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「秋は、抹茶のお正月」
◆第4回

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

MACCHA STORY by GION TSUJIRI

「お茶の季節」、いつだと思われますか？
お茶のシーズンとして思い浮かぶのは、新茶の出る5月。摘みた
てのフレッシュな葉が煎茶として最初に出回る時期です。茶の湯
の世界では、11月が、新たなお茶を用いる始まり、つまりお正月
なのです。春に摘んで、碾茶（てん茶）にされたお茶は、いった
ん茶壺にしまわれ、寝かされます。壷と蓋とは美濃紙で糊付けで
封印され、11月にその蓋を開けて新茶を出すことを「口切り」とい
います。この茶を石臼で挽き、初めて客人をもてなすのが「口切り
の茶事」で、茶の湯の世界ではもっとも厳粛な茶事です。壷の中
で夏を越してまろやかになったお茶への期待と感謝を感じながら
いただく一服。気持ちも引き締まる、抹茶のお正月です。

カレー・クロックムッシュ

そのままでもおいしいマーブルデニッシュですが、ひと工夫す
ると、思いがけないバリエーションを発見できます。このコー
ナーでは、簡単にできるマーブルデニッシュのアレンジレシピ
をご紹介します。手作りで、あなただけのマーブルデニッシュ
の新しい味に出会ってください。

◎用意するもの
マーブルデニッシュ「プレステージ」約2.5cm　2枚
カレー 大さじ8杯
モッツァレラチーズ 50g（とろけるチーズでも）

RECIPE

ドールも踊る…
アートなウインドウに、ご注目
シーズンやイベントごとに、ご来店いただくお客様や道行く
人たちの眼を楽しませている、グランマーブルのショップウイ
ンドウ。大阪、京都の2つのショップで春に展開していたディ
スプレイは、デニッシュのボックスからバラの花が飛び出し、
かわいいドールが戯れる、小さなファンタジーワールド。グラ
ンマーブルのショップでは、都会の中のウインドウに、季節ご
とにさまざまなドラマを描いてゆきます。ご注目ください。（ビ
ジュ ド グランマーブル周防町、ル・グランマーブル カフェ 
クラッセ／ショップデータはｐ7）

季節限定のマーブルデニッシュに加え、さらにプレミアムな、
大阪地区の直営ショップ限定デニッシュが登場。「ビジュ」
（1470円・税込）はその名の通り、宝石のようにとりどりのド
ライフルーツがちりばめられた、夢のようにラグジュアリーなデ
ニッシュです。大阪のブーランジェリーカフェ シャンブル ド グ
ランマーブル、サロン ド グランマーブル堂島、ビジュ ド グラ

ンマーブル周防町だけの販売です。また京都のル・グランマ
ーブル カフェ クラッセでは、7月1日～8月31日まで「祇園辻利
濃茶」（1260円・税込）が登場するほか、秋にも新商品を予
定しています。ショップだけで出合えるおいしさ、どうぞお見逃
しなく。（ショップデータはｐ7）
※店頭販売限定のため、発送は承っておりません。

LIMITED
DANISH

DOLL×
DISPLAY

ホワイトボックスに包まれた
直営ショップ限定デニッシュ

EN・MUSUBI　
想いはメールよりも恋文で…
隨心院の「小町便箋」
京都、山科の隨心院は、正暦2年（991）創建の古刹。寺院
のある「小野」という地名からも察せられるように、美貌の誉
れ高い平安時代初期の才女、小野小町ゆかりのお寺です。
ほんのりピンクの小町便箋で一筆したためれば、歌の才能で
男性をとりこにした小町にあやかって、気になる人のハートを
つかめるかもしれません。
●京都市山科区
小野御霊町35
http://www.
zuishinin.or.jp

