 、 まさし〈世

な抹茶フレーバーのお菓子です。マープルデ ｜ 界で京都だげのフレーパー。お土産として海をこえて、 インター

ニッシュの「祇園辻利抹茶ショコラ 」もその ｜ ナショナJVに感動を広げています。

ピターな甘さのショコラと抹茶が出合う、祇園辻手lj抹茶ショコラ。2016年1～6月の限定商品。1200円（説別）
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。周.す·�もの
マーブルデニッシュ（5cm程度のスライス1枚） 、アイスクリーム 、フル
ーツ、それぞれ適量
。作り方
1 ．スライス したマーブルデニッシュに、 ナイフで くぼみをつくっておく。
2.マーブルデニッシュを軽く温める。
3.お好みのフル ーツでまわりをぐるりと囲み 、 アイスを乗せる。
包B・添えるフJトツはパ1）ーや， ，M＜カットしたオレンジ、りんごなどでも。

之のレシピに合うおす す めマーブルデニッシュ ・．．

・�ョコラ・ショコラ、フォンダンショコラなと．

GRAND為!IARBLE PRESS 

THE GION STATIONERY 

オリシナル和小物「ぎをん春秋lに
チケットケースが仲間入り

グランマー プル 祇園で限定販売している和小物「ぎをん春

秋j。ひと言メッセ ージを添えるのに 便利な封筒付きのいっぴ

つ妻、 そして、京都らしい撃やき「を伝える、 ぎをんシーyνと京ふ

せん、 このラインアップに 、 旅の恩い出の絵はがきやチクットぞ

整理するのにも便利なチグットタースが仲間入り。

．グランマーブJL,fi祇園で限定販売（→ショップデータはp10)

マーブルデニッシュのボックス
を伝統的な風呂敷の 結び方
『二つ結びJで。年齢や性別
を問わずお使い いただけるシ
ンプルなデザインで 、お届けも
のに、 利のセンスあふれる装
いを。木綿風呂敷｛紺 ・ 自）各
1000円（税別）

4哩’

t益
－ ..司‘

司F 『，.’‘’ ーー
噌B －． 泊併ヲ面i

チケットケース 各400円
（税別）。チケットやハガ
キ、 カードの整理に便
利。 ピンク、 ブル ー

、 モノト
ーンの三色が揃います。
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よから、 京ふせん400
円、 封筒と京乙とぱシ
ールがついた、 いっぴ
つ筆（舞妓さ ん 、 扇
子、 桜）各400円 、 ぎ
をんシール280円（い
ずれも 税別）も。

SAVORY FLAVORED DANISH 

ワインやシャンパンに
オトナの風昧、スモークチーズ

しっtりしたチーズの食感t 、 ま ろやかなデニッシュ生地のハ
ー モニーがちょっと大 人の「スモ ー クチ ーズ 」。このたび期間

限定で登場。シャンパンやワインなEにも合う、 スモ ー クの薫

りは 、
一度食べたら忘れられません。

MATCHAST。RY 句GI

生ハムやサーモンを添え
てオープンサンドにも。
2016年4月、5月の限定
商品。1400円（税別）

φ第13回みんなで楽しむ、バ－テイ－で点て出し

茶碗に向かつて心を込めてー碗ー碗のお茶を点てる。こ

れが茶の湯のお もてなしの心です。でも 、 気艇なパ ー

ティ ーというkきは 、 お客様の目の前で、 た〈さんのお茶を

点てるのも楽しいでしょう。片口なE、大きなうつわに人数

分の抹茶とお 湯か冷水を入れ、
一気にたっぷりのお薄を

つ〈り、注ぎ分けていただきます。大きなうつわで茶箆を

大き〈振ってつ〈り、 それぞ注ぎ分けて一緒に飲む楽

しさは 、 食後のティ ー タイムのちょっとしたイベント。

抹茶の香りとともに 、席が盛り上がります。これも立

派な茶の湯のおもてなしの心「一座建立」ですね。

お茶食べて元気長生き幸せに。一一欄辻利。＠”‘紘＠制http://www.gion叫iri.co.jp

匂 発＿，，.脅与ー・ー

W汲APPING

WITH HEART 

おもたせをドレスアップする、
オリシナル鳳E敷はいかが

グランマープルがおいしさとtもに伝えたい「贈る文也j。そのシ

ンボルとも言えるのが、風呂敷。お届けするものを美しし奥ゆ

かし〈包む風呂敷を、紺x自のツート｝ンで発売中です。模様

は、 うちわと扇子、桜に紅葉。祇園のつなぎ団子の提灯、 そして

福を招〈、打ち出の小槌。おいしさを季節と賑わいで包んで。

．グランマーブル抵固で限定販売（→ショップデータはp10）。

EN·MUSUBI 

桜と一緒に幸せを伝えるリス

京都の、桜の名所のひとつとして知られる、平野神社。境内で

は さまざまな桜が鐙賞でき、なかでも「魁（さきがけ）桜」は 、毎

年3月中下旬にいち早く開花し、春の訪れを告げます。神様の

使いで あるリスと桜をあしらった 、 かわいいおみ〈じで、
一足早

い春の運だめしはいかが？ 500円。

・平野神社京都市北区平野宮本町1 Tel.075-461-4450 
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