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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）
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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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Special Interview

衣装協力：HANDRED／BRING showroom   問い合わせ先：BRING showroom 103-5410-6988 

MAKOTO×和紗 京おんなの歌づくり

FM COCOLO のAFTERNOON DELIGHT 

DJ MEMEさんの、大人スイーツトーク

週末の夜をアダルトに、はんなり彩る、α-STATIONのラジオ番組「Sweet’n marble lovers」に、
京都在住のシンガーソングライター・和紗が仲間入り。パーソナリティー・MAKOTOとトークを繰り広げます。

Radio

Sweet'n marble lovers

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

MAKOTOさんがナビゲートを務め、毎回多彩なゲストが登

場するラジオ番組「Sweet'n marble lovers」。京女、シンガー

ソングライターという共通点を持つゲストの和紗さんと、グラ

ンマーブル祇園のお座敷で、京都ならではの季節の感じ方や、

歌づくりのシチュエーションについてお聞きしました。

MAKOTO（以下：M） グランマーブル祇園さんの坪庭をこう

やってすだれ越しに見るのはいいものですね。坪庭って、いつ

までも見ていても、飽きなくて好きです。

和紗（以下和）：京都って空が広くて澄んでいるから、木々の

緑もここでは、全然違う風に見えるんですよね。

M：その京都がいちだんと華やかになるのは春のお花見の季

節。私は妙心寺の退蔵院さんによく行くんですけど。

和：私は鴨川の桜が好きです。お子さん連れも多くて、爽やか

な空気感。私もお母さんとお弁当を作って持って行くんですよ。

M：へえ、すごい。私はシャンパーニュをお昼から飲んじゃう！ 

和：大人な桜の楽しみ方ですね。あと、祇園の桜は特別な感

じがします。石畳とか、この街の背景がそうさせるのかな。

MAKOTOさんは思い出が多いのでは？

M：昔の話ですけど、「桜と舞妓さん」っていうタイトルでカメ

ラマンさんが私の後ろ姿を撮った写真がテレホンカードに

なった（笑）ことは、いい思い出。そういえば、まだ曲になっ

ていないけれど、実はぽつんと1本立っている桜の木について

書いた詩があって……。

和：聴きたいです！ 桜のどんな歌ですか？

M：緑や水、自然の恵みに感謝しているので、そこから感銘

を受けることが多いんです。桜も、咲く時期は注目されるけれ

ど、花びらが散って寒い冬も越してそして、また春に咲く。ど

んな時も桜に変わりはないんだなって。

和：私も共感できます。ひとつのモノに対して、モノとして見て

ないのでしょうね。例えば座布団一つとっても、これができる

までの過程とか、そういうところまで想像しちゃう。

M：そうそう。あと、私たち二人とも、歌が生まれるのは水

場が多いのよね。私は歌ってご機嫌になって忘れちゃうんだけ

ど、和紗さんは、そんな時にはちゃんとメモしてるって言って

ましたよね。

和：お風呂場で出たり入ったりしながらスマートフォンに録音し

ているのですが、家族が心配して見にくることも（笑）。ほかに

も、川沿いを自転車で走っている時に歌が生まれることも多

いですね。京都に住んでいるので、もっとそれを意識して過ご

したいな。東京に行く前に見えていた京都と、今戻ってきて見

る京都とは、どんな風に違って見えるんだろうって。

M：私はこの春こそは、桜の曲を完成させて歌う！

和：ぜひ！　楽しみにしています。

スポーツとファッション、そして美味しいモノをこよなく愛する

MEMEさん。冬には、家族でハチ北に何度もスキーを楽し

むそう。冬が終わって、春から夏にかけても、好きなシーズン。

「春って、うれしくてつい、すぐに薄い洋服を着てしまいがちで

すが、この季節に風邪をひきやすいのは、身体がまだ季節に

なじんでいないからなんですね。春はデトックスの季節。苦み

のあるモノを食べて、ゆっくりとあたたかい季節を迎えるのが、

ヘルシーな過ごし方ですよ」。春の予感に心騒ぎがちな午後

も、MEMEさんのスロー&メロートークに耳を傾け、リラッ

クスして過ごしたい。今回はマーブルデニッシュの4～5月限定

フレーバー「スモークチーズ」を試食いただきました。

「うん、スモークチーズの香りがとても印象的ですね。このま

まなにもつけずにワインか、シャンパンといただきたい」。スモー

キーな味の相棒となる、大人な音楽を選んでもらいました。

FM COCOLO
（76.5MHｚ）

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

MEMEさんがマーブルデニッシュ
「スモークチーズ」をイメージした選曲

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。

ジョニ・ミッチェル「Blue」
フォーキーでスモーキー。ドキドキするほど、む
き出しな音が胸に刺さります。まるで映画を見
ているかのように情景が浮かぶ一枚。スモーク
チーズのデニッシュにワイングラスを傾けなが
らじっくり浸りたい、そんなオトナな作品です。

