
マーブルデニッシュのマーブル模様は、生地を1本ずつ職
人の手で編み込むことで生み出されています。毎日生地に
向かい、焼き上がりをチェックしている職人の思いは「おい
しいことはもちろん、もっと美しく」。
マーブルデニッシュには、色とりどりのフレーバーだけでな
く、コロコロした栗やドライフルーツなどを編み込むこともあ
ります。カットしたとき、マーブル模様の美しさだけでなく、そ
うしたフィリングがバランス良く断面にあらわれる状態に仕
上げるのも、職人の目指すところです。理想は、断面にドラ
イフルーツなどがかたよりなく広 と々散らばった状態。でも、
あまり生地の端に織り込んでしまうと、デニッシュの生地の
外にこぼれてしまうため、細心の注意が必要です。
模様とフィリングのバランスを計算に入れた編み込みのテ
クニック。それは、刻 と々変化する生地の発酵具合を調整
しながらの難しい作業です。
「美しいマーブルデニッシュをお届けすることは、永遠の課
題です。いつまでも、勉強です」とファクトリーのスタッフは
語ります。

カットすると現れるカラフルなト
リコロール（三色）は、京都の
老舗・祇園辻利のお抹茶のグリ
ーン、甘酸っぱい苺のピンク、そ
してプレーンの白い生地。

京都三色
ビターなチョコレートとクラッシュ
アーモンドの香ばしさ。風味豊か
で甘すぎないフレーバーの二重奏
は、甘いものが苦手な方にもおす
すめできる、大人の味です。

ショコラ・ショコラ
イチジクのコク深い甘酸っぱさ
と柔らかな食感、ビターなチョ
コのとろりとしたテイストがベス
トマッチ。洋酒やワインとも合
う、季節限定デニッシュです。

いちじく＆チョコ
リッチな生地の中に旬の和栗が
ふんだんにちりばめられた、プレ
ミアムな味わいで人気の季節限
定フレーバー。深まりゆく季節
を、ともに楽しみたくなります。

和栗のモンブラン

お好みでコンフィチュールを添え
たり、カナッペのようにフィリング
を乗せて軽食に。どなたにも、何
にでも合うベーシックな味です。

プレーン
口にしたとたん、さっくりした食
感と、ほんのりビターなショコラ
の風味のハーモニーが広がりま
す。コーヒーとともにどうぞ。

ショコラ
おなじみの抹茶を練り込んだクル
ートは、どこかほっとする味。幅
広い年代の方に楽しんでいただけ
る、香り高いフレーバーです。

抹茶
みんな大好き。とろけるようなキ
ャラメルの甘さと、クルートのさ
っくりした香ばしさが楽しめる、
人気のフレーバーです。

キャラメル
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マーブルデニッシュの
「美しさ」の追求
味だけでなく、姿・形も最高のものを…
職人のこだわりはつきません

グランマーブル期間限定ショップのお知らせ

MARBLE CROUTE ●マーブルクルート
デニッシュをさっくり香ばしく焼き上げたマーブルクルートは、４つの味わい。ティータイムに、お届けものに。

Price list（価格はいずれも税込）
●マーブルデニッシュ
祇園辻利抹茶あん 1155円

京都三色 1050円

ショコラ・ショコラ 1260円

いちじく＆チョコ 1260円

和栗のモンブラン 1680円

●マーブルクルート
プレーン／5枚入り 525円

キャラメル、抹茶、ショコラ／5枚入り 630円

HEART OF 
GRAND
MARBLE

GRAND MARBLE Journal

震災によってあらためて深く胸に刻まれた、ありがとうの心と、人との絆

中身も「宝石」であるために
グランマーブルの、クリーンネスへの思い

～ブライダルスタッフの独り言～

『おめでとうの風景』

Column

東日本大震災で被害を受けた北関東地方の、あるホテルでの
お話をご紹介します。
ホテルではロビーも結婚式場も、被災された方の避難場所とし
て開放され、結婚式のために用意されていた食料も、すぐさま
救援物資に提供、迅速な対応によって、およろこびの場は、温
かな支え合いの場になりました。それを可能にしたのが、ここで
「おめでとう」がつないで来た、お客様とホテルとの信頼と心の
結びつきでした。
被災地ではまだまだ深刻なダメージが残り、人の心も曇りがち
ですが「こんな事態だからこそ、楽しい結婚式を演出すること
が我々の役目。幸せのシーン作りで、被災地を元気にしたい」
と、そのホテルのブライダルスタッフは笑顔で語っていました。

「およろこびの場が、
支え合いの場になった日」

日頃、グランマーブルを支えてくださっているお客様、関係各所
の皆様に、心からのお見舞いと恩返しの気持ちをお届けしたい。
そんな思いと一緒に、マーブルデニッシュやミネラルウォーターを
被災地へお届けし、微力ながら、支援物資としてお役立ていただ
くことができました。

