


グランマーブルはこれまでLOVE MARBLEというテーマで、社
会貢献活動を展開してまいりました。ファクトリー店では、わず
かに規格に合わなかったり、賞味期限が短くなった製品を特別
価格でお頒けし、その売り上げを全額ピンクリボン京都の活動
にお役立ていただいています。

新オープンのファクトリー店でのCSR活動
「もったいない心にありがとう」

LOVE MARBLEのステッ
カーを貼った袋入りで販
売。数には限りがあります。

LOVE MARBLEのステッ

MATCHA STORY by GION TSUJIRI

第14回  ストレートをちょっとアレンジ、抹茶マッキアート

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

RECIPE

FACTORY SHOP GRAND OPEN

マーブルデニッシュで
食べごたえアリのひと皿を…
もっちりトースト

今年、20周年を迎えるGRAND MARBLE 。本社、ファク

トリーに隣接する場所に、この春、ファクトリー店がオープン

しました。場所は、京都から大阪、東京をつなぐ国道１号線

のほど近く。はっと目を引くピュアホワイトの建物が目印で

す。シンプルシックなインテリアの中、ファクトリーから流れて

来る甘い香りにくすぐられながら、心地よくお買いものを楽し

んでいただけます。季節限定と定番のマーブルデニッシュ、豊

富なラインアップのほか、ここだけのお楽しみが、ファクト

リーのオーブンから焼き上がり次第店頭に登場する「blanc

（ブラン）」。焼きたてを手でちぎっていただくマーブルデニッ

シュのおいしさは、初めての体験。

このレシピに合うおすすめマーブルデニッシュ…
●blanc（ブラン）、Dojiフロマージュなど。

●明太子に加えてマヨネーズを塗っても濃厚な味わい。POINT

1 2 抹茶フロート、抹茶オーレ…抹茶ドリンクのバリエーション

は今や多彩。「抹茶マッキアート」もその一つ。イタリアで

は、エスプレッソに少しだけミルクを加えて飲むことを「シミ

をつける＝マッキアート」というふうに呼んでいます。エスプ

レッソをこよなく愛しているイタリア人にとって、コーヒーはス

トレートで飲むのが最高。「だけど、たまにはあえてミルクで“シ

ミをつけて”みるのも悪くない…」。そんなニュアンスが伝わりま

す。抹茶の本当の味を知っているからこそアレンジは楽しいの

です。熱いミルクをミルクフォーマーで泡立てて、ふんわりシミ

を付けて味わう抹茶マッキアートはいかがですか？

GRAND MARBLE 20周年を記念して本社にファクトリー店がオープン
ファクトリー店限定、焼きたてマーブルデニッシュも販売

レーズンが風味を添えて、
こっくりと熟した秋の実りを満喫するマーブルデニッシュ「パンプキン」

AUTUMN HARMONY

ふんわりした生地の中に、こっくりなめらかなかぼちゃあんが

たっぷりと織り込まれ、それをレーズンの香りが包み込む…。

季節限定マーブルデニッシュ「パンプキン」は、深まる秋、豊か

な実りを感じる季節にふさわしい、心に

響くおいしさです。温かい飲み

物と一緒にどうぞ。

懐かしスイーツのフレーバーの
マーブルデニッシュ「プリン」が、復刻版で登場。
オレンジボックスふせんを限定プレゼント

RETRO & SWEET 

とろけるようなカスタードの風味と、ほろ苦いカラメルのハーモ

ニー。大人も子供も大好きなプリンのフレーバーのマーブルデ

ニッシュが、創業20周年を記念して復刻。カットすると黄色と

茶色のプリンのツートーンがあらわれて、そのノスタルジックな

味とルックスも、お楽しみ。オリジナルデザインのオレンジボッ

クスふせん付きで、7月～12月限定発売。1300円（税別）。

初めてのおいしさ！ファクトリー店だけで出合える、
焼きたてマーブルデニッシュ「blanc（ブラン）」
白いファクトリー店とともにデビューした「blanc（ブラ

ン）」は、フランス語で「白」という名のとおり、プレー

ンな生地のおいしさをお楽しみいただけるマーブル

デニッシュです。できたてを召し上がっていただきた

いから、ファクトリーで焼き上がり次第、店頭に並べ

ています。湯気とともに立ちのぼるマーブルデニッシュ

の甘い香りにうっとり。コンフィチュールやハニーのほ

か、クリームチーズやオリーブオイルとも好相性です。

◎作り方
1.厚めにスライスしたマーブルデニッシュに、しゃぶしゃぶ用の薄切り
の餅を乗せる。
2.明太子をほぐして塗り、その上に溶けるチーズを乗せて、オーブント
ースターで焼く。
3.焼き上がったらオリーブオイルを適量かける。

