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BRUNCH
WITH
MARBLE
DANISH

TRICOLORE WITH BERRY & BERRY

甘いだけじゃないマーブルデニッシュ
ブランチにもオススメの「チーズ& ベーコン」

ンマーブル堂島の店頭のみで4月2日

移転オープンする堂島店に登場
ブルーベリー&苺&プレーンの限定デニッシュ
大阪のサロン ド グランマーブル堂島が、
この春開業するライズ
ホテル大阪北新地に4月2日に移転オープン。
それを記念して、
マーブルデニッシュ
「堂島ベリー」
を販売します。
プレーン生地
と甘ずっぱい苺生地、
ブルーベリーの香りのフレッシュな3色フ
レーバーに新しいショップで出会ってください。
サロン ド グラ
から販売。
1200円（税別）
（ショップデータはp11参照）

表紙に登場しているマーブルデニッシュ
「チーズ&ベーコン」
は、
ふんわりデニッシュに芳醇なカマンベールチーズ、
そしてコ
クのあるベーコンが入った文字通り
「甘いだけじゃない」
マー
ブルデニッシュです。
ポーチドエッグやサラダを添えて、
ブラン
チにもどうぞ。
1月〜6月の限定販売。1300円（税別）

MARBLE CRUNCH IN NEW LOOK
おもたせは、
可愛くシックに
マーブルクランチの新しいパッケージが登場
からめたマーブルクランチに、
新パッケージが登場しました。
コラフレーズの4種類の味の
「アソート」
やショコラフレーズと
ショコラブランの紅白の詰め合わせ「ラブ」など、バリエー
ションも色々。3 種類の形を、オレンジ、ピンク、ブラウンの3
色で展開しています。

手のひらに乗る、
可愛いバッグ型パッケージ
マーブルクランチ ミニ５個 550円
（税別）
（ショコラ2個+3種類1個ず
つ、
またはショコラ５個、
またはショコラ
フレーズ２個＋ショコラブラン３個）

マーブルデニッシュをサクサクの食感に焼き上げ、
ショコラを
ショコラ、抹茶、ホワイトチョコのショコラブラン、苺味のショ

Bag Package

Paper Bag
ボリュームたっぷり、気さくなおもたせに
マーブルクランチ ミニ８個 500円（税別）
（左：４種×２個、中：ショ
コラ８個、
右：ショコラブランとショコラフレーズ４個ずつ）

Paper Box

バーのマーブルデニッシュが、
大阪限定で販売されます。
デニッ

中国で初めてのグランマーブルショップが
ハルビンの「王府井（ワンフージン）」
にオープン

祇園の２階に、
カフェサロンがオープンします。
空間デザインは

ハルビンは、
今まさに発展中の大都会。
2017年12月、その賑わ

クリエイティブ・プラットホーム
「SANDWICH」
が監修。
コンセ

いの中心に、
中国を代表する百貨店
「王府井
（ワンフージン）
」

プトはシャンパンを楽しめる大人のサロン。
昼下がりにマーブル

が、
約230ものブランドが揃うショッピングモールをオープンしま

デニッシュをつまみながらシャ

した。グランマーブルはここ

ンパングラスを傾ける‥‥そん

に、
中国で初めての直営ショッ

な特別なひと時を祇園でお過

プを出店。
さらに現地ファクト

ごしください。2018 年早春

リーも開設。
日本のおいしさと

オープン予定。

贈る文化を伝えていきます。
（ショップデータはp11参照）

CAFE SWEETS &
MARBLE DANISH
ほのかに甘いマーブルデニッ
シュに、
ソースとマヨネーズの
風味、紅ショウガがアクセント。

「ビールに合うマーブルデニッシュ」
。
大阪名物たこ焼きフレー

京都の花街、
祇園の花見小路に暖簾を掲げるグランマーブル

GRAND MARBLE HARBIN, CHINA

マーブルクランチ レギュラー８個 1000円（税別）
（左：４種×２個、
中：ショコラブランとショコラフレーズ４個ずつ、
右：ショコラ８個）

大阪
限定

マーブルデニッシュのフレーバー数あれど、これは初めての

グランマーブル祇園店2階が、
シャンパンを楽しめる大人のサロンに

ご挨拶など、あらたまった贈り物にも

SIGNATURE FOOD OF OSAKA
贈られた人も、
スマイル&サプライズ
マーブルデニッシュ
「たこ焼」

CAFE SALON
GION

シュにソース味の意外なハーモニーに話題が集まりそうです。

グランマーブル ファクトリーカフェだけの、
マーブルデニッシュスイーツたち
グランマーブル ファクトリー店の2階にオープンしたカフェで、
マーブルデニッシュを使ったオリジナルスイーツが好評です。

1200円（税別）。大阪地域の直営店と催事のみで1〜4月の販

一番人気はアイスとメープルシロップを添えた熱々の
「マーブル

売。
（ショップ、
催事データはp11参照）

フレンチトースト」
。
ファクトリー店のみで焼きたてを販売して
いるマーブルデニッシュ
「ブラン」
にアイスとトッピングソースを
添えた
「焼きたてブラン」
（500円・税別、
時間限定メニュー）
な
ど、
プレミアムなメニューばかり。
（ショップデータはp11参照）
（左）
マーブルフレンチトーストは800円（税別）。
グランデニッシュか、
マーブルデニッシュの２種類からデニッシュを選べます。
（右上）
マー
ブルデニッシュが入ったマーブルプリンは350円（税別）。
（右下）
コ
ンテンポラリーアートが飾られたカフェの店内。