L.A仕込みのパワフルな歌唱力と率直な言葉で綴られたリ

リック、心の琴線に触れるメロディで数々のヒット曲を生み出

してきたシンガー、AI。2015年11月に、デビュー15周年を

記念したベストアルバム『THE BEST』をリリース。2016年、

5月からは全国40公演（予定）をまわる初の全国ツアー『THE 

BEST TOUR』をおこなう。

「個人的にはまだ15年という感じはあるんですけど、選曲のた

めに昔の音源を聴いていて、当時のいろんな思いが湧き上

がってきました。2014年の初めから妊活を始めて。それまで

アルバム作って、ツアーやって…って生活だったのが、久しぶ

りにゆっくり友達に会ったり、音楽を聴いたり、素晴らしい

時間を持つことができて、いい感じにリセットできたし、改め

て『歌いたい！』という思いが湧き上がってきたので、ツアー

では思いきり爆発して盛り上げたいですね」。

プライベートでは結婚・出産というライフイベントを経験した

彼女だが、そのことによって、気持ちに変化はあったのだろ

うか？

「子供って、思うように授かれるものではないし、無事に生ま

れるかなって心配だし、生まれたら生まれたで放っとけない。

人間って、こんなに大事にしてあげないと育たないんだって、

初めて知って。よく『自分のまわりには愛がない』なんて言う

人っているけど、どんな人も決してひとりで生きているわけで

はないと思ったし、自分は家族とかスタッフとか支えてくれる

人たちがいるから、こうやって歌を歌えているんだなって。改

めて感謝の気持ちを感じました」。

フランクに話す姿に、人の弱さや痛みに寄り添いながらも勇

気や希望を与えてくれる彼女の歌世界が重なる。

「人生、楽しいだけじゃないからこそ、いろいろあるけど、で

も最高！って言えるようになりたい。子供の頃、学校が嫌で

家に帰ると、いつもダイアナ・ロスの『イフ・ウィ・ホールド・

オン・トゥゲザー』を聴いて泣いていたんですよ。音楽って

現実を変えられるわけではないけど、泣かせてくれたり、抑

えていた感情を解放してくれ

る。そうやって自分は音楽に

救われてきたし、自分も音楽の

力を借りて、たくさんの人に愛

をいっぱいあげたいですね」。

AI
2016年の全国ツアーでは、
たくさんの人に愛をいっぱいあげたい

AI 2016年の全国ツアー「THE BEST TOUR」

Profile 1981年L.A生まれ。2000
年デビュー。『ハピネス』は300万DL
突破の大ヒット。結婚、出産のため
2014年からプライベートに比重を置
き、2015年秋、アーティスト活動を本
格始動。http://AImusic.tv  好きな
マーブルデニッシュはチョコバナナ＆
くるみプディング、ショコラ・ショコラ。

5月7日（土）ハーモニーホール座間 大ホール
5月11日（水）群馬音楽センター
5月14日（土）仙台サンプラザホール
5月15日（日）郡山市民文化センター 大ホール
5月20日（金）静岡市民文化会館 大ホール
5月22日（日）沼津市民文化センター 大ホール
5月28日（土）市民会館崇城大学ホール（熊本市民会館）
5月29日（日）福岡サンパレス
5月31日（火）長崎ブリックホール
6月5日（日）東京国際フォーラムホールA
6月9日（木）大分iichikoグランシアタ
6月10日（金）宮崎市民文化ホール
6月12日（日）鹿児島市民文化ホール第一
6月18日（土）神戸国際会館こくさいホール
6月19日（日）なら100年会館
6月25日（土）愛知県芸術劇場 大ホール
6月27日（月）栃木県総合文化センター メインホール
6月29日（水）茨城県立県民文化センター
7月2日（土）石川・本多の森ホール
7月3日（日）まつもと市民芸術館
7月9日（土）倉敷市民会館
7月10日（日）広島・上野学園ホール
7月15日（金）盛岡市民文化ホール
7月16日（土）リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
7月18日（月・祝）札幌・ニトリ文化ホール
7月23日（土）・24日（日）大阪・フェスティバルホール
※9～12 月のスケジュール及び追加公演はAIオフィシャルWEBサイトをご覧ください。

