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　Five & Tenから生ま
れた人気キャラクター、
ファンキーなカエルス
と小粋なザリザリの世
界が、そのままマグカ
ップになりました！見
て楽しい、使って嬉しい、
手頃なサイズ。プレゼ
ントにも最適です！

カエルス!ザリザリの
マグカップ新登場 ! !

'カ
エル

ス & ザリザ
リ
'   

第5章
掲載!!

(本誌 2・3p)

　ロンドンの森の中で暮ら
すカエルスとザリザリ。
「The Garden Mug」は そ ん
な２人のファンキーかつナ
チュラルな世界を描いたカ
ップです。花の中で２人が
遊ぶオーガニックテイスト
な「スプリング フィールド」
はクラシックタイプ。２人
がシルエットで登場するス
タイリッシュな「｠ブラック」
「モカ」「ボルドー」はモダ
ンタイプ。全部で 4 種の
「The Garden Mug」で、目
覚めのカフェオレも午後の
ミルクティも、おやすみの
ハーブティも、眠れない夜
のホットワインもおまかせ。
気分に合わせてお楽しみく
ださい。

お求めは Five & Ten 各店、ま
たはオンラインショップにて。
各¥945 ( 税込 )
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ガーデンの池に夏が訪れ、
カエルス、午後の夢に酔う
　青い空、白い雲。待ちわびた夏がやって来まし
た。そう、カエルスとザリザリが住むシェパーズ・
ブッシュの森にも。木漏れ日が揺れる池で睡蓮の
葉に寝そべったカエルスが、レゲエを聴きながら
うたた寝しています。突然、ザリザリの興奮した
声で起こされてしまいました。

「ちょっと、寝てる場合じゃないよ大変だよ！」
「なんだよ、せっかく世界一うまいサマープディ
ングを食べてるとこだったのに！邪魔すんな」
　サマープディングというのはボウルに食パン
を敷き、砂糖煮の赤いベリー類を詰めて冷やした
英国式夏の手作りデザートです。

「そんなもんばっかり食ってるから腹がメタボな
んだよ！しかもサマープディングなんてどこに
もないよ。夢見てただけじゃないか！」
　あたりを見回したカエルスは残念そう。

「ああ、そう。で、なんなの、こんな平和なサニーア
フタヌーンに、君は何をそんなに騒ぐ」
　ザリザリは、一枚の紙をカエルスの顔の上に突
き出しました。

「これ！君、キングなんだってね」
　ザリザリが示したフライヤーを見ると、そこに
は『真夏の夜の夢！レゲエ&ダブ・フェスティバ
ル・イン・シェパーズブッシュガーデン!! 我らのフ
ァンキーフロッグ、キング・カエルスも登場!!』と大
きく書いてあります。
　は？ とカエルスは思うのですが、ザリザリは

「すごいね、カエルス、すごいね！何歌うの、いつ
の間にそんな練習してたの？！」
と興奮しまくりです。
　「ええ、まあ、私の場合は別に・・・特に、練習とか
しなくても・・・」

「そーだよね～・・・ある種の天才だもんね～」
　ある種の、という点にちょっとひっかりました
が、悪い気はしないカエルスでした。

「でも、ライブはもうとっくに始まってるし、カエ
ルス登場は８時だって。もう７時過ぎてる」
　なんですとーーーー。というわけで、２人はさ
っそく、ライブ会場である公園の反対側の森に駆

けつけました。ザリザリは大きなバスケットを持
っています。

「何が入っているの？」
「晩ご飯だよ。サーモンサンドでしょ、エルダーフ
ラワーのハーブティソーダでしょ」
　いつだって君は花より団子と言いながらカエ
ルスは、ちょっとドキドキしてきました。ライブ
で歌う？　わーい、何を歌おう?!! この会場のファ
ンは、どんな曲を望んでいるんだ？
　森の会場ではたくさんの人々が、木陰や芝生の
広場でレゲエのライブを楽しんでいました。ステ
ージの下にカエルスが現れると、ファンもスタッ
フも大喜び。

「待ってました、キング・カエルス！さあ、ステー
ジへ！」
　たちまち舞台上に上げられてしまいます。中央
に進んだカエルスが手をあげると会場は大喝采。
バンドの音とともに「ワンラーブ、ワンラーブ」と
カエルスが歌い始めると、あたりは興奮のるつぼ
です。ステージの前に池があり、その周囲で見て
いた女性ファンが「キング・カエルスーーー！！」
と叫んで池に飛びこむと、みんな一斉に水の中に
飛び込み始めました。泳いでステージに近寄って
来る者たちもいます。

