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木枯らし吹く日や粉雪舞う夜は、お部屋の中でポカポカ。
アロマの香りに癒されたり、ぬいぐるみに和んだり。
おうちでの時間がもっと楽しくなるアイテムを集めました。

(A)  LONDON BUS MUG  ロンドンバス マグ 840円 (税込)／(B) gla-
dee! ブラウン マトリョーシカ グラス 735円 (税込)／(C) cotton prod-
uct ブランケット ベビー毛布 ひざかけ 女性と猫 2,940円 (税込)／(D) 
ボンローズ ルームシューズ (ブラウン) 2,100円 (税込)／(E) Day Light 
CANDLE アロマキャンドル 各315円 (税込) ／(F) Bible Collection (No-
ble/Sanctuary) アロマキャンドル 各819円 ( 税込)／(G) South Park  サ
ウスパーク チェス 8,926円 (税込 )／(H) CREATURE CARD クリエー
チャーカード 3Dトランプ 977円(税込) ／ (I )  HEM THE MOON お香
スティック (1箱約20本×6箱＝合計約120本入) 1,260円(税込 )／ 
( J )  パンダのお香立て お座り 399円 (税込 )／ (K) RUSS Yomiko ボス
トンテリア ぬいぐるみ（小）1,470円 (税込)

つぶらな瞳のボストンテリ
アのぬいぐるみ。触り心地、
抱き心地満点。寒い夜には
そっと寄り添って暖めてく
れそうな、カワイイ子です。

動物ずきなら
毎晩でも眺めた
くなる楽しいトラ
ンプ。３Ｄなので動

物が大きくなったり小さくなっ
たり。カードは厚手でしっかり。

アメリカの大人向け
人気アニメ、サウス
パークのキャラがチ
ェスになりました！
飾っておいてもカワ
イイ！

ちょっと日本ぽい顔つきの
マトリョーシカ。ドリンク
用にももちろん、普段使い
の指輪やピアスを入れて置
くのにもいいですね。

真っ赤なロンドンバスがマ
グカップに変身！見ている
だけで楽しくなるキュートさ。
飲み物がたっぷり入るサイ
ズでペン立てにもおすすめ！

絵本のようなイラ
ストがおしゃれな、
ハーフブランケット。
高品質で知られる
オーストリア、デ
ヴィッド・フッ
セネガー製。

手編みニットのピンクのバ
ラが爪先で咲き誇るルーム
シューズ。履き心地抜群。
お部屋に帰るのが楽しみに
なるアイテムです。

エキゾチックなパッケージ
が魅力のHEM社のお香。
「月」の香りは甘くてクール。
おトクなボックス入です。

オーガンジーの袋入
りロマンティックな
アロマキャンドル。
爽やかなヒマワリの香り
[Noble]と、甘く濃厚なイラ
ンイランの香り [Sanctuary]。

イギリスやアメリカ製
の天然フレグランスオ
イルを使ったアロマキ

ャンドル。バラ
やラベンダー
の香りで癒さ
れて。

陶製パンダのスティックタ
イプお香立てです。ココロ
を和ませてくれる表情と香
りで、ヒーリング効果抜群！

お部屋がもっと楽しくなるアイテム大集合 !

カエルス
&

ザリザリ
第11章
掲載!!

