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20年間、ありがとう！
グランマーブルは今年、
創業20周年を迎えます

グランマーブルが2016年、
AI の「THE BEST TOUR」京都公演をサポート！

感謝の気持ちを「祈り」に代えて…
祈念奉納を清水寺で開催

ヒット曲のタイトル『ハピネス』のとおりに、ソウルフルで愛がいっ

ぱいの歌声で、みんなをハッピーにするシンガー、AI。出産後、

本格復帰した昨年2015年11月に、アルバム「THE BEST」を

発売、2016年4月には au三太郎シリーズ TVCMソング「みん

ながみんな英雄」が、40万ダウンロードを突破するなど、人気

は最高潮。2016年5月から12月にかけて、自身初となる「ベスト」

を冠した全国ツアー「THE BEST TOUR」をスタートしました。

このビッグツアーを記念して、「みんながみんな英雄」フルバー

ジョンを加えた「THE BEST - DELUXE EDITION」もリ

リース。この年、20周年を迎えるグランマーブルは、「THE 

BEST TOUR」の京都公演をサポートします。

皆様のおかげをもちまして、グランマーブルは今年、創業20

周年を迎えます。

京都には、古い暖 や匠たちによって受け継がれてきた食の

歴史があります。そんな伝統に大いなる敬意を抱きつつ、グ

ランマーブルは「京都の新しい食文化をつくる」と「贈る文化を

生み出す」という理想のもと、歩んで参りました。それは、「贈る」

という豊かな気持ちにふさわしいモノづくりにとどまらず、贈り

ものに託される思いをしっかりとお届けし、贈る人・贈られる

人の感謝や感動をつなぐという企業の「志」となってきました。

今年、創業20周年を迎えたグランマーブルは、さらなるブラ

ンド文化、企業文化の発信を通じ、皆様ともっとおいしく、

そして豊かな時間を共有するため、「京都・伝統・文化・クリ

エイティブを応援する」をコンセプトに、今後も様 な々活動に

取り組んでいきたいと思っております。

グランマーブル創業20周年を記念し、祈念奉納「祈り」が、     4

月22日、清水寺・本堂舞台にて開催されました。この催しは、

創業以来、贈る文化を通じてお客様の願いや喜びに携わって

来たグランマーブルからの感謝の気持ちを、未だ争いや災害

による哀しみのたえない世界への鎮魂と平和への「祈り」に代

えて、芸能を奉納するものとして企画されました。

奉納舞台で繰り広げられたのは、能楽師・林宗一郎の「神楽」

と、藤舎貴生の横笛、田代誠の太鼓の伴奏による EXILE 

ÜSAの舞踊「PRAY」。中野公揮のピアノとヴァンサン・セガー

ルのチェロの演奏。折しもこの夜は満月そして「アースデイ」。魂

のこもったパフォーマンスで命と地球へ祈りを捧げるためには、

最良の一日となりました。

オープンしたてのグランマーブルファクトリー店から
FM COCOLOのスペシャル番組を公開生放送
グランマーブルファクトリー店に FM COCOLOのDJ MEME

さんが登場。4月29日、「HOLIDAY SPECIAL グランマー

ブル presents Blooming heart」と題して、4時間の公開生放

送が行われました。ショップ２階は、この日だけスタジオに早変

わり。ゲストのつじあやの、和紗、小坂忠が、MEMEさんと

和やかにトーク。そしてライブを披露しました。ゲストトークの

間には、グランマーブル代表取締役・山本正典も、創業20周

年の感謝のメッセージを述べさせていただきました。デニッシュ

の甘い香りあふれるオンエア会場には、ご招待したリスナーの

皆さん、そして、オンエア中にも続 と々お客様にお越しいただき、

トークと音楽の午後のひと時をご一緒させていただきました。

京都が舞台の国際写真祭KYOTOGRAPHIE
サテライトイベント「KG＋」が今年も開催
京都市内15の会場で開催される国際写真祭「KYOTO 

GRAPHIE」のサテライトイベントとして2013年よりスタート

した「KG＋」は、これからの活躍が期待される写真家の発

掘を目指すプロジェクト。メインの30会場には、町家や寺院

などもあり、作品展示と背景との融合もユニーク。「KG＋」

にはグランマーブルも協賛し、アワード受賞者には次年度の

KYOTOGRAPHIEへの出展権利が与えられる。

FM COCOLO
（76.5MHｚ）

9月18日（日） 四日市市文化会館
9月22日（木・祝） 松山市民会館
9月24日（土） レグザムホール・大ホール（香川県県民ホール）
9月25日（日） 高知県立県民ホール・オレンジ
10月1日（土） 横須賀芸術劇場
10月3日（月） 大館市民文化会館
10月4日（火） 山形・酒田市民会館「希望ホール」
10月8日（土） 和歌山県民文化会館
10月9日（日） ロームシアター京都
10月13日（木） 君津市民文化ホール
10月22日（土） 山梨コラニー文化ホール
11月1日（火） 日本武道館
11月6日（日） 名古屋国際会議場センチュリーホール
11月12日（土） 周南市文化会館
11月13日（日） 島根県民会館
11月18日（金） 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール
11月19日（土） オリックス劇場
11月22日（火） 上越文化会館
11月23日（水・祝） 福井フェニックスプラザ
11月25日（金） 富山オーバードホール
12月3日（土）・4日（日） 鹿児島アリーナ