約2年ぶりとなる本格的音楽活動
復帰と、15周年イヤーを記念したベ
ストアルバム AI『THE BEST』
UPCH-20409　2700円（税別）

Profile 16歳から「真箏」の名前で祇園町の舞妓・芸妓として活
動する傍ら、2001年ジャズシンガーとしてメジャーデビュー。芸妓引
退後はマルチなパーソナリティーとして活躍。京都の魅力を伝える仕
事にも取り組む。好きなマーブルデニッシュは、くるみキャラメル。
ライブの最新情報は http://makototoko.com/ をチェック！

MAKOTO

Profile 1989年京都出身のシンガーソングライター。幼少期より両
親の影響で音楽に親しむ。2009年メジャーデビューし、ドラマ『逃亡
弁護士』の主題歌を担当する。2014年夏から拠点を京都に戻す。
好きなマーブルデニッシュは、メイプルキャラメル。

和紗

KYOTO UTA FESS 2016
1月10日（日）京都梅小路KYOCA会館 http://kyoca.jp

新風館monthly LIVE♪※観覧無料
1月16日（土）新風館（中庭Re-Cue Hall） http://shinpuhkan.jp

Kazusa Room Vol.4
2月5日（金）Modern Times（京都三条木屋町） http://mtimes.jp

Profile 神戸出身の国際派パーソナリティー。オーガニックな食に
こだわる自然派、スポーツ好き。好きなマーブルデニッシュはチーズ＆
ベーコン、ハニーフロマージュ。

MEME

ギル・スコット・ヘロン「Winter in America」
スモーキーなソウルが聴きたくなったらこ
の一枚。詩的な世界観。深く太めな声。この
アルバムでは特に「Your Daddy Loves 
You」と「The Bottle」がおすすめ。

ディミー・キャット「Dimmy Cat」
スモーキーだけどエレクトロ。なぜなら1950
年代に生まれたスウィングと現代の最新エレ
クトロサウンドを融合させているから。懐かし
くて新しい。とにかく踊れてハッピーなエレク
トロスウィング。
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HIP HOPプロデューサーのMummy-Dが
参加し2015年11月25日にリリースされた
ニューシングル。「『夢見る者たちの楽園』が
テーマ。カントリ－ミュージックとエレクトロの
融合というイメージの楽曲にあわせて、PVの
ファッションも、ネオボヘミアンのようなムー
ド」（ÜSA）。

写真左：グランマーブル祇園にて。何をし
てもポーズが決まる。中央：「清水の舞台」
での奉納の様子。二十絃箏とのセッション
で、神秘的なムードに包まれた。右：清水
寺の僧侶とともに。

奉納ライブの様子は、youtube清水寺
オフィシャルチャンネルにて公開中。
https://www.youtube.com/user/feel
kiyomizudera

左が、『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクター、
悪魔ほむら、右がアルティメットまどか。

Interview

ÜSA 率いる、
DANCE EARTH PARTYが
スタート！
EXILE  ÜSAのライフワーク「DANCE EARTH」が、新たなステージに展開された。
ユニット「DANCE EARTH PARTY」で楽曲をリリースした ÜSAの新しい旅はどこに向かう？

【Surfing for all　がんばろう日本！】 JPSAジャパンプロサーフィンツアー2015　ショートボード第８戦（最終戦） 
24SURF_ presents 鴨川naoプロ supported by GRAND MARBLE