ボックスには、大阪名所のシルエットをデザインし
た特製シールを貼っています。

MATCHA STORY by GION TSUJIRI

RECIPE

第17回 ヨガにも抹茶

マーブルクランチとベリーの
KAWAIIミニパフェ
いまカフェの花形メニューは、
インスタ映えするカラフルなパ
フェ。
マーブルクランチの４つの色、
コロコロした形は実はパ
フェに盛りつけると可愛い。
グラスにアイスクリームを入れて、
マーブルクランチをトッピング。
マーブルクランチの味は１種類
でも数種を使っても。
サクサクの食感がクリームと好相性です。

1

2

◎作り方 1.マーブルクランチ
（ミニまたはレギュラー）
５〜６本を軽く砕き、
グラスにアイスクリーム
（ディ
ッシャーかスプーン２杯程度）
と交互に入れる。 2.苺とマーブルクランチ
（写真はショコラフレーズのミ
ニ）
をトッピング。
お好みでアンゼリカやアラザンなどで、
さらにデコレーションを。
POINT

●マーブルクランチの全てのフレーバーで作れます。
マーブルクルートでもお試しください。

欧米では抹茶はビタミン豊富な健康ドリンクとして人気で

ヘルシーさを求めて抹茶をバナナやアボカド、
ヨーグルトと

すが、
中でも熱心な抹茶好きは、
ヨギー
（ヨガをする人）
。

シェイクして飲むヨギーも多いようです。
禅の修行と

抹茶は、
座禅の眠気を払うために飲まれていました。
ヨガ

ともに日本にもたらされた抹茶が、心と体を

で大切なのも瞑想なので、
心身のエクササイズを深めた

整える飲み物として日本から海の向こう

いヨギーにとって抹茶は特別な飲み物なのです。さらに

へ広まっています。

お茶飲んで元気長生き幸せに。̶̶祇園辻利。

http://www.giontsujiri.co.jp
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Gallery PARC
グ

グランマーブルはクリエイティブな活動を応援します。
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MAKOTOと和紗、京おんなの歌づくり

ク

GRAND MARBLE Gallery PARCが移転。
2フロアでの展開で様々なクリエイションを発信

α
‐STATION FM KYOTO
（89.4MHz）

Sweet'n marble lovers

●毎週日曜日 19：00〜19：30
DJ: MAKOTO
radikoタイムフリーで、
PC、
携帯端末から、
放送時間外にも番組を聴くことができます。

MAKOTOさんがナビゲートを務めるラジオ番組「Sweet n marble lovers」。
マンスリーゲストの和紗さんとは京女、
シンガーソングライターという共通点がある親しい間柄。
「歌づくり」
について聞きました。
先頃、
新譜を発表した2人の

京都をベースに新たな文化創造・発信に取り組むグランマーブルが2010年に活動を開始した
GRAND MARBLE Gallery PARC（グランマーブル ギャラリー・パルク）は、2017年8月に三条・御幸町から離れ、室町・六角に移転。
新たなスペースをベースに、
これまで同様、
若いクリエイターを中心とした多様な展覧会開催で、
京都のクリエイション活動を刺激してゆきます。

アートの社会へのアウトプットの場、
多様な表現のブラッシュアップの場となるよう、
ギャラリー・パルクでは今後も様々な展開に取り組みます。

MAKOTO

『 Just Sing For You vol.1
My Heart 』

(POCS-1585)
Amazon他、CDショップで販売中

聴いた人に、
ほっこりしてもらえる歌を

室町通、六角通の交差点北東ビ
ルの2〜4階。
京都芸術センターか
ら北に徒歩 2 分。
ギャラリー巡りを
するアートファンにうれしい立地。

を卒業後、
シンガー、
タレントと
Profile 祇園町の舞妓・芸妓「真箏」
して幅広く活躍中。好きなマーブルデニッシュは、
りんごとくるみのプ
「真箏のおおきにコラム」連
リンデニッシュ。Webサイト関西ウーマン
載中。https://www.kansai-woman.net ライブなどの最新情
報はWebサイトhttp://makototoko.com/ をチェック。

2017年にリリースされたMAKOTOさん

は音楽にパワフルさも求めたけれど、
今は聴いた人に、
ほっこ

の新譜『 Just Sing For You vol.1 My

りしてもらいたい」。今の気持ちは、アルバムに添えられたコ

Heart 』は全６曲のカバーアルバム。ビー

ピーにあるように
「はんなり生きて、
そして歌う」
なのかも。
新

トルズの『 Let It Be 』に始まり、
『 My

たな気持ちで音楽に向き合って、
当たり前の日常への喜びを

』What A Wonderful
Favorite Things 『

観客とともにしたいという気持ちが歌づくりにもにじみ出てい

World』‥‥。思わず一緒にハミングした

る。
「今、
自分にとって一番大切な思いは
『感謝』
『
。ありがとう

くなるような 、お なじ み の 名 曲 を 、

の気持ち』
は、
グランマーブルのコンセプトでもありますよね。

MAKOTOさんが柔らかな声で心地よく

その感謝の気持ちが今、
自分の中でもっと視野の広いものに

歌い上げる。
「 好きな歌ばかり。そして素

なったと思います。
番組
「Sweet n marble lovers」
でもたびた

直に歌える曲を選びました」
。

び
『おおきに』
と言わせてもろてますけど、
歌と一緒に
『ありが

前作から5 年の間に病を得て休業、芸妓「真箏」を卒業、と

とうの気持ち』がリスナーの皆さんともシェアできてるな、と

色々な体験があった。
そんな人生の濃密な時期を経て
「以前

感じられるのがうれしい」
。

information
ヤマガミユキヒロ
2018 年 4月15日までオーストラリア・
ビクトリア国立美術館でのトリエンナー
レに出品。佐賀県庁展望ホールで1年
間開催される
『アート県庁プロジェクト
「星空のすいぞくかん」』
に出品中。