直営ショップ限定のデニッシュは、ホワイトボ
ックス入り。持っていること、差し上げること
がちょっと特別に感じられるルックスです。

シーズンごとに展開される、グランマーブルのオレンジボックスを舞台にした、小さ
なファンタジー。イマジネーションが広がります。

ドライフルーツを織り込んだ、彩りも豪華な「ビジュ」。 直営ショップ限定デニッ
シュの詳細は、店頭、ホームページでチェック！

キラキラボトルがまぶしくて…
眼にものどにもおいしい水
グランマーブルのショップで、なんともオシャレな水を発見。
格子模様が立体的に浮かびあがるデザイン性の高いシェイプ
は、神戸ポートタワーをイメージしたもの。ボトルの中身は、名
水100選に選ばれている布引の水。ボトルがスタイリッシュ過
ぎて、捨てるのがもったいない？ご安心を。このボトルは通常
のペットボトルよりもずっと頑丈で、飲み終えたあと再利用も可
能です。315円、コースター付き1300円（いずれも税込）。（グ
ランマーブル全店で取り扱い／ショップデータはｐ7）

STYLISH
WATER

扇子に乗せるメッセージ
熱くてクールなチャリティ・ファン
京扇子の老舗、白竹堂は、アーティストとコラボレートしてメッ
セージやイラストを添えたオリジナル扇子を制作。売り上げを
東日本大震災の被災地へ寄付するチャリティを行っています。
過去にも奥尻島沖地震、阪神大震災でアーティスト扇子による
チャリティを実施してきました。今回の参加アーティストは泉谷
しげる、LOVE PSYCHEDELICO、斉藤和義ほか10名。
涼しい風と被災地への熱いハートを伝える扇子です。
●京都市中京区麩屋町通六角上ル白壁町448
http://www.hakuchikudo.co.jp

CHARITY
FAN

◎作りかた

LEDを内蔵したコースターの上に置くと、イルミネーションが輝きます。キャップマーク
デザインはDior、Nike+などで活躍するキャラクタークリエイターTAROUT。

TARTINE
カラフルなポンポパリが
彩りあふれるタルティーヌに
ビーツを練り込んだピンク、ホウレン草を練り込んだグリー
ン、パンプキンを練り込んだイエロー、そしてプレーンな白。
かわいくてカラフルな４色のプチパン、ポンポパリがフランス
式のオープンサンド、タルティーヌになりました。トッピングの
取り合わせは、季節の野菜とスパイス、チーズなど、どれも小
さなオードブルのような繊細さ。色彩とおいしさのハーモニ
ーをお楽しみください。1個290円（税込）。（ブーランジェリー
カフェ シャンブル ド グランマーブル／ショップデータはｐ7）

FESTIVAL
時代祭に込められた、
故郷への愛と、絆へのエール
10月に開催される京都三大祭り・時代祭は、実は明治28年
（1895）、市民で組織された平安講社によって始まった、まだ
時代の浅いお祭りです。当時、京都の人たちは、東京に首都
が移ってしまったことで意気消沈していました。祭りのハイラ
イトにきらびやかな時代装束の行列が企画されたのは、市民
が古都の誇りを取り戻せるように、という思いがあったのでし
た。お祭りには、土地への誇りと絆を強める役割もあります。
この秋、日本各地で開催されるお祭りが、みんなの心を晴れ
やかにしますように。
●10月22日（雨天順延）時代祭有料観覧席2000円（指定席・
パンフレット付き）Tel.075-752-0227（京都市観光協会）

左から、ゴマベシャメルとレンコ
ン、ひじき、パプリカ、インゲン／
クリームチーズ入りカボチャのサ
ラダとベーコンチップ・アーモン
ドのせ／キャベツとキノコのアン
チョビソテー、タップナード／ベ
シャメルソースとジャガイモ明太
子ソース、ピンクペッパー（トッピ
ングは季節によって変わります）