EX ILE ÜSAが2006年からスタートしたプロジェクト

「DANCE EARTH」は、ダンスという世界の共通言語をもっ

て地球を旅し、様 な々国のダンスを踊り、世界中の人 と々ダン

スでつながりながら「ダンスでアースをハッピーにしたい」という

想いを、国境を超えて表現するライフワーク。世界、そして日

本各地で行ったダンスでの交流は、これまで DVD、書籍、そ

して舞台という形で発表されて来た。

2015年、 ̈USAはその DANCE EARTHの想いを伝える、もう

一つの表現のカタチであるユニット「DANCE EARTH 

PARTY」のパフォーマー兼プロデューサーに活動をシフト。

新たな活動をスタートさせた。初めてリリースされたシングル

『BEAUTIFUL NAME』は、ゴダイゴの名曲のリメイクで、ジャ

マイカの伝説的スカバンド The Skatalitesを起用し、オリコン・

デイリー・ランキング1位を獲得。続いて、11月にはニューシング

ル「DREAMERS’ PARADISE」もリリースした。

「EXILE を離れることに少しのさみしさはあるけれど、この先

にある夢へのワクワク感の方が大きいですね。EXILEでの活

動と並行して、自分のライフワークとして追って来た夢が、いま

ようやく形になろうとしている」。

その夢のパートナーとして加わったのが、以前から DANCE 

EARTH に参加していた EXILE のパフォーマーTETSUYA

と、ガールズユニットDreamのヴォーカリスト Shizuka。

「素敵な2人の仲間を得て、DANCE EARTHというプロジェ

クトは、より強力になったと思う。TETSUYA は、以前から

DANCE EARTH に参加してくれていた、共感できる仲間の

パフォーマーですし、ヴォーカリストの Shizukaは、いい意味で

型にはまってない、スゴく色んな色に染まってくれる透明感ある

存在。これから『DANCE EARTH PARTY』は世界でいろ

んなミュージシャンやダンサーとコラボすることになると思います

が、その時に色んな顔をみせてくれるだろう、と楽しみです」。

新曲「DREAMERS’ PARADISE」のジャケットのビジュアル

にも PVにも、EXILEとは趣の違う、ドリーミーでハッピーな

世界が展開されている。「2016年は、DANCE EARTH始動

から10年という記念すべき年でもあるので、『ダンスアースフェス

ティバル』を開催しようと企んでいます」。

「Surfing for all　がんばろう日本！」と題して、2015年9月

25～27日、千葉県鴨川市で、「JPSAジャパンプロサーフィ

ンツアー2015 ショートボード第８戦（最終戦）24SURF_

presents 鴨川 naoプロ」が開催された。主催は環境保全や

サーフィンを通じた教育など様々な活動を精力的に行う

JPSA（一般社団法人日本プロサーフィン連盟）。この大会を

提供した LDH所属のnao（小川直久）プロは、40歳を超え

て挑戦し続ける第一線のプロサーファー。優勝者には、協

賛したグランマーブルから副賞としてマーブルデニッシュ1年

分がプレゼントされた。

京都国際マンガ・アニメフェア2015「京まふ」で、『劇場版　

魔法少女まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語』とコラボした特

製 BOX入りのマーブルデニッシュが会場限定で販売された。

BOXに描かれたのは、劇中のキャラクターである“悪魔ほむ

ら”と“アルティメットまどか”。中身のデニッシュはそれぞれの

イメージに合わせたフレーバー「ショコラナッツ＆ナッツ」「苺

＆ミルキーウエイ」。おなじみマーブルデニッシュのオレンジ

ボックスの内側に、ほかでは見られないキャラクターの世界が

展開され、ファンの注目を一身に集めていた。

モデル、俳優として活躍する健太郎は吸い込まれそうなクリア

な瞳が印象的な18歳。178cmの長身と大人びたルックスでテ

レビドラマ、映画でのさらなる活躍が期待される。

「周りからの期待は、プレッシャーにはなっていません。期待

をバネに、今以上の自分に向かって日 を々過ごしています」。

2016年の春に高校を卒業予定。仕事と勉強の両立には苦労

もあった。「通っている高校が芸能学校ではないので、テスト

の点数や出席日数などきちんとしなければならないので、大変

なところもあります。でも、周りの人達の協力で、なんとか両

立できています。高校は3年間できちんと卒業します !!」。“少

年と大人の間”という繊細さに加え、セクシーさと真面目さと

いうギャップもまた、健太郎の魅力。

グランマーブルがサポートするプロサーフィンツアー、開催
DREAMERS’ PARADISE[CD+DVD]
2015-11-25 RZCD-59993/B  1,944円(税込)