観ること、伝えることに繊細に向き合う「保存修復」
という仕事

和紗

朴善化展 2018年2月9日（金）〜2月25日(日)

京都で作った、
私の集大成。
思い入れもひとしおです

朴善化は、京都市立芸術大学大学院博

「京都に帰ってきて3年。
初めて、
ありのままの自分を飾らずに

士過程で保存修復を学び、中国、朝鮮、

「 air scape / location hunting 2017 ：
2017年10月10日〜
ヤマガミユキヒロ」
は、
11月5日開催された。
撮影：麥生田兵吾

オープニング展はヤマガミユキヒロ
「air scape / location hunting 2017」

『 Will 』
和紗公式Webサイトで
販売中。

http://kazusa.in/

巡り合わせに感動しました。
過去も現在も大切にし

日本の絵＝東洋画、特に韓国の文化財

素直に言葉にできた、
そして歌うことができたアルバムなので、

ていたら、
未来につながってゆくことがわかった。
歌

の模写制作を続けている。模写は、それ

思い入れもひとしおです」
と、
2017年にリリースした新しいミニ

うことの根本を思い出して、
ライブでは来てくれた

を描いた絵師の技をなぞり、当時の素材

アルバムを愛おしげに語る和紗さん。
今回のアルバムは原点

お客さんとあったかい雰囲気を作りたい」
。

を求めて先人の文化に寄り添う営み。人

に返った彼女が全曲書き下ろし、
セルフプロデュースに挑戦し

の手による緻密な模写は、過去の記録で

た作品。
「人の言葉に左右されることってあるけど、
自分が信

ありながら、写す作家の体を通して現代

じて進んできたことを、
このアルバムを通して学べました」
。
長

の記憶としてよみがえる。時空を超えて観

年信頼を寄せる地元のミュージシャンとの共作。
「 京都を

ること、そして文化を紡ぐこと。濃密な

ホーム に、
今までお仕事をしてきた人と再び音楽を作れる

Kazusa Room in YOKOHAMA 〜vol.2〜
2月10日(土) 18:00会場19:00 開演／会場：横浜LOOP
／前売3500円、
当日4000 円
（共に＋1ドリンク600円）
Kazusa Room in KYOTO 〜vol.16〜
2月17日(土) 18:00会場19:00開演／会場：Modern Times
／前売3000円、
当日3500円（共に＋1ドリンク、
1フード）

ピュアでエモーショナルな歌声は
「ずっと
Profile 京都出身のシンガーソングライター。
2009年メジャーデビューし、2014年夏から拠点を京都に
聴いていたい声」
と評される。
移して活躍中。
好きなマーブルデニッシュはショコラ・ショコラとメイプルキャラメル。

行為としての模写を再発見する。

鉛筆で丹念に描いた風景に、同じ視点から撮影した映像をプロジェクターで重ね、絵画の中に、
うつろう光や流れる時間を映しこむ作品をつくるヤマガミユキヒロ。
「東アジア文化都市2017

マーブルデニッシュ
DJ MEMEさんに聞く、
「チーズ&ベーコン」に合う音楽って？

京都」の開幕式典ではプロジェクションと能とのコラボレーション作品
『noh play-TAMURA-』
を上演し、好評を博した。Gallery PARCのオープニング展では、日本各地を描いた20点以
上のドローイングのすべてにプロジェクションをする展示を2階に。4階には六甲山からの眺望な
ど
「空」に注目した作品を展示。それぞれ朝から夜までの時間軸を同期させているため、観客
は別の場所・異なる時期に制作した作品が時間によって繋がる体験をした。

「世尊掛佛幀」

H98.2×W54cm 2017年
韓紙、
膠、
天然岩絵具、
緑青、
辰砂、
24金藍、
臙脂綿など

FM-COCOLOのレギュラー「AFTERNOON DELIGHT」
と、その中のグランマーブルがお届けするコーナー
「Blooming

heart」の DJ MEMEさん。番組でかける音楽は、季節やお
天気に合わせて繊細にセレクトしているそう。どんなシチュエー

Gallery PARC 2018 年前半のスケジュール
1月5日
（金）〜1月28日
（日）友枝望 展（インスタレーション）

上記記事参照

3月2日
（金）〜3月18日
（日）薬師川千晴 展（絵画）
独自の絵画への思考を個性的な造形で展開させる
薬師川の個展。PARCでは3度目となる。

3月23日
（金）〜4月8日
（日） 神馬啓佑 展（絵画）

身体的動作や実際にあった体験への感受性を、
「感触」
などを媒介

「写真新世紀展 2017」
で優秀賞を受賞するなど、注目を集める澤
田華による個展を、
「KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2018」
の開催時期に合わせて開催。

