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(USA)

ファイブ  アンド  テン おすすめ！

海外ブランド図鑑！

'カエルス & ザリザ
リ' 

第10章掲載!!

Green Gate グリーンゲイト (Danmark)
ノスタルジックな花柄やストライプを、北欧らしいモダンさで仕
上げているコペンハーゲンのブランド。魅力的なテキスタイルの
食器で料理や家事も楽しくなりそう。HPも楽しい！

Pip Studio ヒップスタジオ (Holland)
きれいな布地やかわいいキリヌキ。女の子が集めているものが、
そのまま雑貨になったようなスイートな製品が勢揃いしています。
どこか懐かしい印象で、世代を超えた魅力が特徴。

Reisenthel ライゼンタール (Germany)
オシャレでハイセンス、なおかつ丈夫！ そんなショッピングバ
ッグならここ！ショッピングからトラベル、インテリアまで展開
するドイツのブランド。シンプルさと機能性は天下一品！

GUND ガンド (USA) 
骨抜きにされそうにかわいい子から「ウオオオオオ！」と吠える
恐竜まで、色々揃っているUSAのぬいぐるみブランド。Five & 
Tenおすすめは、クマなのに猫背なコ。癒し系笑顔に癒されて！

Punch Studio パンチスタジオ (USA)
２０世紀初頭の佳き時代を偲ばせる、レトロテイストなモチーフ
でおなじみのアメリカのブランド。ロマンティックなカードやボ
ックスなど、どれもみなコレクションしたくなる！

Froy & Dind フロイ＆ディンド (Belgium)
レトロな絵本のようなモチーフが特徴の、ベルギーのブランド。
ヨーロッパのノミの市に並んでいそうな缶やボックスは、コレク
ターが多いのもうなづける独特のカワイサです。

Liberty Fablic リバティーファブリック (UK)
英国を代表するテキスタイルのブランド。２５０年も前に生まれ
た花柄、リバティプリントは今なお新鮮な魅力を放ちます。Tシ
ャツやジーンズにリバティのバッグやハンカチが似合う！

JELLYCAT ジェリーキャット (UK)
ロンドン発のぬいぐるみブランド。英国流ちょっとブサカワな表
情がたまらなくキュートな子たちは、触り心地も抱き心地も抜群
のソフトさです。冬の夜には心温めてくれますよ。
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ラブリーでキュートなぬいぐるみから、
レトロでオシャレな雑貨や食器など。
Five & Tenで人気の海外ブランドをご紹介
します。公式サイトも必見！

http://www.punchstudio.com/ http://www.greengate.dk/

http://www.froydind.be/

http://www.liberty.co.uk/fcp/
departmenthome/dept/fabrics http://www.reisenthel.com/en/index.html

http://www.gund.com/

http://www.jellycat.com/productsUK.html http://www.pipstudio.com/

(欧米集)