AI 「THE BEST TOUR」2016年後半スケジュール
出演者からグランマーブル20周年、
お祝いのメッセージ

飲酒運転撲滅を誓う、10000人のライブ「LIVE SDD 2016」
FM大阪が推進する SDD＝STOP! DRUNK DRIVING 

は、飲酒運転の撲滅を目指して、音楽というメッセージで訴

えるプロジェクト。その集大成である「LIVE SDD 2016」に、

EXILE SHOKICHI（写真）ほか12組の豪華ゲストが参加し

た。9年目を迎える今年も、飲酒運転ゼロを願うアーティスト

達の熱いハートと観客の熱気で会場は一体となった。グラン

マーブルは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。

ゲストのつじあやの。小坂忠とのデュエットも披露。

「グランマーブルのアンテナに
は刺激されることが多いです。
実は私もDJになって20年。
これからもマーブルデニッシュ
と同様“幸福になれる時”を皆
さんに届けてゆきたいです」

左：厭離庵
山中美有紀「もの」
右：KG＋ AWARD 
2016 グランプリ受
賞者ヤン・カレン氏
の受賞式

DJ MEMEさんから、
お祝いのメッセージ

オールタイムベストアルバム
「THE BEST」に、「みんな
がみんな英雄」も初収録し
た、豪華2枚組！

京都公演では、AI「THE 
BEST TOUR」のために、
特別なマーブルデニッシュ
などを販売予定です。ご期
待ください！

AI
「THE BEST 
–DELUXE EDITION」
UPCH-20417/8
¥3,056+税

GRAND MARBLE JOURNAL

ます！！！！グラングラングラングラングランラ マーブマーブマーマーブル20ル20ル 周年お周年お年おおおめでとめでとめでとめでとめでとで うござうござうござうござうござうございまいまいまいまいまいま

しくて感動したことを覚えています！！！私も初私も初私も私も初私も初私私も初めていめていめていてめていめていただいただいたた た時はた時は時は時は時は本当に本当に本当に本当に本当に当に美味し美味し美味し美味し美味し美味し美味しし

しましたね！それかそれかそれかそれかれそれかそれから色々ら色々ら色々ら色々らら色 と々コラとコラコラボもさボもさささせてもせてもてもせててもらったらったらったらったらったたたりもりもりもりもりもりも

ンマーブルでいてください！！！これかこれかこれかこれかこれかこれかこれ らもたらもたらもたらもらもたらもたくさんくさんくくさ の方々の方々々に愛さに愛さに愛にに れるグれるグれるグれるグれるググランランランランランラン

いですw今メ今メ今メ今メ今メ今メメッセーッセーッセーッセッッ ジを書ジを書ジジを書ジを書いていいていいてい る間にる間に間 も食べも食べ食べも食べ食べべたいたいたいたいたた

20周20周20周20周20周20周220周年、本年、本年、本年年、本年 当にお当にお当に当当 めでとめでとめでとうござうござうございますいますいますいますいます！！！！！！！！！

AI

ージAIAIAIAIAさんさんさんからかららからお祝お祝祝お祝お祝いのいのいのいのいのいのいい メッメッメッメッメメメ セーセーセーセーセーセー

EXILE ÜSA
 「これからもおいしいデニッシュ
で、日本中、世界中を、幸せ
にしてください！」

林宗一郎（能楽師）
「20年という新しい伝統を、こ
れからも新しい文化として継承
し発展させて行ってください」

藤舎貴生（横笛奏者）
「身近なデニッシュをここまで多
彩に表現されて来たことは、こ
れも古典の創造。我々にも、
励みになります」

中野公揮（ピアノ）
「20周年本当におめでとうござ
います。大好きなグランマーブ
ルらしい益々のご発展をお祈り
いたします」

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

SPECIAL INFO

©2016 Naoyuki Ogino

AI Official Site: http://AImusic.tv
AI Official Facebook: http://www.facebook.com/AI
AI Official Twitter: @micaholic1981
AI Official Instagram: @officialai
AI Official LINEアカウント : @aiofficial

「LIVE SDD 2016」は2016年3月27日（日）大阪城ホールで開催
された。 FM大阪 http://fmosaka.net./sdd   

株式会社グランマーブル　代表取締役    山本正典
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