5月4日
（金・祝）〜5月20日
（日）

守屋友樹 展（写真）
イメージと物質が持つ情報の在り方
への興味から写真作品の制作・発
表をおこなう守屋の個展。PARCで
は2度目となる。

http://www.galleryparc.com

AFTERNOON DELIGHT

ンマーブルプレスの表紙
「チーズ &ベーコン」にフィットする音
京都国際マンガ
ミュージアム

三条通
六角通

Gallery
PARC

御池通
地下鉄烏丸御池駅
烏丸通

2月9日
（金）〜2月25日
（日）朴善化 展（絵画）

4月13日
（金）〜4月29日
（日）澤田華 展（写真）

●京都市中京区烏帽子町502
2F〜4F
Tel. 075-231-0706
Fax.075-231-0703

室町通

広島在住の友枝望の個展。
日用品を素材として、PARCの空間性、
場所性を活かしたインスタレーションを展開。

に掴み取れる形で絵画に展開する。

FM COCOLO
（76.5MHｚ）

ションも素敵にする選曲の達人、MEMEさんに、今号のグラ

京都文化
博物館

京都芸術センター
阪急
烏丸駅 四条通

地下鉄烏丸線「四条」駅・阪急京都線
「烏丸」
駅22・24番出口より徒歩7分。 地下鉄四条駅
地下鉄烏丸線・地下鉄東西線
「烏丸御池」駅より徒歩7分。
11：00-19：00（金曜日は20:00まで）月曜休
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。
内容、
日時など予告なく変更する場合がございます。

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

楽を選んでもらったら？
「コーヒーと一緒に食べたい、大人のフ

radikoタイムフリーで、
PC、
携帯端末から、
放送時間外にも番組を聴くことができます。

レーバーですよね。例えば、イギリスのシンガーソングライター、
コリーヌ・ベイリー・レイのブルージーな声がぴったり来る気が
します」
。毎日のランチも、イメージにあう音楽を考えてみたら、
より楽しくておいしい。
「ハンバーガーならマルコス・バーリの
『ノ
ヴァ・ボサノヴァ』
、ビストロでのランチならテテの
『ル・プルミエ・
クレール・ドゥ・ローブ』はどうかな？」
。60〜80年代の名曲
から90年代の音楽、キャリアを積み重ねたアーティストの新曲
など、2018年から選曲の幅がさらに多彩に。ご期待ください。

MEME
くつろぎの午後を演出。
Profile 神戸出身のDJ。幅広いアンテナでキャッチした上質の音楽で、
今号の表紙のマーブルデニッシュ、
チーズ＆ベーコンがお気に入り。

Corinne Bailey Rae
『Corinne Bailey Rae』
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Cinema

Music

山田孝之が映画プロデュースに挑戦
『デイアンドナイト』は、人の中にある善と悪のドラマ
「脚本を作る、
オーディションで役者さんを探す…。
すっごく大変だけど、楽しいですね」
俳優・山田孝之が、映画
『デイアンドナイト』のプロデュース
に挑戦する。映画プロデューサーの仕事は、企画から資金集
めやスタッフ、役者のキャスティング、出来上がった作品の配
給まで、映画を作り、観客に見せるプロセスの中のたくさんの
仕事の管理を担う重要なポスト。俳優として長いキャリアのあ
る山田孝之だが、この作品には自分は出演せず、プロデュー
スに専念するということを発表して話題を呼んでいる。何故プ
ロデュースなのか？
「15歳から俳優として仕事をしてきた中で、自分で現場を改善

宝塚トップスターから、女優、
シンガーに
凰稀かなめのファーストアルバムが発売
お う

き

グランマーブルはクリエイティブな活動を応援します。

NEXT
BREAK
Profile

Vol.12

キャスティングディレクター 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！

宝塚の男役トップを経て、大劇場でのキャリアを活かしなが

松本穂香

ら、舞台、コンサート、そして女優として活躍中の凰稀かなめ。
テレビ朝日系ドラマ
『トットちゃん！』では、主演・松下奈緒

NHK連続テレビ小説『ひよっこ』で、集団就職で上京してき

の親友、エミー市川役で出演し、お茶の間にも親しまれる存

たメガネ少女・青天目澄子を演じ、その天然キャラぶりに目

在に。2017年11月に発売された待望のファーストアルバムは、

が離せなくなる存在感を放った。
「関西出身ということもあり、

そんな凰稀かなめの幅広いエンターテインメント性を実感さ

笑いを取りに行きがちです
（笑）
。綺麗や可愛いとかの褒め言

せるラインアップ。歌謡曲、ニューミュージック、Jポップのカ

葉より、面白いと言われる方がうれしいかも」
。美少女ぶりか

バーとオリジナル、そして宝塚時代の曲を、時にクールに、

らは想像できないが、意外やお笑いの素質も十分。それを見

時にメロウに歌い上げる。限定版には、コンサート
『シャンソ

込んで個性的な役をもらうことが多いが、
「今度は、特徴のな

ンの黄金時代2017』のステージから2曲、そしてレコーディン

い、どこにでもいるような女の子を演じてみたい。そういう役

グスタジオでの映像が収録されている。

の方が難しいだろうなと思いつつも、挑戦できる機会があれば

できることはないか？と思い始めました。そのためにはプロ

うれしいです」
。今は大阪の家族と離れて暮らす。
「家族の大

デューサーとして現場に立てるだけの知識や能力を身につけな

切さは東京に来てからすごく感じています。一番の味方で、

いといけない。そう思ったのは20代でした。それから今まで、
俳優として仕事をしながら学んできた中で、周りからも信頼を
得て、やっと動けるようになってきた」
。
映画
『デイアンドナイト』の構想は、主演の阿部進之介が藤