!"#Punch Studio 3in1 ペーパーボックス［twilight］5,670円(税込)／!$#% Green Gate ラテカップ (左のカップ) 1,470円(税込)・フレンチボウルS (右のボウル) 1,365円(税込)／!&#%
JELLYCAT ぬいぐるみ BASHFUL うさぎ［大］各2,940円 (税込)／!'#%Pip Studio  正方形クッションChinese Rose Yellow 2,000円(税込) ／!(#%Liberty Fablic リバティプリント ブックカ
バー E 1,575円(税込)・大判ハンカチ D 1,050円(税込)／!)# Reisenthel ミニマキシショッパー.エコバッグ 840円(税込)・ミニマキシショッパーL.エコバッグ(中央の筒型)1,470円(税
込)／!*# Froy & Dind  ランチボックス［デート］3,045円(税込)・ 長方形バンビ親子 1,470円(税込)／ !+# GUND Snuffles クマ［グレー］ 3,780円(税込)
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http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=JELLYCAT&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=Pip+Studio&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?mode=grp&gid=160326&sort=n&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=%A5%E9%A5%A4%A5%BC%A5%F3%A5%BF%A1%BC%A5%EB&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=GUND&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=%A5%D1%A5%F3%A5%C1%A5%B9%A5%BF%A5%B8%A5%AA&from=pdf
http://www.gund.com/
http://www.froydind.be/
http://www.reisenthel.com/en/index.html
http://www.jellycat.com/productsUK.html
http://www.pipstudio.com/
http://www.punchstudio.com/
http://www.greengate.dk/
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 「魔法のランプと
コオロギの夜」
　カエルスとザリザリの住んでいる森も、もう
すっかり秋です。木々は色づき、空気もひんやり。
長い冬のはじまりを感じさせます。
　そんな１１月のはじめ頃。イギリスの晩秋の
風物詩がガイ・フォークス・ナイトのイベント
です。ガイ・フォークスは４００年も前に議場
に火薬をしかけて国王を暗殺しようと企んだ男。
実行する前に逮捕され処刑されたのですが、そ
の後４００年を経ても彼の名を冠したイベント
が行われています。数日前から子どもたちは、
手作りした人形を街角に置いて「ガイのために
ペニーを(イギリスの通貨で１ペニーは現在、２
円くらいの感覚 )」とお小遣いを集めてお菓子を
買ったりします。そしてイベントはガイ・フォ
ークスを象った人形をたき火で燃やしたあと、
打ち上げ花火でクライマックスを迎えます。花
火を見にくる見物客のため、会場には温かい食
べ物や飲み物を売る店や、雑貨など色々な店が
並びます。カエルスたちが住んでいる森のある
公園でも、毎年、花火大会や市が開かれます。
　夕暮れから市に出かけたカエルスとザリザリは、
広場の周囲に並んだ屋台を見て回りました。た
っぷりの生野菜とケバブを挟んだピタサンドを
頬張り、シナモンたっぷりのホットワインで体
を暖めた２人。今度は屋台のアンティーク店で
掘り出し物探し。さっそくカエルスは、きれい
な青い毛糸のマフラーを見つけました。
 「それは、くまのプーさんが絵本の中で着けて
たやつだよ」
と、アンティーク屋の、サルバドール・ダリそ
っくりの顔をした、ひげのおじさんが言いました。
 「本物？」
 「本物！」とおじさんはウィンクしました。
 「へー、そいつはすごいや。絵本から抜け出し
て来たんだからな」
　ダリそっくりのおじさんが鏡を取り出し、さ
さげるように持ちあげたので、カエルスは首に
マフラーを巻いて鏡に映してみました。
 「イケてる？ ねえ、ザリザリ？」 

　屋台の隅のほうで色々探っていたザリザリは『あ
あ、とってもファンキーで似合うよ』と、カエ
ルスのほうを見もしないでつぶやきました。ザ
リザリの視線を惹きつけていたのは、ほかの古
道具の陰に隠れていた古いランプです。それに
気づいたおじさんは、さすがお目が高いという
風に人差し指を上げて、
 「それはほら、アラジンの、ね」
と言いました。
 「ああ、アラジンの、ね」
 「そいつはきっと駅前のカレー屋のカレーポッ
トだよ」とカエルスが言いました。
　ザリザリは、アラジンでもカレー屋でもいいよ、
ちょうどランプが欲しかった所だと言いながら、
１万円と言い張るおじさんと交渉し、３８０円
まで負けさせて購入しました。
　青いマフラーを巻いたカエルスと、小さな古
いランプを抱えたザリザリは、さらに露店でサ
モサを食べ、さらにワインを飲み、路上でレゲ
エやエレクトリックなどのDJをしている所を回
って踊ったり、秋の夜長をさんざん楽しみました。
仕上げは澄み渡った冬の夜空に浮かび上がる花
火です。ポーンポーンと打ち上がるたびに、飛
び上がって喜ぶカエルス。ザリザリも大きな手
を振って拍手喝采しました。
　花火も終わり、ほろ酔い加減で家路に着いた
２人。ザリザリの家でリンゴ入り手作りホット
ワインを飲みながら、古い小さなランプをこす
ってみました。
 「なんか出て来るかな？」
　出て来たのです。なんと小さなコオロギが。
 「わあ、幸運の使者じゃないか！さすが魔法の
ランプだな」
　イギリスでは、秋のはじめに家の中にコオロ
ギが入ってくると、それは幸運の使者として大
切に扱われます。ピノキオの童話でも、コオロ
ギのジミニー・クリケットは、ピノキオが人間
の子どもになるのを手助けする役目で、いわば
幸せへの案内人といえる存在でした。
 「俺たち、明日の朝起きたら人間になっちゃっ
てたりしてな」
とカエルスがケロケロ笑いました。
 「たまにはいいかも」とザリザリが言いました。
魔法のランプから出て来たコオロギが、それは
それはきれいな声で鳴きはじめました。ワイン
の酔いも手伝い、コオロギのソロコンサートに
聴き惚れ、いつしか寝入ってしまう２人でした。
　ザリザリは夢で、カエルスやコオロギとバン
ドを組んでいました。ザリザリがグルーヴィー
なベース、カエルスはファンキーなギターを弾き、
ボーカルはパワフルなハイトーンで聴かせるコ
オロギ。ブルースハープの熱演付きです。ノリ
ノリでセッションして楽しむ３人。幸福な秋の
夜が更けて行ったのでした。
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Short Story