A B

C

D

E

F

G

H

I J

K

http://www.fiveandten.jp/?pid=15947443&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?pid=23821144&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?pid=35269920&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?pid=15845108&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?pid=30657120&from=pdf
http://www.fiveandten.jp/?pid=34139596&from=pdf
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 「冬の川辺の散歩で
時間をつなぐ橋を渡る」
　新年を迎えた冬景色の公園。カエルスとザリ
ザリは落ち葉の厚い絨毯に覆われて、フカフカ
になった道を歩いて街に出ました。シェパーズ・ 
ブッシュの地下鉄駅からセントラル・ラインに
乗って、一路セント・ポール駅へ。ここはシテ
ィと呼ばれるオフィス街で、セント・ポール大 
聖堂があります。この教会はあのチャールズ&ダ
イアナや最近ではウィリアム&ケイトなど、英国
王室の世紀の婚礼が行われた所です。２人は大
聖堂の大きなドームを見上げながらテムズ川に
向かい、ミレニアムブリッジを渡りました。対
岸にある美術館、テート・モダンに行こうとい
うのです。 川岸に建つテート・モダンの建物は、
元発電所だった古いビル。ミレニアムブリッジ
はその名の通り、2000 年代を記念して建てられ
たハイテクの橋で、なんだかエイリアンが歩い 
ていそうなウルトラモダンなデザインです。か
たや荘厳なゴシック建築のセント・ポール、か
たや20世紀の産業を支えた発電所のレトロモダ
ンなビル、 それを繋ぐ橋は21世紀の最先端技術
とデザインの産物です。
 「18世紀の大過去から21世紀の現在を渡って、 
20世紀の過去へ。この橋は時間の架け橋でもあ
るわけだ」とザリザリがつぶやいています。
　色々な現代美術作品が展示されているテート・
モダンは、元発電所だけあって、一番大きな展
示室は元タービン室だったり、建物自体もおも 
しろいところです。２人は展覧会を見たり、ミ
ュージアムショップでグッズを見たり、最上階
のカフェでお茶を飲み、窓越しのテムズと大聖 
堂の眺めを楽しんだりしました。２人がショッ
プで買ったおみやげは、テート・モダンと大聖
堂の建物がデザインされたキーリング。さっそ
くカエルスはキーを通そうとしましたが、残念！
２人とも家にはカギがないのでした。
　美術館巡りを堪能した２人は、ミレニアムブ
リッジを渡り対岸に戻りました。川岸を散歩し
てバッキンガム宮殿の方角を目指します。淡い
ブルーグレーの空の下、葉を落とした街路樹の

並木が続いていて、モノトーンの写真のように
美しい光景でした。きれいだけれどロンドンの
冬の夕暮れは寒さがグッと来ます。
 「景色を眺めているうちにここまで来たけど、
さすがにのどが渇いたし、あったかい物が飲み
たいし、なんか座りたくなった」
と、カエルスがぴょんぴょん跳ねながら言いま
した。あまり疲れているようにも見えません。
ザリザリは、多分、カエルスは自分を心配して
くれたのかもと思いました。案外友達思いなと
ころもある、ファンキーフロッグなのです。
 「もうすぐ着くからがまんしなさい」
とザリザリは笑っていいました。
　しばらく川に沿って歩いていると、前方右手
にウェストミンスター寺院の時計台、ビッグベ
ンが見えて来ました。対岸にあの大観覧車ロン
ドンアイを望むあたりで２人は右に折れ、セント・
ジェームス・パークを横切りました。小さな屋
台で焼き栗を一袋買って歩きながら食べ、ザ・
マルに出ました。マルはトラファルガー広場か
らバッキンガム宮殿を結ぶ道です。時折、ロイ
ヤル・ホース・ガードの騎兵隊が優雅に馬に乗
っていたりします。ここに来た目的は、ICA（現
代美術館）でショートフィルムを観るためです。
この日は英国の若い映画監督の作品や日本のア
ニメなど、色々な作品が観られるというので、
おもしろい映画が大好きな２人は楽しみに来た
のでした。カフェでホットドリンクを飲んでから、
やっとシネマテークのシートに座った２人。寒
い外から入って来て熱い飲み物を飲み、散歩の
疲れと室内の暖かさで、とてもいい気持ちにな
ってしまいました。ふと気がつくと、なんと・・・
いつしか眠ってしまったようです。すべての映
画が終わってからやっと目覚めた２人。
 「参ったなあ」
 「ああ、でもおもしろかったよ。アマゾンの奥
地で空手を習うなんてさ」
 「それ、キミが見た夢だろう、僕は見てない」
と不満そうなザリザリ。
 「だってキミも習ったじゃない、カラテ！」
 「知らないよ！僕は岩山でお弁当食べてたんだ
から！キミもウマイって食べてたじゃない」
 「それはキミの夢だろ！」
ICAを出た２人は思わず声をあげました。
 「うわあ、雪だ！！」
　道路も木立も建物も、うっすらと白い綿をか
ぶせたような粉雪で覆われています。まるでリ
ズミカルなダンスを踊っているように、粉雪が
空から舞い降りて来ます。
 「なんてきれいなんだろう」
　カエルスはぴょんぴょん跳びはね、ザリザリ
は大きな手で雪を掴もうとしました。映画は見
損ねたけれど、美しい景色の連続だった１日。
２人は幸福な気分で家路に着きました。
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携帯サイトへは
こちらから
QRコード