Profile: 神奈川県生まれ。2015年2月宝塚歌劇団を退団後、女優
として活躍。
ミュージカルやコンサートの舞台に立つほか、
TVドラマにも
出演。
2018年4月ミュージカル
『1789 バスティーユの恋人たち』
でマ
リー・アントワネット役、
2018年6月 銀河鉄道999 40周年記念作品
舞台『銀河鉄道999』
にクイーン・エメラルダス役にて特別出演。
オフィシャルサイト https://kaname-ouki.jp/

井道人監督に声をかけたことから始まり、そこに山田が参加

一番のファンでいてくれる。
『ドラマ観たよ、
良かったよ』って、
おばあちゃんが電話をくれたり、そういう些細なことが一番の
励みになっています」
。

『Again アゲイン』

する形になった。
「二人は、
『昼と夜の話がしたい』
と話していて。
僕はそこに
『善悪』というアイデアを入れたほうがいいと提案し

通常盤 UICZ-4412 3000円（税込）
限定盤
（CD+DVD）
UICZ-9100 5000円（税込）

ました。善と悪って、自分の中にしかないものじゃないか。誰

http://store.universal-music.co.jp/artist/ou
ki-kaname/

もが喜ぶエンタテインメント映画にはならないかもしれないけ
れど、映画を通してそんなことを考えて、自分と向き合える時
間ができたら素敵じゃないですか？」
俳優としても多忙を極める日々の中でこなすプロデュースの仕
事は、とにかく激務。
「正直、頭がショートするくらいの時も

Stage

ありました
（笑）
。すっごく大変だけど、脚本を作ったり、楽し
いですね。自分は受ける側で経験がありますが、オーディショ
ンがとても楽しいんです。特にヒロインの奈々は、僕が作った
キャラクターなので、どうしても自分で選ばせてくれ、と」
。
奈々は児童養護施設
「風車の家」に暮らす高校生の少女。主
人公の明石は奈々に惹かれる自分の心と、世間の定める善悪

能楽師・林宗一郎、
「能をもっと知りたい、
知ってもらいたい」思いを舞台に

とのギャップに葛藤することになる。
「とても大事な役で、見つかった役者さんは雰囲気もぴったり
で芝居も上手くて、
『来た！』って。思わず自分の立場をわす
れて、泣いてしまいました」
。
クランクインは2017年11月。秋田ロケで撮影される。
「みんなの芝居を見るのが楽しみです」
。

京都を拠点に活躍する能楽師・林宗一郎は、多くの舞台を勤
める傍ら能の普及のためのイベントにも精力的に取り組んでい
る。能に親しみのない人に発信することで、
発見も多いそう。
「能
が初めて、とおっしゃる方から、こちらが想像もつかないよう
な質問を受けることがあります。そのような時、能の表現の可
能性はまだまだあるのだと教えられます」
。2013年から自主公

Profile 1997年大阪府生まれ。2015年にデビュー。WEB公開の
ショートムービーLOTTE SWEET FILMS『MY NAME』
で初主
演、2016年『ヨミガエラセ屋』主演で初舞台。
『ひよっこ』、
『下北沢
ダイハード』
ほか、TVドラマ、映画に出演多数。映画『世界でいちば
ん長い写真』
は2018年夏公開予定。

演
「宗一郎の会」を主催。これも林宗一郎にとっては能の普
鹿児島県出身。1999年に俳優デビュー。
Profile 1983 年生まれ。

2005年の映画『電車男』
で主演を務める。近作に映画『闇金ウシジ
マくん ザ・ファイナル』、
『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕
などがある。主演映画『ハード・コア』
が2018年に公
けない 第一章』
開予定。

及と学びの舞台。
「能を知ってほしい、観てもらいたい… そん
な会であると同時に自身の研鑽の場。命懸けで舞台を務めて
こられた師匠や先輩方に舞台を通して教えを受けたいと願っ
ています」
。
能は分業で演じられる。
「シテ方」と呼ばれる林の役職は主

キャスティングディレクター
杉山麻衣のコメント

人公を演じるが、西洋演劇での主役とはちょっと違う。
「シテ
は主人公ではありますが、能の場合、舞台上の役者全員で
一つの作品を作りあげ、届けることが大切。シテは波に漂う

『デイアンドナイト』

舟のような存在、囃子の演奏や謡に上手にのることが必要で
す」
。物語と舞と音楽の調和。それは能楽師が600年前から

撮影：Stéphane Barbery

東京でフリーターをしていた明石幸次
（阿部進之介）は父の

誘うのだった。
「風車の家」に暮らす子供達の一人、奈々は

受け継ぎ、
現代に出現させる非日常の時間でもある。
「先日
『あ

死をきっかけに実家に戻る。整備工場を営んでいた父は大手

高校を卒業したら父親が迎えに来ると聞かされているが、彼

自動車メーカーの不正を内部告発したことで窮地に立たされ

女には秘められた過去があった。

十三世林喜右衛門、二十六世観世宗家・観世清和に師事。
2013年より自主企画公演「宗一郎の会」
を開催。平成26年度
映しだす鏡である』と答えました。観客の皆様それぞれが演 「京都市芸術文化特別奨励者」認定。京都観光おもてなし大使。