GRAND MARBLE JOURNAL

モード界でも注目される双子のダンサー、
Les Twinsがグランマーブル祇園を訪問！

京都国際マンガ・アニメフェア2015で
「魔法少女まどか☆マギカ」とコラボした
マーブルデニッシュ登場

ラリー・ブルジョアとロラン・ブルジョアの双子のフランス人ダ

ンサー Les Twins。ストリートダンスチームで頭角をあらわし

ビヨンセの PVとツアーに出演。モデルとしてジバンシーなどの

コレクションに出演する彼らが2015年8月に来日、京都・清水

寺で奉納パフォーマンスを披露した。多忙なスケジュールの

中、彼等はグランマーブル祇園に来店、マーブルデニッシュ

を試食する一コマも。「清水寺で踊れるのは光栄なこと。でも

見てほしいのはパフォーマンスじゃなくて僕たち Les Twinsそ

のもの」とロランが胸を張れば、「日本には何度も来てるけど、

京都には東京とも、世界のどの都市とも比べられない魅力が

ある」とラリーがフォロー。双子ながら、このキャラの違いが

二人のダンスの絶妙なコンビネーションになる。マーブルデニッ

シュのお気に入りフレーバーは何かと聞くと、「オレンジマン

ゴー！」と声が揃った。

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。
企画・プロデューサーとしての最新作『ライチ☆光クラブ』（p５参照）が
2016年2月13日（土）より全国ロードショー。
マーブルフィルム公式HP http://marblefilm.jp/

Profile 1997年東京都生まれ。モデルとして活躍し、2014年CX連
続ドラマ『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』で、役者としての活動を
開始。『俺物語!!』で映画初出演。身長178cm。趣味はスノーボード。

仕事柄、とても沢山の俳優さんのプロフィールを日々拝見しているの
で、色 な々作品を観ていても、知らない方にあまり遭遇しないのです
が、ドラマ『昼顔～』に、久々に見たことのない俳優さんが出演してい
て、その初 し々さと大胆なお芝居に目が離せなくなり、すぐに調べたら
それが健太郎さんでした。今後、彼は同世代の方たちに刺激を与えら
れる存在になっていくと思うので、急成長に期待しています！ 20、30
代の女性からも愛されるキャラクターだと思うので、可愛い弟的ポジ
ションでのキャスティングをしてみたいです。

健太郎

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.8

会場の様子

©Magica Quartet / Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
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御池通 地下鉄京都市役所前駅

三条通1928ビル

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

1～3月

フォンダンショコラ 1400円
チョコ入り生地にチョコチップ。温めるととろける甘さ。
パッケージは、特製ハートデザインのシール付き。

苺生地とプリンとチョコ。人気の甘さのハーモニー。
ショコラフレーズ 1400円

フランス製のクリームチーズをたっぷり織り込んで。
Dojiフロマージュ 1500円

かのこ豆、小倉あん、栗と香り高いお抹茶の香り。
栗とあんこ祇園辻利抹茶スペシャル 1500円

1本で、人気のふたつの味が楽しるDeux MARBLE。

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

1本で、苺ミルクとホワイトチョコの味を楽しめる。

Deux MARBLEシリーズ
LOVE MARBLE（ラブマーブル） 1300円

プリン風味の生地にりんごとレーズン、クルミが仲良く。
りんごとくるみのプリンデニッシュ 1200円

祇園辻利のお抹茶と、餡とかのこ入り、和の贅沢風味。
祇園辻利抹茶あん 1200円

少しビターなチョコにクラッシュアーモンドの香ばしさ。
ショコラ・ショコラ 1200円

バナナ風味の白あん、チョコとクルミの楽しい甘さ。
チョコバナナ＆くるみプディング 1200円

吟味された素材を味わう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苺、プレーンの京風トリコロール。
京都三色 1000円

メイプルとキャラメルがとろりと甘くノスタルジック。
メイプルキャラメル 1000円

MARBLE DANISH 通年販売しているレギュラーと、季節限定のフレーバー。バラエティーに富んだラインアップから、お選びください。

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

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

◎人気の定番  通年販売している人気フレーバーです。 ◎2016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。REGULAR  MENU 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。