ま

スイーツのイメージのマーブルデニッシュですが、ちょっとしたひ

と工夫で、食べごたえのある軽食にもアレンジできます。用意す

るのは、ファクトリー店とともにデビューした「blancブラン」など

甘みの少ないフレーバー。ここに、薄切りのお餅を乗せて、さら

に明太子とチーズをトッピング。マーブルデニッシュのふっくら×

お餅のもっちり、

ふたつの食感がマッチした

お腹も満足な一品に。朝食やブランチにもおすすめです。

左：季節とレギュラーのデニッシュ12種類以上を販売するファクトリー
店。 右:オープニングには、大勢のお客様にご来店いただきました。  

焼き上がりの時間はお問い合わせください。1100円（税別）。
※売り切れの際はご容赦ください。

サワークリームを添えると、パンプキ
ンのコクがひきたちます。軽くトースト
して、シナモンの香りを味わっても。
9月～12月販売。1300円（税別）。

かぐや姫守りで、美しさと幸せ祈願
エジソンが電球のフィラメントを京都の八幡の竹でつくったこと

で知られる竹の名産地、八幡。ここに鎮座する石清水八幡宮で

は、かぐや姫守りを授与されます。ひとつひとつ貝殻に生地を

貼って手づくりされた細やかで愛らしい姿から、あらゆる男性を

魅了したかぐや姫の姿をしのびつつ幸福祈願。1000円。

●石清水八幡宮  Tel.075・981・3001

EN ・ 

MUSUBI　

●京都市南区上鳥羽北島田町93 
近鉄「上鳥羽口」駅徒歩約12分
Tel:075-682-1200　10：00～19：00　無休

創業20周年のありがとうの気持ちをこめて、
ボックスの中にオリジナルのふせんを入れて
プレゼント。記念日やお誕生日、贈り物の日を
忘れないように、手帳に貼っておきたい。 マーブルクランチ「結々」の、

季節替わりのチャームにご注目

SEASONAL 
DECORATION

上質のチョコと香ばしく焼いたマーブルデニッシュの美味しさ

が出合う、マーブルクランチ「結々」。お土産、おもたせとしてご

好評をいただいている秘密が、季節替わりのチャーム。人も贈

りものも、一期一会。その時、その人にだけ、の「贈る喜び」を小

さなチャームに込めています。

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

ファクトリー店
（グランマーブル京都本社）

7月は祇園祭の鉾、紅葉の季節は
モミジ、クリスマスやバレンタイン
デーのチャームも。マーブルクラン
チ結々  祇園店限定発売　袋入
りミニサイズ8個500円（税別）。
（ショップデータはp10）
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Gallery PARC

日本、韓国、メキシコのアーティスト達の展覧会を
山本聖子がキュレーション

LOVE&HAPPINESS! フォトグラファーNINAに
人生の美しさを教えてくれたグランマのポートレイト

2015年、メキシコでの1年間の在外研修を経て Gallery 

PARC で展覧会『白い暴力と極彩色の闇』を発表。内外で

精力的に活動を続けるアーティスト・山本聖子がキュレーショ

ンに初挑戦する。キュレーションとはコンセプトや出品者を

決め展覧会をディレクションすること。今回、山本は、自身

が活動の中で出合い「ともに現実を見つめてゆきたい」と感

じたアーティストたちに出品を依頼。言語を異にする作家た

ちと山本とは web上の公開日記で意見交換をしながらテー

マを模索した。そのプロセスには、他者の感覚に触れなが

ら自身のテーマを深めようとする山本のスタンスが伺える。

展覧会を企画する側と作家の関係を解き放つ試みだ。この

展覧会は、西枝財団の助成により GalleryPARCのほか京

都市北区の瑞雲庵でも同時開催される。

シンガーのAIの妹でもあり、現在LAでフォトグラファー、デ

ザイナーとして活躍する植村幸 NINAが、グランマーブル祇

園で京都初の個展を開催した。作品は、祖母＝グランマのポー

トレイト。アートを学んでいた16歳の時にカメラを手にし、グ

ランマをモデルにポートレイトを撮り始めたNINA。モノクロー

ムの画面に焼きつけられた親密で温かな作品は、私生活も心

の中も全て開いてくれたグランマと家族である、一人の女性

フォトグラファーとの深いコミュニケーションの賜物。ハートを

写す「写心」というNINAのコンセプトそのもの。

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6日（水）～7月17日（日）
2016公募展＃1：湯川洋康 ・ 中安恵一「豊饒史のための考察
2016」展（彫刻／インスタレーション）
土地の歴史・習俗などのリサーチから収集した物質を再構築展示。