「カエルス、最高!!!」
「カエルス、愛してる！」
歓声や声援の中、カエルスは歌い踊り続けます。

「ワンラーブ、ワンラーブ！」
　お得意のジャンプも出ました。そこでまたファ
ンは大歓声。調子に乗ってもっと大きく、もっと
もっと空高く、ジャンプするカエルス。

「ワーンラーーーーわーーーーー」
　ついに池の中に落ちてしまいました。

「カエルス、カエルス！」
　気がつくとザリザリが顔を覗きこんでいます。

「ああザリザリ、サインはあとでしてあげるから。
まだ僕はアンコールが残っているんだ」

「はあ？何？ほらそろそろフェスティバルに行く
時間だよ。昼寝して池に落ちてる場合じゃないだ
ろ。今日のライブには絶対見たかったアスワドが
出るし、もうそろ彼らの演奏がはじまる時間だ。
遅れちゃうよ」

「え、俺は？？？」
「え、君も行くだろ？」
「出・・・ないの？」
「え？・・・それよりほら」
　とザリザリはバスケットを持ち上げました。

「晩ご飯だよ。サーモンサンドでしょ、エルダーフ
ラワーのハーブティソーダでしょ。デザートはサ
マープディング！向こうで食べようぜ」

「ああ、君のそれは世界一だよ！」
　見上げれば夜8時を過ぎてもまだ青空。白昼夢
から覚めたカエルスにも、英国の夏の１日はなか
なか暮れません。
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Online Shop News

大好評のMIX CD「
not for sale vol.3」

只今5,000円以上お
買い上げの方にプレ

ゼント中 !

　下北沢や溝口でおなじみの雑貨店｠ ファイブ アンド テンの
豊富な品揃えの商品が、オンラインでお買い上げいただけます。
チマタで人気のあの雑貨、あるいは掘り出し物も。ぜひのぞ
いてみてください。

http://fiveandten.jp/

人気モノから噂のレアモノまで。
その探しモノはここで見つけて。

携帯サイトへは
こちらから

QRコード

夏フェスの
シーズン！

雨にも炎天
下にもマケ

ズ、

フェスをも
っと楽しむ

、

アイテムが
揃いました

！
キッドBODY BAG (レッド)
¥3.045 (税込)
お気に入りのバンドのライブ中は、
最前で立ちっぱなし?　そんな夏フ
ェスでの強い味方、ボディバッグ
です。日差しに負けないカラフル
さと、収納力も魅力です！

レインポンチョ 
ブロックチェック 
¥3.400 (税込)
チェック模様がキュー
トなレインポンチョ。突
然の雨もこれなら安心。小さ
くたためるので、アウトドアに
自転車に夏フェスにもおすすめ！

ギターヘッドポーチ 
ギブソン レスポール 
(チークブラウン) ¥1.890 (税込)
大人のロック魂が刺激されるギタ
ーヘッドのポーチです。しかもフ
ァスナーはピック型で、文字は刺
繍というこだわり仕様。夏フェス
にもプレゼントにも最適！

Soft Rubber Boots 
ソフトラバーブーツ 
フェミニンローズ ¥3.800 (税込)
天然ゴムを多く含むので、とって
もソフトな長靴です。くるくる畳
めるので、コンパクトに収納でき、
柄もかわいく持ち運びしやすい、
野外フェスの強い味方!!
S:23 .0cm～23.5cm／M:23.5cm～
24.0cm／L:24.0cm～24.5cm

ペットボトル ホルダー 
(ペプシ／セブンアップ)
 各¥714 (税込)
スタンディングライブの必
需品、ペットボトルホルダ
ー。これはボトルを直接
ベルトなどにつけられる
ので機能的。もちろんレ
ジャーにも大活躍です。

Mr.Men Little Miss
フェイスタオル ¥609 (税込)
真夏の野外の汗対策に、こんなハ
ッピーなタオルはいかが？目印に
もなるし、夏フェスのマストアイ
テムです。首に巻いて、いざ、参戦！

ビーチサンダル (ペーズリー
／ペッツ) 各¥525 (税込)
夏といえば、これ！焼けた砂浜や海
岸は、こんなポップな柄のビーサン
で。海辺や高原の野外フェスも、ビ
ーサンに履き替えのんびり。

アドペンチャー ハット
(べージュ) ¥2.625 (税込)
強烈な太陽の下では、帽
子と水分補給を忘れず
に！熱中症に気をつけ
ながら、フェスを
楽しむために、
こんなハット
がおすすめ！

http://www.fiveandten.jp/?pid=22187936
http://www.fiveandten.jp/?pid=22187936
http://www.fiveandten.jp/?pid=22022080
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=%A5%D3%A1%BC%A5%C1%A5%B5%A5%F3%A5%C0%A5%EB&x=22&y=9
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=%A5%D3%A1%BC%A5%C1%A5%B5%A5%F3%A5%C0%A5%EB&x=22&y=9
http://www.fiveandten.jp/?pid=21209897
http://www.fiveandten.jp/?pid=21209897
http://www.fiveandten.jp/?pid=22368739
http://www.fiveandten.jp/?pid=22368739
http://www.fiveandten.jp/?pid=21947580
http://www.fiveandten.jp/?pid=21947580
http://www.fiveandten.jp/?pid=21162828
http://www.fiveandten.jp/?pid=21162828
http://www.fiveandten.jp/?pid=20344051