1 約2.5cmにスライスしたプレステージの片面にカレーを塗ります。
2 チーズをたっぷりと乗せます。
3 オーブントースターに入れてこんがり焼きます。

カレーの辛さと、プレーンなマーブルデニッシュ「プレステージ」の
ほんのりした甘さがマッチしたおいしさ。朝食にも、サラダを添えて
ランチにも。残りものもおシャレにアレンジできます。カレーやチー
ズの量はお好みで。グラタンや、ミートソースでもおいしいですよ。

小町便箋と小町封筒のセット
700円（税込）（筆は商品に含み
ません）。

写真は白竹堂の通常商品の扇子「優香」（10500円）。白竹堂本店の他、新宿高
島屋、銀座三越、阪急うめだ本店でも取り扱い予定。各種限定500本、2000円。
（いずれも税込）
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Profile 祇園町の芸妓・真筝とミュージシャン、二つの顔を持つアーティスト。シン
ガーとして先頃ジャズのアルバムを発表。好きなデニッシュはくるみキャラメル。

Profile 19歳でモデルデビュー。パーソナリティー、ファッションプロデューサーもつと
める、大人の女性のカリスマ。通称「マエノリ」。好きなデニッシュはDoji フロマージュ。

梅小路にある蒸気機関車館では実際
にSLに乗って走ることが出来ます。の
りばに停車中の一場面。この館では機
関車の方向転換なども見ごたえがあり
ますし、見所満載の楽しい場所です。
機関車ってなんだか生き物みたいにそ
れぞれ個性があって好きです。今春の
展覧会も汽車がモチーフでした。

Profile 1978年生まれ。イラストレーター、絵本作
家、挿絵画家として活動する傍ら、京都の荒神口に
ある古本屋＆ギャラリー「Hedgehog Books & 
Gallery」を拠点に個展やブック制作などを行う。
http://www.junaida.com

リスナーが悩んでいたら、時には冗談めかして気分を変えてもらう方が私のスタイルかもしれません。落ち込みの理
由によって励まし方も色 で々す。やみくもに"がんばれ”エールは送りたくないので、しんみりソングはあまりかけませ
ん。パンキッシュにThe Vinesの「Get Free」で頭の中を空っぽにして心を解き放ってもらうのがベストかな！

落ち込んだメッセージを頂いたとき、まずは、なるべくリスナーの方との気持ちを近づけるようにします。そして、自分の
思いを押し付けることのないよう、できるだけ寄り添うことを第一に考えています。無名で売れない頃のことを歌った
Billy Joel 「Piano Man」、優しい光が差し込んでくるようなCarole King 「Way Over Yonder」がおすすめ。

GRAND MARBLE ENTA!
グランマーブルは、おいしさと感動を伝えるひとつの形として、エンタテイメントを応援しています。
音楽、舞台、ラジオ番組、そしてアート…etc.。伝統と創造の街・京都から、フレッシュな才能を発信していきます。

Art
Radio

Music

アートとクリエイションの集う「公園」、Gallery PARC

Sweet’n marble loversに、前田典子さん登場！

駆け抜ける「リトルガール」に注目 miwa

Sweet'n marble lovers α‐STATION FM KYOTO（89.4MHz）
●毎週木曜日  21：00～22：00  前田典子・MAKOTO

FM802（80.2MHz）
●毎週金曜日 13：20～13：40

clip your heart

グランマーブルが、若手アーティストを中心とした発表の場と
して、その活動をサポートするGallery PARC。好評のうちに
オープン1年を迎えました。京都のメインストリート三条通
で、さまざまな展覧会やイベントを開催しています。
「ゆったりした広さで、外光も採り入れられるため、絵画だけ
でなく大型の立体作品も展示できるので、様々なクリエイシ
ョンを手がけるアーティストにとって貴重な空間です。若い学
生の皆さんの作品から、京都造形芸術大学、京都嵯峨芸術
大学、成安造形大学、京都芸術センターなどへの協力によ
る展覧会も行っています。カフェで寛いだあとに構えずに見て
いただける“ものづくり系”の展覧会や、ライブも楽しんでい
ただきたいですね」と、ディレクターの正木裕介。
ギャラリーの名前のPARCは、フランス語で「公園」。いろい
ろな作品、刺激と発見と出会える、公園のような場所であり
たいと思っています。今後もご期待ください。
●Gallery PARC　会期中は11:00～19:00  月曜休
スケジュールはホームページで。
http://www.grandmarble.com/parc/