自殺した。明石は地元で児童養護施設
「風車の家」を運営
する北村健一
（安藤政信）と知り合うが、彼は子供達に優し
い昼の顔とは違う裏稼業の夜の顔があり、その仕事に明石を

企画、原案、主演：阿部進之介／監督：藤井道人／脚本：小寺和
久、藤井道人、
山田孝之／プロデューサー：山田孝之、伊藤主税／
（2018年夏公開予定）
制作 andpictures／制作協力 プラスディー

なたにとって芸術とは何か？』という質問を受けて
『己の心を

目のテーマに対して向き合い、今の自分を見つめる… そのよ
うな非日常的な時間をお過ごしいただきたいと思います」
。
左から、
監督の藤井道人、
主演の阿部進之介、
山田孝之。

2017年に林家の当主となった。さらなる活躍が期待される。

Profile 1979年生まれ。観世流能楽師 林家十四世当主。父・

2018年2月12日復曲能「吉備津宮」、6月9日MUGEN能（とも
「林宗一郎」
のwebサイト参照。
に京都観世会館）詳細は
http://hayashi-soichiro.jp/

ただ可愛いだけじゃない、クセになる顔立ち。
そして、もっと見たいと
思わせるようなクセになる芝居をしている。
松本さんを見るたび、そん
な印象を受けます。コメディエンヌとしての魅力はすでに様々な作品
で発揮されていますが、それとはまた別に、淋しさや憂いを帯びた表
情も素敵で、その振り幅にこれからのさらなる可能性を感じます。他
の同世代の女優さんがやらないような作品やキャラクターに積極的
に挑戦して欲しいです！

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：
『全員死刑』
（小林勇貴監督）
が2017年11月18日より全
国ロードショー。
『デイアンドナイト』
（藤井道人監督、p６記事参照）
が2018年公開予定。
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グランマーブルはクリエイティブな活動を応援します。

GRAND MARBLE JOURNAL

中野公揮の音楽と名和晃平のアートディレクション
音楽、
アート、社交の新しいシーンを創る試み

乳がんの早期発見、治療の大切さを伝える
「ピンクリボン京都2017」

2018 KOKI NAKANO&VINCENT SEGAL 日本初上陸ショーケース by GRAND MARBLE

乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える

フランスを拠点に活躍するピアニスト・作曲家の中野

なイベントが催された。10月14日にはウィングス京都で
「あし

公揮とチェリスト、
ヴァンサン・セガール。2016年パリ

たのこと、だれかのこと。本気で思う」と題してセミナーが行

活動、ピンクリボン京都2017が開催され、京都の各地で様々

われ、ドクターからの乳がん最新情報のお話、JAZZシンガー

からアルバムをリリース、
のレーベル「No Format！」

の MAKOTOさんも
『自分と向き合いましょ〜日々是おおきに

ヨーロッパ各地へのツアーでも大きな反響を得た2人が

〜』と題して講演。多くの参加者の関心と共感を集めた。グ

初めて日本上陸。ライブは二人のアコースティックな音

ランマーブルはピンクリボン京都2017を応援するほか、店頭

楽に、現代アート、サロン文化が融合するこれまでにな

でのチラシ配布で啓蒙活動に参加し、CSR活動
「もったいな

いスタイルの舞台となる。アートディレクションは世界的

い心にありがとう」も実施。乳がん撲滅への祈りをたくさん

に活躍する彫刻家、
名和晃平とSANDWICHが担当。

の人と分かち合うことを願いながら活動している。

シャンパーニュを交えての社交のシーンでは VOLVER
宍倉慈のケータリングがフードを視覚的なアートとして

グランマーブルの
「もったいない心にありがとう」

表現する。中野公揮を応援してきたグランマーブルが
バックアップし、クリエイションの中心へと発信する新

グランマーブルのCSR活動「もったいない心にありがとう」
は、規
格に合わなかったり、賞味期限が短くなった商品を、
ファクトリー
店のコーナーにて特別価格でお頒けし、
売上金をピンクリボン京
都の活動にお役立ていただくもの。
2017年は2351000円を寄
付いたしました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

たな試み。アーティストの意気込みを伺った。

MUSIC

音楽について……ピアノとチェロの編成からは、クラシックの

整は、僕にとってはアイデアが生まれ、それが求める曲の構

音楽会を想像される方が多いと思いますが、僕にとって魅力

成を定めるときなどに、とても参考になったりします。舞台空

的なクラシック音楽の要素をデフォルメしたり、他ジャンルか

間は必ずしも 装飾 をするということではなく、空間をどのよ

らの異質なモチーフをコラージュしながら、それらを楽器特

うなものにするかという観点で、とても楽しみなコラボレーショ

有の技巧性を十分に用いつつ、旧来の室内楽的な器楽曲の

ンができるのではないかと思っています。

「映画もアートもその他ぜんぶ」
第4回京都国際映画祭が開催
Profile
Koki Nakano 1988年福岡市生まれ。桐朋女子高等学校音楽

アートについて……名和さんの作品、創作姿勢にはとても共

す。今回は、一見チェロとピアノという古典的な演奏会を、日

科（共学）
ピアノ専攻を卒業。東京芸術大学作曲科入学後、
パリに
拠点を移す。
フランス／バルビゾン市主催 Festival international
de Barbizon のオープニング曲作曲。
ブダペスト／ステファニアパ
ロタ城、
パリ／ルーブル美術館、
フランス文化・通信省、
パリ／シャト
レ座、
パリ／Théâtre des Bouﬀes du Nord、
ロンドン／Cadogan
Hallなどで演奏。
2016年9月にファーストアルバム
『LIFT』
を発表。