バイヤー通信
http://buyers.fiveandten.jp/

バイヤーからのオススメ情報 !
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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/
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　今年は龍の年です。風水で龍は強力な運気アップの
アイテム。玄関から入って右側に龍の置物を飾ると、
幸せ運気がアップすると言われます。効果の程は不明
ですが、今年は干支だけに、かわいい龍の土鈴や置物
がたくさん出回っているので、玄関に飾ってみては？
　ところで腰越にある龍口明神社のご神体は龍。その昔、
近隣の人々に恐れられていた暴れん坊の五頭竜が江島
神社の弁天様に恋をして、心を入れ替えることを条件
に弁天様と結ばれたという言い伝えがあります。それで、
江島神社と龍口明神社の２つにお参りすると恋が成就
するのだとか。縁起のいい龍の年に、運気も恋愛運も
アップするといいですね。

新年『お年玉 懸賞』ただいま実施中 ! 
なんと5,000円分のポイントが当たります！ 
辰もビックリなラッキーチャンスに挑戦しよう！
オンラインショップで、一回のお買物合計金額が10,000円以上になると、自動的にエントリーされます。
複数回のご注文で10,000円になる場合はエントリーされませんのでご注意ください。
抽選で10名様に5,000ポイントをプレゼントさせていただきます。

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！

カエルスとザリザリの
トートバッグ新発売 !
　平和な日曜日、カエルスとザリザ
リが池のボートでまったり。そんな 
図柄の、お散歩に持って出かけたく
なるトートバッグが新登場！マチが 
あるので収納力もたっぷり。お弁当
箱とケータイマグまでバッチリです。

カエルス&ザリザリ トートバッグ 各1, 050円 (税込)
綿 100% W36.5×H20×D17cm　持ち手36.5cm

　溝口店の公式twitter、チェックし
ていただいていますか？ 最新の商品
入荷情報やスタッフのイチ押しグッズ、
お得なSALE情報を随
時ツイートしてます！
溝口店twitter アカウントと

QRコード

5_and_10_shop

上：goodluck 
たつのこロンロン 

ストラップ 
451円 (税込) 

 左：HASAMIYAKI 
波佐見焼 白龍 
4,725円( 税込 )    

期間：平成24年1月31まで
当選された方には２月中に会員
登録されたメールアドレスへご
連絡いたします。

「恋するドラゴン・龍のお話」

溝口店のTwitterを利用
しましょう！　

http://www.fiveandten.jp/?pid=37822190&from=pdf
http://twitter.com/5_and_10_shop
http://www.fiveandten.jp/?mode=f13&from=pdf
http://buyers.fiveandten.jp/
https://www.facebook.com/fiveandten
http://blog.fiveandten.jp/
http://twitter.com/5_and_10
http://www.fiveandten.jp/
http://www.fiveandten.jp/
http://www.fiveandten.jp/?mode=f2#sou
http://www.fiveandten.jp/?mode=f2#khopchai
http://www.fiveandten.jp
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