Online Shop News Topics

「南米のお守り人形」
　ニット帽のちょびヒゲおじさんは、ペルーやボリビ
アで福の神として人気の「エケコ人形」です。欲しい
モノがあったらエケコにミニチュアを持たせると願い
が叶うのだとか。毎年 1 月にエケコと、家や車、家具、
紙幣などのミニチュアが並ぶお祭りがあります。この
福の神、タバコを吸わせると御利益度がアップするん
だそうです。一方グァテマラの「トラブルドール」は、
お悩み解決人形。名前をつけて悩み事を打ち明け、一
晩枕の下に置いて寝るとアラ不思議、翌朝、悩み事は
解決している？ また、ペルーの「チョリータス人形」
は恋のお守り。いつもそばに置けば、恋の応援をして
くれる、かもです。

携帯サイトへは
こちらから
QRコード

http://fiveandten.jp/

バイヤー通信に新メンバー参加！
私たちもセレクトしています！
　春号でご紹介したバイヤー通信のスタッフに、新たに
３人が加わりました。KanはFive  & Ten の大ベテラン、
画期的商品や予想外に便利な商品が得意。パチモトはカ
ワイイ文房具大好き！主にステーショナリー、ファブリ
ックの担当です。加奈はまだ在籍１ヶ月半、グングン吸
収中の新人です。これから色々なおすすめをご紹介して 
いきます。ますます熱いオンラインをよろしくです！

カエルスとザリザリが
ラッピングに登場！
　おなじみのカエルスとザリザリ
がファイブ アンド テンのオリジ
ナル包装紙になりました。プレゼ
ントなどのスペシャルなお品には
無料でラッピングいたしますので
お楽しみに！
＊商品によって包装紙の種類は異
なりますのでご了承ください。

必見！特集ページ
　キュートなウォレットや鳥
モチーフ、ココちゃんやパン
ダグッズ、花模様グッズなど。
シーズンに合わせたおすすめ
をアイテムごとに特集してい
ます。特集ページからもお買
い物いただけます。

Kan
Life Styleへの一押し

パチモト
ほっこり・カラフル

高木加奈
ワクワクできる場所に！！

可愛げがないけど、どこ
か気になる

身近な文具でヤルキUP! 新しいものから懐かしい
ものまで色々な雑貨をご
紹介してゆきます。

おトクなギフトセット
　プレゼントをお探しの時は
もちろん、自分用にもぜひ！
便利でカワイイアイテムをセ
レクトしておトクな『ギフト
セット』にしました。ひとつ
ずつ買うよりおトクですので
ご利用ください。

バイヤー通信
http://buyers.fiveandten.jp/

バイヤーからのオススメ情報 !

Facebook  http://www.facebook.com/fiveandten
ブ ロ グ     http://blog.fiveandten.jp
　　　     http: // twitter.com/5 _and_10

Facebookでお会いしましょう！

幸せを呼ぶと話題の人形、
上：エケコ人形 (ペルー製 ) 
M 1,260 円・L 1,575 円
左：トラブルドール (グァテマラ製 ) 525 円、
トラブルドールは、お人形ひとつで悩み事ひとつ。
右：チョリータス人形 (ペルー製 ) 840 円、
インカの恋のお守り。3人が幸せに導いてくれます。

旅行好きなのでトラベル雑
貨や、コノミのシュールな
商品も押していきます！

ステキな物に囲まれて仕事
してます。そんな楽しい商
品をオンラインでご紹介。

アンティークとファイヤー
キングに夢中。みなさんと
楽しい店にしたいです！

http://www.fiveandten.jp/?mode=grp&gid=182803&sort=n&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?mode=grp&gid=180283&sort=n&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?mode=grp&gid=158644&sort=n&from=pdf
http://twitter.com/5_and_10
http://www.fiveandten.jp/?mode=f2#fiveandten
http://www.fiveandten.jp/?mode=f2#sou
http://www.fiveandten.jp/?mode=f2#khopchai
http://www.fiveandten.jp/
http://buyers.fiveandten.jp/
http://www.facebook.com/fiveandten
http://blog.fiveandten.jp
http://www.fiveandten.jp/
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