震災直後から、東北、北関東方面に向かっていたデニッシュは
急きょ救援物資に。また、茨城県にある株式会社ヤマト運輸様
の営業所では、交通が遮断されて身動きが取れなくなってしまっ
た方々 の食料へと活用していただくなど、私たちは支援活動の間
に、人のお役に立てることの意義を深く感じることができました。

また、支援活動は、たくさんの方 の々ご尽力があってこそ実現で
きるということをあらためて学びました。ミネラルウォーターの発送
では、少しでも早く被災地へ到着できるように、地理的に被災地

に近く、日頃から親しくお付き合いさせていただいていた、富山県
の株式会社宝水様にお願いしましたが、ライフラインも交通もダ
メージを受けた中で、水の確保、運搬に多大なご尽力をいただき
ました。
このほかにも、お力をお貸しいただいた数多くの方 、々関係各所
の皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

現在、グランマーブルでは、直営店舗に募金箱を設置していま
す。こちらでも募金をしていただいたお客様から温かい心遣いを
日々 感じ、人として、企業としての姿勢を新たにする思いです。

「贈る文化、贈るきもち」を大切にして来たグランマーブルは、こ
れからも被災地の一日も早い復興を願い、そのために何が出来
るかを考え、皆様とともにがんばってゆきたいと思っています。

プレゼント！

がんばる気持ちが大切に思える
このごろです。身近な誰かに、ま
たは自分に贈りたい「はげましの
メッセージ」を募集いたします。 
応募いただいた方の中から、15
名様に、直営ショップ限定のマ
ーブルデニッシュ「ビジュ」、ほか
1本をプレゼントいたします。

★P5で紹介したLoveさんから、Loveベアー（オリジナルグッズ）
携帯クリーナーを3名様にプレゼントします。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、
「Love携帯クリーナー」とお書きいただき、ご応募ください。

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、「はげましのメッセージ」をお書きください。文字数は自由です。
※当選者にはご連絡の上、賞品をお送りします。

 

応募先（共通）：グランマーブル京都本社（住所はｐ７）グランマーブルプレス・
プレゼント係
締切 2011年12月31日

MARBLE DANISH ●マーブルデニッシュ 
新しいおいしさのイースト菓子、マーブルデニッシュ。その人気の秘密は、さまざまなフレーバー。定番のほか、季節限定のマー
ブルデニッシュも登場します。グランマーブルが誇る豊富なフレーバーのバリエーションを、ぜひお楽しみください。

グランマーブルの数多くのフレーバーの中でも、和のテイスト香る、
人気アイテムです。京都の老舗「祇園辻利」のお抹茶を練り込んだ
生地にあんこをたっぷり。コーヒーや、あたたかい緑茶とともに。

［表紙の味］

祇園辻利抹茶あん

あるお客様からメッセージをいただきました。
「家族でクルマで大阪に行った折、道頓堀へ行く途中で、
駐車場にクルマをとめようと周防町を通りがかりました。そ
の時、たくさん並ぶお店の中で、とても熱心に窓を拭いて
お掃除をしている女性の姿が眼にとまりました。『素敵なお
店…』と思ってよく見ると、見覚えがあります。そこが、テ

レビで紹介されているのを見て、行きたかったグランマーブ
ルのショップだと知って、とても感動しました」。
「ビジュ ド グランマーブル周防町」では、毎日、窓も壁も
床も、手で拭き掃除をしています。ショップがあるのは大阪・
ミナミの繁華街。賑わう街の中で、姿も中身も輝くビジュ＝
宝石であるために、いつもキレイでいたいと思っています。

東日本大震災で被害に遭われた皆様、ならびに関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

各種詰め合わせもご利用ください。

災害備蓄用のミネラルウォーターが詰まった段ボールには、5年先の賞味期限の
年が一目でわかるよう記載されています。写真の2016という数字は2016年まで
飲用できるという意味です。このほか災害用伝言ダイヤル（171）のご利用方法、
防災情報提供センターのＱＲコードが、もしもの時のために記載されています。

ヤマト運輸様から、お礼にいただいた宅急便のトラックの模型。災害を機に生ま
れた心の交流の、一つの形です。

がんばっている誰かに、自分に、
「はげまし」のメッセージをお寄せください
直営ショップ限定デニッシュをプレゼント！

皆様からお預かりした善意は、日本赤十字社などを通し、被災地支援に寄付さ
せていただきます。

15名様に
プレゼント

（写真はイメージです）

株式会社宝水様は、北アルプス立山
連峰の清らかな雪どけ水を、立山連
峰のふもとで直ちにボトル詰めし、販
売している会社です。通常のナチュラ
ルミネラルウォーターのほか、5年の
保存ができる災害備蓄用商品も全国
に販売されています。写真は通常商品
の2リットルボトル。

株式会社　宝水
Tel:076-462-2360
http://housui.jp/
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