7月19日（火）～7月31日（日）
2016公募展＃2：寺脇扶美「紫水晶からの手紙」 展（絵画）
モチーフ「紫水晶」を絵画を中心に多様な視点により捉えて展示。

8月2日（火）～8月14日（日）
2016公募展＃3：嶋春香「MEET／MEAT」 展（絵画）
イメージに「肉付け」する身体行為としての絵画のあり方を考察。

8月20日（土）～9月4日（日）
タイルとホコラとツーリズム season3
（リサーチ／インスタレーション）
谷本研・中村裕太によるリサーチプロジェクトの第三弾。

9月10日（土）～9月25日（日）
山本聖子 展（インスタレーション）
海外の滞在制作を経て、本展では日本に軸足を置いた作品を発表。

10月1日（土）～10月16日（日）
森太三 展（彫刻／インスタレーション）
ギャラリー空間全体を用いた大型のインスタレーションを発表。

10月18日（火）～10月30日（日）
木内貴志 展（インスタレーション）
「琳派」をはじめ、アートや社会を真面目に「遊ん
だ」作品を発表。

11月1日（火）～11月13日（日）
山添潤 展（彫刻）
ギャラリー空間をミニマルな石彫によって異化する山添潤の個展。

11月12日（土）～12月11日（日）の土日のみ
山本聖子キュレーション展「タイトル未定」 ※上の記事参照

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。

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

Gallery PARC 2016年後半のスケジュール

1981年生まれ。2006年京都造形芸術大学
大学院修了。2015年韓国の芸術祭DMZ 
Pilgrimage参加、2014年7月～9月オランダ

DordtYartにて滞在制作。2013年ポーラ美術振興財団在外研修
員としてメキシコシティに1年間滞在。

山本聖子キュレーション展 「タイトル未定」
11月12日 （土）～12月11日（日）の土日のみ
アーティストと公開交換日記
http://rrssforkyoto2016.tumblr.com/

山本聖子（美術家）

「The Story of Byeongangsoe 2015:In Search of Humanity」（2015） 「苦よもぎの泉」（2016／コバヤシ画廊）

「PETER ENGLAND」
（インド、ムンバイで2014年に行ったプロジェクトの記録）
Photo: Babu Eshwar

「夢で見た地球儀」（2015）

1970年韓国ソウル市生まれ。オランダ在住。2003年
札幌AIR参加。2015年沖縄で、日本、韓国、フィリピン
の歴史的関係を題材にプロジェクトを実施。

ソン・サンヒ（ビジュアルアーティスト）
1969年東京生まれ。2004年（財）ポーラ美術振興財
団在外研修生としてメキシコシティ滞在。2008年　
VOCA展、大原美術館賞。

山本聖子展は、9月10日（土）～9月25日（日）

岩熊力也（画家）

1967年メキシコ生まれ。国
立芸術大学ラ・エスメラルダ
教授。1990-1996年実験
的グループ“19 Concreto”
の創始者。多数の国際芸
術祭やAIRに参加。