Sweet ’n marble loversに4月から登場の前田典子さん。
MAKOTOさんと大人のガールズトークが花咲きました。
前田　芸妓さんの世界って長い年月をかけて磨いてゆかれる美
の世界ですよね。モデルも、長年続けてゆくには、中身をギュッと
濃くしてゆかないと残って行けない世界です。
MAKOTO　ずっと美しさと輝きを失わない秘訣って？
前田　それは…「見て見てオーラ」を出すこと。子育てや家事で忙
しくても、たまにはヒールをはいて外出して、道行く人に「私を見
て！」と胸を張って歩いてみるんです。
MAKOTO　緊張感をキープすることですね。
前田　大人だからこその表現ってあると思います。この番組でも
母として、妻として、いろんなことを伝えたいです。

2010年のデビューから1年。149cmの小柄なルックスから放た
れるパワフルでエモーショナルな歌声で衝撃を与えた女性ア
ーティスト、miwa。期待のファーストアルバム「guitarissimo」
を4月に発表し、オリコン初登場１位を獲得。全国のファン待
望のライブツアーに出発しました。「ツアーでは、シングル曲だ
けでなく、アルバムの曲やカップリングの曲も一生懸命作って
いるので、ステージではそういう曲もしっかり届けたいと思いま
す」。高校生時代、自らライブハウスにブッキングして歌い始め
たmiwaにとって、ライブは自分の原点。「ツアーやフェスでは
バンド演奏していますが、今年は原点である弾き語りライブで
も全国を回れればと思います」。
6月にはシングル「441」も発表し、ノリに乗る今年。リスナーの
心にまっすぐ届く歌づくりは変わらない。「歌のインスピレーシ
ョンは、日常生活から得ることが多いですね。いい歌を作るた

めに大切にしていることは色 あ々りますが、自分に正直である
事がいちばん」。リトルガールの大きな羽ばたきに、注目。

©junaida

まるで、
生き物みたいな
蒸気機関車

KYOTO 
by junaida

山添まり
Profile 東京出身、ウエストコー
ストからロンドンパンク、ブリッ
トポップまで幅広い選曲で人
気。好きなデニッシュはりんごと
くるみのプリンデニッシュ。

フジイフシキノによる「モスリンの服」展(4/29～5/15)。ウールを平織りした布、モスリ
ンをテキスタイル作家・藤井良子が手染めし、服飾作家・伏木野芳が洋服に仕立て
た作品。 展示された生地とカタチを選び、自分だけの一着をつくってもらうことも。

2011年の5月に開催されたGRAND MARBLE presents Free Live [contact]
（主催:株式会社グランマーブル） 。中野公揮 (piano)+笹森壮大 (cello)+橋本翔太
(guitar) のトリオがギャラリー空間でライブ。

※展覧会の内容・日時は予告なく変更する場合がございます。

7/6～7/24
成安造形大学主催による幅広いジャンルからの学生によるグループ展。

7/26～8/7
「瓜生祐子展」（ペインティング）
夏休みに京都芸術センターで開催される「お菓子」がテーマの「Sweet 
memory-おとぎ話の王子でも」展の関連展覧会。