3～5月

桜色の苺生地に、あんことかのこの和の甘さを添えて。
さくら 1100円

1～6月

抹茶とショコラのほろ苦くも贅沢なフレーバーの競演。
祇園辻利抹茶ショコラ 1200円

4～5月

スモークチーズ 1400円
スモークチーズとチェダーチーズの芳醇な香り。

GRAND MARBLE PRESS GRAND MARBLE PRESS

箱サイズ（W19.5×D10×H10cm）

表紙の味

★Deux MARBLEシリーズは、
特製ツートーンボックスにお入れします。

6月

オレンジマンゴー 1400円
しっとりしたマンゴーの果肉がアクセントの夏の味。

●博多大丸 1/13～1/18  ●名古屋三越 栄店 1/13～1/18  ●京王百貨店 新宿店 1/14～1/19  ●松屋銀座 1/20～1/26  ●三越松山店 1/26～1/31
●新宿タカシマヤ 1/27～2/2  ●ながの東急百貨店 1/28～2/14  ●広島三越 1/30～2/14  ●博多阪急 2/10～2/16  ●下関大丸 2/10～2/16

●大丸東京店 2/15～3/1  ●高知大丸 2/17～2/23  ●パルクアベニュー・カワトク（岩手） 2/25～3/2  ●藤崎本店（宮城）3/1～3/7  ●広島福屋八丁堀本店 3/2～3/8
●JR京都駅 新幹線コンコース内（グランドショップ京都） 3/10～4/5  ●名古屋三越 栄店 3/15～3/22  ●東急百貨店 東横店 3/15～3/23  ●髙島屋大阪店 3/23～3/29
●遠鉄百貨店 3/23～3/29  ●ジェイアール京都伊勢丹 3/23～4/5  ●静岡伊勢丹 3/30～4/5  ●ジェイアール京都伊勢丹 4/20～5/5  ●髙島屋大阪店 4/27～5/3

◎グランマーブル期間限定ショップのお知らせ

日程は変更になる場合があります。最新情報はWEBサイトにてご確認ください。 http://www.grandmarble.com

PRESENT!
季節限定デニッシュ
「祇園辻利抹茶ショコラ」「LOVE MARBLE」の
セットを抽選で15名様に!
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16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（住所は下記）グランマーブルプレス16号・プレゼント係
締切：2016年6月末日  ※当選者にはご連絡の上、賞品をお送りします。

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

GRAND MARBLE SHOP

グランマーブル祇園
［京都・祇園］

〒605-0074
京都市東山区祇園町南側
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  無休　

四条通

一力亭南座

川
端
通

河
原
町
通

大
和
大
路
通

花
見
小
路
通

東
大
路
通

京
阪
祇
園
四
条
駅

八
坂
神
社

鴨
川

グランマーブル
祇園

阪急
河原町駅

和小物「ぎをん春秋」も充実。
春の祇園におこしやす
春には、舞妓さん、芸妓さんが総出演する「都を
どり」で賑わう、祇園。グランマーブル祇園でも、
予約販売の限定デニッシュ「翠」やマーブルクラ
ンチ「結々」、そしてかわいい和小物「ぎをん春秋」
を取り揃えて、彩たっぷりに皆様をお待ちしてい
ます。どうぞ、よろしゅう、おたのもうします。

グランマーブル京都本社 ［京都・上鳥羽］

2016年春、グランマーブル本社店オープン!

〒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。

ル・グランマーブル カフェ クラッセ
［京都・三条御幸町］
〒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

11：00～20：00
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,Fax.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

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 Fax.06-6212-7466 

12：00～24：00
（エリア内配達受付
19：00～23：30）
日祝休

マーブルデニッシュを焼き上げるファク
トリーに隣接するグランマーブル本社店
では、焼きたてのマーブルデニッシュも。
駐車場（10台以上）を備えお車でも気
軽にお越しいただけます。本社店ならで
はの魅力いっぱいのニューショップに、
どうぞご期待ください！

本社レセプションルーム

本社店イメージ
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GRAND MARBLE SELECTION

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。

マーブルデニッシュのギフトは、通年販売の定番フレーバー、季節限定のフレーバー、全てからお好きな組み合わせを選べます。
選んで楽しい、贈られる人にうれしい、カラフルな味わいの贈り物。

グランマーブルのギフト

●マーブルクルート単品の商品もご用意しています

オンラインショップがパワーアップ！
マーブルデニッシュはもちろん
ギフトセットも、リアルショップと同等のラインナップになりました。
全国どこでも、24時間、お買物が楽しめます。

おすすめギフトセット
種類が多すぎて選べないという方に…人気ランキング上位の味をカップリング

マーブルデニッシュ +
エコバッグセット
女性に喜ばれるギフトセット。
ホワイトデーや母の日に!