ロベルト・デ・ラ・トーレ
（ビジュアルアーティスト）

※スケジュール参照

フォトグラファーNINA写真展
は、グランマーブル祇園で2016
年4月に開催されました。

Special Interview 2

左から、P-CHO、GS 、KAZUKI、SWAY、KUBO-C。  ヘアメイクToshiyasu Oki（AFLOAT）

2014年にデビューしたラップグループ、DOBERMAN 

INFINITY。初シングル「SAY YEAH!!」で、ノリノリの夏

歌をリリースし、オリコン3位にランクイン。2016年、ラップ

にノスタルジックな歌詞が溶け合う楽曲「いつか」をリリース。

メンバー5人のクールなルックスとは裏腹に、親しみやすく心

に沁みる歌詞と歌でラップの表現の幅を広げて見せた。ス

テージやディスクでのEXILE、三代目 J Soul Brothersとの

競演もあり、注目度は急上昇。デビューからわずかの間に、

幅広い層に人気を得て、昨年の全国ワンマンツアーでは全

国7ヶ所9公演で、約44000人を動員して大成功を収めている。

ラッパーとして長いキャリアのある KUBO-C（クボシー）、

GS（ジーエス）、P-CHO（ピーチョウ）に、SWAY（スウェイ）

とヴォーカル担当の KAZUKI（カズキ）が参加して現在の

スタイルになった。「17歳くらいから、表現したいことの形が

ラップだった。初めは見よう見まねで、楽しいことをやってき

たら、それが今に至っているって感じ」とGS。リーダーの

KUBO-Cは「それぞれ個性あるメンバーだけど、それを僕は、

あえてまとめません（笑）。大事なのは5人のバランスですね。

ステージでは比較的自由なフォーメーションで、でも一番い

いバランスで毎回違うことをするんです。その一回一回の変

化がオモシロいって言われますね」。「楽曲の制作もみんなで

ぶつかってゼロから作り上げてきたし。５人でどこにでも一緒

に行けるっていうのが、僕らの強み」と MCを担当する

SWAY。劇団 EXILEでドラマ、映画、舞台でも活躍するマ

ルチタレントでもある。そして「一番年下だけど、音楽の上で

はうまく僕らのラップをまとめてくれる」とメンバーの絶大な

信頼を集めるヴォーカルの KAZUKI。エモーショナルな歌

声が、ラップというちょっとトンガった表現に丸みを帯びさせ、

歌の世界を聴き手に届けている。「特に、シングル『いつか』

では学生さんから『自分の体験とオーバーラップした』という

感想をもらったりして、僕たちの音楽が届いているな、て、

感じる。そういう時がうれしいですね」とP-CHO。

そんなDOBERMAN INFINITYの新たな挑戦が、2016

年7月リリースの両Ａ面シングル「GA GA SUMMER /

D.Island feat. m-flo 」。タイトルの GA GAは、熱狂的とい

う意味。「休みで、海に行って、バーベキューできたら楽しい、

みたいな」（SWAY）夏気分満載の世界が広がる。m－flo

が参加したコンビ曲「D.island feat.m－flo」 は、タイトル名そ

のままに、どこかご機嫌な架空の島に誘われるイメージ。居

ながらにして音楽で二つのバカンス気分を遊べる仕掛けだ。

「自己表現としてラップをやってきたけど、いまこのメンバーの

DOBERMAN INFINITYになって初めて、人の心を動か

せる音楽を作りたい、と思えるようになった。聴いてくれる人、

ライブに来てくれる人の気分や人生を変えられる音楽が作れ

たら、と思います」とGS。ジャパニーズラップに新たな扉を

開く、DOBERMAN INFINITYの世界は、聴く人の日常

に音楽でこれまでにないハッピーな世界を体感させてくれる。

DOBERMAN INFINITY
熱く共感できる、ドーベルマンインフィニティのジャパニーズラップのスタイル。

Profile DOBERMAN INCとしてラッパ
ーとして活動していたKUBO-C、GS、
P-CHOにラッパーSWAY、シンガー
KAZUKIが加入してDOBERMAN 
INFINITYとして2014年に活動を開始。
三代目J Soul Brothers、EXILEなどへの
楽曲、ライブへの参加も多数。2016年春
には初となるアリーナ公演も含む全国ワン
マンライブツアーで44000人を動員。

（通常版(CD+DVD)）TFCC 89589　2016年7月27日発売 　1111円（税別）
DOBERMAN INFINITY初の両Ａ面シングル。ラッパー、SUNNY BOYと共にスタ
ジオ入りして制作した、夏気分満載の楽曲。

GA GA SUMMER / D.Island feat. m-flo 
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Official Photo(LIVE SDD 2016) 

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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7～12月

人気のレシピが復刻。特製オレンジBOXふせん付。
〈グランマーブル20周年記念 復刻〉プリン 1300円

苺生地とプリンとチョコ。ア・ラ・モードな一本。
ショコラフレーズ 1400円

フランス製のクリームチーズを織り込んだ大人の味。
Dojiフロマージュ 1500円

かのこ豆、小倉あん、栗とお抹茶で、和の豪華さ。
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める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本に、苺ミルクとホワイトチョコの味がとけ合う。