8/9～8/21
京都造形芸術大学大学院生7名によるグループ展。

8/23～9/4
京都造形芸術大学主催によるプロダクトデザインのグループ展。

秋には京都市など主催の「KYOTO EXPERIMENT」の関連企画写真展
や、 2011年にPARCがプッシュする美術家・國谷隆志によるネオン管を用
いた大型のインスタレーション展示、文化庁などの主催により全国を巡回す
る「メディア芸術祭」京都展の関連展覧会として、一般公募によるメディア
アート作品展示や、昨年に好評を得た美術家・ヤマガミユキヒロの新作によ
る展覧会を今年も開催するなど、今後も様々な展覧会に取り組みます。

Gallery PARCでこれまでに開催された展覧会とイベント

Gallery PARC今後のスケジュール

MAKOTO 前田典子

ジャズナンバー11曲を収 録した
MAKOTOのニューアルバムがリリースさ
れました。付属ブックレットには、歌詞へ
の思い入れを綴ったテキストやポートレイ
トが満載。MAKOTOの音楽への思いを
感じながら聴いてみたい一枚です。ライ
ブ情報はhttp://www.jazzbar96.com
「Makoto Sings Jazz」3000円（税込）
CHIMA LABEL 
問い合わせ先：大阪Jazz&bar96 tel.06-6341-0096

MAKOTOのニューアルバム
「Makoto Sings Jazz」が発売！

グランマーブルがお届けしているラジオ番組。今回はパーソナリティーに、「はげましの音楽とメッセージ」について聞いてみました。

FM COCOLO（76.5MHｚ）
●毎週月曜日～木曜日 15:00～15:10

Blooming heart MEME
Prof i le 神戸出身。ヨガ、ス
キー、音楽と幅広いトピックス、
そして妻、母としてのリアルトー
クが人気のパーソナリティー。
好きなデニッシュは京都三色。

Profile MISAKI（1991年大阪生まれ）
とSTEPHANIE（1989年東京生まれ）
のガールズヴォーカルユニット。
http://www.love-ldh.jp

ニューアルバム
「つながるキモチ」
AICL-2246
2500円(税込)

2010
7/6～7/30
「GRAND MARBLE presents アートでおもてなし」
陶器・漆・絵画作品によるグループ展。

8/2～8/31
「顔魂 KAODAMA in KYOTO MACHINAKA SQUARE TATUYA ISHII」
石井竜也によるオリジナルの立体造形「顔魂」。（主催：Leaf）

10/1～10/24
「メイド・イン・ニッポン─染織［モスリン］の森」（染織）

10/28～11/23
「GOLD SEES BLUE_KYOTO」田中和人展
京都市などの主催による舞台芸術祭「KYOTO EXPERIMENT」の関連
企画。写真家・田中和人の展覧会。トークイベントなども開催。（主催：
KYOTO EXPERIMENT）

12/1～12/26
PARC_ Creator Support Project#01　
「Sampling Your Memory
ヤマガミユキヒロ展」（インスタレーション）

2011
1/11～1/23
「GUTIC STUDY@Gallery PARC Toshiaki YAMAOKA Exhibition」
（インスタレーション）

1/26～2/13
PARC_美術・芸術大学サポートプログラム 「Un autreamour - もうひと
つのアムール 楠本孝美×但馬摩衣子」（版画）（主催：成安造形大学）

2/19～3/4
PARC_美術・芸術大学サポートプログラム 
「LIVE ART」
長唄三味線や DJ、ポップスにあわせ、観客を
前にライブで絵を描くライブペインティングイ
ベント。（主催：京都造形芸術大学）

3/12～3/27
PARC_美術・芸術大学サポートプログラム 
「京都嵯峨芸術大学の陶芸」展
伝統工芸やクラフト、現代美術表現、7名によ
る陶芸作品展。（主催：京都嵯峨芸術大学）

切ない女の子の気持ちを歌って人気急上昇のガールズヴォーカルユニッ
ト、Love。声の質も性格もまったく違う２人。「個性を出しながら歌うから、
２人の世界が生まれると思う」（STEPHANIE）。「その違いが上手く行く
秘訣。笑いのツボも、好きな食べ物も一緒だけど、好きな男の子のタイプだ
けが違う…（笑）というのも、仲良しでいられる理由かも」（MISAKI）。「歌
で、友達や家族への愛を伝えたい」（STEPHANIE）。