Gift
For All Occasion

Online Shop

おすすめセットA
京都三色+
メイプルキャラメル 
2000円

おすすめセットD
りんごとくるみの
プリンデニッシュ+
京都三色+
メイプルキャラメル 
3200円

おすすめセットB
ショコラフレーズ+
祇園辻利抹茶あん
2600円

おすすめセットE
栗とあんこ祇園辻利
抹茶スペシャル+
ショコラ・ショ コラ+
京都三色
3700円

●マーブルデニッシュ2本セット ●マーブルデニッシュ3本セット

ご予算に合わせて5枚、10枚、20枚、30枚の詰め合わせがございます。 

お電話でのご注文は・・・ 70120-62-0628  携帯電話からは075-682-3900（10時～18時）

地方発送も承ります。（送料は右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。

■Orangéパッケージ
5枚入り ［プレーン］500円

［抹茶］600円
10枚入り ［プレーン］1000円

［プレーン＆抹茶］（各5枚）1100円
20枚入り ［プレーン&ショコラ＆キャラメル＆抹茶］（各5枚）2300円
30枚入り ［プレーン＆ショコラ］（各15枚）3300円

■Ｍａｒｒｏｎパッケージ
5枚入り ［ショコラ］600円
10枚入り ［ショコラ＆キャラメル］（各5枚）1200円
■Éｃｒｕパッケージ
5枚入り ［キャラメル］600円
10枚入り ［キャラメル＆抹茶］（各5枚）1200円
※その他の組み合わせはお問い合わせください。

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。

マーブルデニッシュ1本＆クルートセット
1500円～

エコバッグセット  3191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。

マーブルデニッシュやクルートの単品からギフトセットまで、より幅広く、選びやすくリニューア
ル。ブライダル用や出産内祝い用のページも新たに設け、しきたりの由来や贈る際のマナーな
ど、ギフト選びのワンポイントアドバイスもご紹介しています。

マーブルデニッシュ2本＆クルートセット
3000円～

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～

［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 いちご 2000円 
※店舗及び電話注文のみのお取り扱いとなります。 ※店舗及び電話注文のみのお取り扱いとなります。

ブルーベリー 2800円

大切な人へ、お祝いや感謝を込め
てお届けする贈り物。その気持ち
を伝えるメッセージである「のし」
は、日本の贈る文化のシンボル。グ
ランマーブルでは、あらゆる「贈る」
場面でご活用いただける「のし」
「のしカード」をご用意して、贈る方
の気持ちを伝えるお手伝いをして
います。店頭でも、オンラインショ
ップでも受け付けております。

贈るかたちも大切に…  無料にて「のし」「のしカード」「オリジナル手提げ袋」をお付けします

Orangé Marron Écru
パッケージには３種類の色をご用意しています。

プレーン キャラメル

ショコラ 抹茶

お好みのマーブルデニッシュ１本と、グランマーブルオリジナルデザイ
ンのエコバッグを組み合わせたギフトセット。

オリジナルエコバッグ（小）単品 2191円

サイズ：高さ21cm　幅（上）36cm /（下） 22cm
底マチ15cm　持ち手 13cm
色：黒 （文字はゴールドラメ）
素材：コットン  内ポケット２個あり

http://www.grandmarble.com/

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～

※写真はイメージです。
マーブルデニッシュは全てパッケージに収めて
お渡しします。

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

［フレーバーティーセット］ 

マーブルデニッシュ 　　+マーブルデニッシュ セット
どなた様のお好みにも寄り添える、自由自在な組み合わせを。

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

マーブルデニッシュ +クルートセット
マーブルデニッシュと、マーブルデニッシュをさらに時間をかけて焼き上げた、
サクサクの焼菓子の詰めあわせ。定番人気のギフトです。

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

用途に応じたのしを
ご用意します。

さまざまなのし、ブライダルカード、そしてオリジナル手提げ袋で、ギフトに心を添えます。

のし

エレガントなブライダル
ギフトの演出を。

お持たせに便利なグランマーブルオリジナル
手提げ袋をお付けします。

ブライダルカード オリジナル手提げ袋

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

マーブルデニッシュ +コンフィチュール＆ティーセット
マーブルデニッシュと相性のよいコンフィチュールと紅茶をセット。
お中元や、少しあらたまった贈り物にふさわしいボリューム感あるギフトです。
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※その他の組み合わせは 
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