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

りんごとレーズン、クルミが入ったプリン味のデニッシュ。
りんごとくるみのプリンデニッシュ 1200円

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

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

バナナ風味の白あん、チョコとクルミの出合い。
チョコバナナ＆くるみプディング 1200円

デニッシュのスタンダード。吟味された素材の味わい。

プレステージ 1000円
祇園辻利の抹茶と苺、プレーンの三色で京都をイメージ。
京都三色 1000円

懐かしいキャラメルの甘さ、メイプルのまろやかさ。
メイプルキャラメル 1000円

MARBLE DANISH 選ぶ楽しみもおいしさのうち。通年販売しているレギュラーと、季節限定のフレーバーから、お選びいただけます。

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

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。

7～8月

マンゴーとオレンジ。甘酸っぱい爽やかさで夏らしさ一番。
オレンジマンゴー  1400円

9～12月

パンプキンのこっくりとした甘さに、しっとりしたレーズンが寄り添い、シナモンが香る。秋の実りのフレーバー。
パンプキン 1300円

9～11月

京の秋味  1100円
イチゴと抹茶、黒糖の三色で秋色をイメージしたデニッシュ。

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。

11～12月

和栗のモンブランデニッシュ  1600円
和栗をたっぷり使用。ワンランク上の、マロンスイーツ。

●遠鉄百貨店 7/6～7/12　●大丸東京店 7/6～7/19　●渋谷ヒカリエ 7/21～8/3
●福岡三越 8/2～8/8 　●ジェイアール京都伊勢丹 8/3～8/16　●伊勢丹新宿店 8/10～8/16

●ジェイアール名古屋タカシマヤ 8/17～8/31　●藤崎本店（宮城） 8/18～8/30　●東急百貨店 東横店 9/22～9/28
●遠鉄百貨店 10/5～10/11　●ジェイアール京都伊勢丹 12/14～12/31

◎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!
季節限定マーブルデニッシュ
「パンプキン」「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された場所、「グラン
マーブルプレス17号の好きな記事」「食べてみたいマーブルデニッシュ」を書いて、ご応募ください。
応募先：グランマーブル京都本社（住所はP.10）グランマーブルプレス17号プレゼント係
締切：2016年12月末日  ※当選者にはご連絡の上、賞品をお送りします。

GRAND MARBLE SHOP

四条通

一力亭南座

川
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通

河
原
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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

グランマーブル京都本社、ファクトリーに隣接してオープン。
マーブルデニッシュが焼ける甘い香りを楽しみながら、お買
いものをどうぞ。ファクトリーから届く焼きたてマーブルデニッ
シュ「blanc（ブラン）」は、ここだけのフレーバー（記事Ｐ2）。
〒601-8182  京都市南区上鳥羽北島田町93
近鉄京都線「上鳥羽口」駅徒歩12分　Tel. 075-682-1200
Fax. 075-682-1201　10：00～19：00 無休　駐車場完備

コンフォートホテル

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

ファクトリー店
（グランマーブル京都本社）

花見小路通に松を染め抜いた白いのれんがトレードマー
ク。マーブルデニッシュのほか、祇園店限定のマーブルク
ランチ結々、お土産に喜ばれる和小物もご用意しています。
京都観光の途中に、お気軽にお立ち寄りください。

グランマーブル祇園［京都・祇園］ファクトリー店（グランマーブル京都本社） ［京都・上鳥羽］
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

〒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

ル・グランマーブル カフェ クラッセ ［京都・三条御幸町］
〒530-0004 大阪市北区堂島浜
１-1-15 堂浜第Ⅱビル1F
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 Fax.06-6345-5173
12：00～24：30
（エリア内配達受付19:00～24:30）  
土日祝休

サロン ド グランマーブル 堂島 ［大阪・北新地］
〒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

ビジュ ド グランマーブル 周防町 ［大阪・周防町］

〒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　

移転
しました！
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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。

選んで楽しい
グランマーブルのギフト

●マーブルクルート単品のギフトセットもご用意しています

マーブルクルートは4つの味からお選びいただけます。

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アップで、
全国どこからでも、24時間、お買物が楽しめます。

便利なオンラインショップをご利用ください。

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。

おすすめギフトセット

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。
バースデーやクリスマスにも。

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マーブルクルートの単品からギフトセットまで、幅広く、選びやすいオンラ
インショップ。ブライダル用や出産内祝い用のページには、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オレンジボックスに
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3種各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

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 +マーブルクルートセット
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。

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。

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。

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フレーバーティーセット。
お歳暮や、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。

ブライダル
カード

オリジナル
手提げ袋

のし

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。
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