感させていただける部分があります。 重力 や フィジカル

本らしい、様々な要素がハイブリッドされた、広い意味での一

シャンパーニュ生まれ。
リヨン国
Vincent Segal 1967年フランス、

というキーワードを大切にしながらも常に新しい方法論で、

つの文化イベントとして興味を持っていただけたら嬉しいです

美しさにアプローチされて生み出される造形が持つ新しい均

し、そのような視点から音楽を聴いていただけたら幸いです。

スタイルと再度融合させることを試みたようなプログラム。演
社交について……パリでは、いわゆる19世紀的なサロン文化が

奏するのは全曲、僕のオリジナルです。

クラシックの音楽界に今でも色濃く残っていることに驚いていま

名和晃平 ｜ SANDWICH

立高等音楽院を首席で卒業後、
リヨン国立オペラなどクラシック界
で活躍後、現代音楽、
ワールドミュージックやジャズなど幅広いジャン
ルのミュージシャンと共演。

FOOD CATERNG

COMMENT

VOLVER

COMMENT

今回のショーケースに寄せる思い‥‥単独で海外に渡り、模

Profile
Kohei Nawa

索しながら勝負しようとしている若いアーティストの姿は、自

1975年生まれ。彫刻
家、
京都造形芸術大学
教授。
「PixCell＝Pixel
＋Cell」
という概念を軸
に多彩な表現を展開す
る。2009年より創作の
ためのプラットフォーム
「SANDWICH」
を立ち
上げ、
アート、
建築、
デザ
イン、
企業やファッション
ブランドとのコラボレーシ
ョンまで国内外に活動の
幅を広げている。

分の20代の頃と重なり、自分で出来ることなら力になりたいと
思いました。また、プロデューサー役である山本さん
（株式会
社グランマーブル代表取締役）の芸術に対するピュアな姿勢
に共感したことも大きな動機です。
中野公揮について‥‥生粋の表現者という印象。芸術に対す
るリスペクトが、ストイックな制作スタンスや作品に滲み出て
いると思います。

音楽、美術と共に五感を刺激し、そこから更に新しい何かが
生まれるようなフードを提供したいと思います。

の間）に客席をしつらえ多くのゲストが参加。牧野省三賞、

けに終わらない幅広いコンテンツで、そのユニークさが注目さ

三船敏郎賞の授賞式も行われた。開催会場のユニークさもこ

れる京都国際映画祭が、2017年に第4回を迎え、10月12日か

の映画祭の特徴の一つ。今回は京都府立植物園で園芸イベ

ら15日まで開催された。オープニングセレモニーは西本願寺の

ントも。お笑い、ワークショップなど多彩なイベントで、映画

重要文化財である南能舞台でとり行われ、国宝の対面所
（鴻

から広がる人の輪や文化を実感し楽しむ映画祭となった。

お腹の赤ちゃんに名曲のプレゼント
リビングマタニティコンサート
「リビングマタニティコンサート」が、10月14日、京都コンサー

恵さんをお迎えして、妊婦さんの健康面や子育てに関するマ

トホールで開催された。2017年で10回目を迎えたこのイベン

タニティトーク。第2部は京都音楽舎によるクラシック名曲の

トは、トークと音楽で妊婦さんに楽しいひと時を過ごしてもら

マタニティコンサートでリラックス。抽選会ではグランマーブ

うもの。第1部は足立病院の畑山博院長、タレントの早坂好

ルからのプレゼントも提供された。

術を学び、
視覚でも楽しめるケータリングフードを展開する。
展覧会や
ファッションブランドのレセプションを中心に活動。

まは
「光と物質」というテーマでモノクロームの世界観をイメー
photo : Nobutada OMOTE｜SANDWICH

2018年 5月12日
（土）
・13日
（日）
スパイラルホール
（東京） 5月18日
（金）
ロームシアター京都

「映画もアートもその他ぜんぶ」をキーワードに、映画上映だ

Profile VOLVER（ボルベール）主宰は、京都出身の宍倉 慈。美

美術、演出プランについて‥‥まだ、茫漠としていますが、い
ジしています。

対象商品は、
不定期に店頭に並びます。

中野公揮

COMMENT

ART

セミナーでは、
専門医による乳がんの最新情報や、
体験談の講演、
トー
クセッションなどが行われた。
写真はJAZZシンガーのMAKOTOさん。

中野公揮
（ピアノ）
×ヴァンサン・セガール
（チェロ） 名和晃平 ｜ SANDWICH
（アートディレクション） VOLVER（ケータリング）※このイベントは招待制です。当日の様子は次号グランマーブルプレスにて掲載を予定しています。

PRESENT!
季節限定のマーブルデニッシュ
「チーズ＆ベーコン」
と
「ショコラフレーズ」
のセットを抽選で15名様に!
グランマーブルプレス読者の方へ、毎号、人気のマーブルデニッシュを
２本セットで差し上げています。
今回は、表紙の味「チーズ＆ベーコン」
と
「ショコラフレーズ」
のセットを
抽選で15名様に差し上げます。
ふるってご応募ください。
応募方法：ハガキに以下を記入いただき、
ご応募ください。
①氏名 ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤グランマーブルプレスを入手された場所
⑥グランマーブルプレス20号の好きな記事 ⑦食べてみたいマーブルデニッシュ
応 募 先：グランマーブル京都本社 〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島町93
「グランマーブルプレス20号プレゼント係」
締