ガールズユニットで魅せる、
パワフルステージ
Love

二十歳のリアルヴォーカルの
ピュアな歌声 菅原紗由理

Profile １９９０年生まれ。２００９年４月、ミニアルバム「キミに贈る歌」でメジャーデ
ビュー。http://sugawarasayuri.jp/

3rd mini album
「Forever...」
初回生産限定盤
FLCF-4391 
2000円（税込）
通常盤 FLCF-4392 
1500円（税込）
（2011年7月20日発売）

少女と大人の間で揺れ動く心を繊細に表現した20歳のリアル・ヴォーカ
ル、菅原紗由理。高校へはバスケットのスポーツ推薦で入学したというスポ
ーティーな一面も。「ライブでは、きっぱりとしたトークが歌とギャップがある
といわれるけれど、どちらも自分の等身大」。目標は、聴いてくれる方の心に
少しでも届けられるような歌を歌うこと。
「歌を一生歌ってゆくという決意を胸に、ジャンルを問わないで沢山の音楽
を聴き、吸収する日々 です」。

Profile 1990年、葉山生まれ。高
校時代にオリジナル曲の弾き語
りでライブ活動をスタート。2010
年デビュー。第25回 ゴールドディ
スク大賞　ザ・ベスト５ニュー・ア
ーティスト受賞。ラジオ「miwaの
オールナイトニッポン」に出演中。
http://www.miwa-web.com/

プレゼントあり！ P6参照

「モスリンの服」展

3/29～4/10
武田梨沙「neither truth nor fiction」
（テキスタイル）

4/15～4/24 
「parts – 芝本繭子個展」（ペインティング）

4/29～5/15
「モスリンの服」 fujii+fushikino［フジイフシキノ］（テキスタイル＆服飾）

TOPICS!

5月に京都の新風館でミニライブを披露。透き通った歌声と自然体のトークで会場
を一つにしました。

ニューシングル
「441」
SRCL-7667
1223円 (税込 )
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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

御池通

三条通

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

●ジェイアール京都伊勢丹 7/1～31  ●ながの東急百貨店 7/7～13  ●京都駅コンコース 8/1～31
●伊勢丹新宿店 8/10～16  ●京王百貨店新宿店 9/28～10/4

このほかの予定は、WEBをご覧ください。http://www.grandmarble.com

Selection GRAND MARBLE

GRAND MARBLE Stores

〒604-8082
京都市中京区三条通御幸町 弁慶石町48
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
ショップ 11：00～20：00
カフェ 11：00～19:00（LO18：30）無休

ル・グランマーブル
カフェ クラッセ

〒601-8182
京都市南区上鳥羽北島田町93
Tel.075-682-3900
商品購入受付時間
10：00～18：00
無休
※ショップではないため、ご購入希望の方は
　事前にご予約ください。

グランマーブル京都本社
レセプションルーム

〒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「心斎橋」駅6番出口約10分
南海本線「難波」駅約10分
地下鉄堺筋線「日本橋」駅約8分
Tel.06-6213-1450
12：00～25：00 日祝休

ビジュ ド グランマーブル
周防町

〒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.06-6345-5166
11：00～24：30
土・日・祝休

サロン ド グランマーブル
堂島

〒541-0044
大阪市中央区伏見町1-1
ホテルブライトンシティ大阪北浜1F
地下鉄堺筋線「北浜」駅5番出口約1分
京阪本線「北浜」駅28番出口約5分
Tel.06-6209-3711
7:00～20:00 LO19:30
（土～19:00 LO18:30、日祝～18:00 LO17:30）

ブーランジェリーカフェ
シャンブル ド グランマーブル

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/

from
customer
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