切：2018年6月15日

※当選者にはご連絡の上、
賞品をお送りします。

2018 KOKI NAKANO&
VINCENT SEGAL
日本初上陸ショーケース
by GRAND MARBLE

（内容はｐ８をご覧ください）
ロームシアター京都のライブ
（５月１８日）
に5組10名様ご招待。
応募方法：ハガキに氏名、
年齢、
住所、
電話番号を記入いただき、
ご応募ください。
応 募 先：グランマーブル本社
（住所は左記同様）
「中野公揮チケッ
トプレゼント係」
締
切：2018年3月31日
※開演時間等の詳細は、決定次第webサイ
トにてご案内します。
※就学前のお子様
はご遠慮いただきます。※当選者様の発表は発送をもってかえさせていただきます。

9

この印刷物を作成する際に排出されるCO
2 28,000kg
（1冊あたり230g）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。
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マーブルデニッシュ、
マーブルクルート、
マーブルクランチには小麦、
乳、
卵を含みます。 表示価格は全て税別です。

ギフトに新登場! マーブルデニッシュ

GRAND MARBLE SELECTION

+マーブルクランチセット

Ｐ10の マーブルデニッシュの中から選べます

マーブルクランチはミニサイズ８個の袋入り。味はアソート（４つの味）、ラブ（ショコラブランとショコラフレーズ）、ショコラの3種類があります（P２の記事もご覧ください）

選んで楽しい、
グランマーブルのギフト
幅広いフレーバーからお好みで。マーブルデニッシュの詰め合わせ

「選ぶ楽しさ」も贈るグランマーブルの商品券
マーブルデニッシュ、
マーブルクルートほか、
すべての商品のお買い物にお使いいただけ
るグランマーブルの商品券をギフトにいかがですか？ 販売とご利用は、
グランマーブル直
営店舗で承っています。
オンラインショップではご利用になれません。
１枚1000円。

マーブルデニッシュ1本＆クランチ2袋セット
2000円〜

マーブルデニッシュ2本＆クランチ2袋セット
3000円〜

お好きなマーブルデニッシュ１本とマーブルクランチ２

お好きなマーブルデニッシュ2本とマーブルクランチ2袋を

袋をお選びいただけます。

お選びいただけます。

このほか、
マーブルデニッシュ１本、
マーブルクランチ２袋、
コンフィチュール1瓶、
ティーセット１箱
（4700円〜）
の詰め合わせもあります。

マーブルデニッシュ

+マーブルデニッシュ

セット

ショコラ

抹茶

ショコラフレーズ

ショコラブラン
写真はミニサイズです

Ｐ10の マーブルデニッシュの中から選べます

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

おすすめマーブルデニッシュのセット

GIFT SETマーブルデニッシュ

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
2本セット

おすすめセット

A

京都三色+
メイプルキャラメル
2000円

2000円〜

●マーブルデニッシュ
3本セット

おすすめセット

D

3000円〜

おすすめセット

おすすめセット

ショコラフレーズ+
祇園辻利抹茶あん
2600円

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合わせ

プレーン

キャラメル

ショコラ

抹茶

E

※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。

+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

Ｐ10の マーブルデニッシュの中から選べます

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

B

マーブルデニッシュ

+マーブルクルートセット

Ｐ10の マーブルデニッシュの中から選べます

いちご 2000円

マーブルデニッシュ2本＆クルートセット
3000円〜

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。

●マーブルクルート単品のギフトセットもご用意しています
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

［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

マーブルデニッシュ1本＆クルートセット
1500円〜

■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

■Ｍａ
ｒ
ｒ
ｏｎ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
■Éｃ
ｒ
ｕ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

Orangé

Marron

Écru

パッケージには３種類の色をご用意しています。

※その他の組み合わせはお問い合わせください。

ブルーベリー 2800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。

［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。
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〜

ティーバッグ3種各４袋入り 1500円

贈るかたちも大切に…
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

便利なオンラインショップをご利用ください

地方発送も承ります

［送料］関西・北陸・中部・中国地域…725円
関東・信越・四国・九州地域…825円
南東北地域…1025円 北東北地域…1125円
北海道…1325円 沖縄…2025円

マーブルデニッシュ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。

https://www.grandmarble.com

※送料は2018年1月10日ご注文分からの金額です。
それ以前についてはwebサイトにてご確認ください。
※各地域の詳細についてはwebサイトをご覧ください。

公式インスタグラム、ツイッターも更新中です。

@grandmarble

オリジナルデザインの、
おしゃれなのしをご用意。

ブライダル
カード

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。

オリジナル
手提げ袋

9000円
（税別）
以上のお買い物で、
送料無料となります。

@grandmarble_

お電話でのご注文は・
・
・70120-62-0628

のし

無料にて「オリジナルのし」
「のしカード」
「手提げ袋」をお付けします

携帯電話からは075-682-3900（10時〜18時）

※一配送先の合計額の場合に限ります。
※一部地域を除きます。
対象外地域：北海道500円、
北東北300円、
南東北200円、
沖縄1200円

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。

