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(Ａ) hoobbe 'Ice Tray' ホービー アイストレー バタフライ・ピンク／735円 (税
込) (Ｂ) PUEBCO 'Artifical Birds Budgie'プエブエコ アーティフィシャル バード・
インコ／各950円 (税込)　(Ｃ) FEEL 'Leaf Pouch'フィール リーフ ポーチ・ライ
トグリーン／2.620円 (税込 ) (Ｄ) gladee! グラディー ベーコン ペンケース／
1.050円 (税込) (Ｅ) CRAFT HOLIC 'Tissue Box Cover'クラフトホリック ティ
ッシュ ボックスカバー EXICO・SLOTH／1.575円 (税込)　(Ｆ) PiP Studio ピッ
プスタジオ ミニマグカップ・レッドxピンク Love Birds ストライプ／2.100円
(税込)　(Ｇ) Big Zipper カラフル ナイロンリュック・Aカラー (レッドxブルーx
オレンジ)／3.465円(税込)  (Ｈ) BENSIMON 'Tennis Lacet Femme' ベンシモン
 ローカット スニーカー・ホワイト／4.200円 (税込)　(Ｉ) FREE FISH フリーフ
ィッシュ ローファー・ブロンズ／3.990円   (Ｊ) カセットテープ ICカードケース
／840円 (税込)  (Ｋ) thermo mug 'Animal Bottle Green' ワニ／2.625円 (税込)

　　　　春のウキウキ気分にピッタリ！
ポップ&キッチュなアイテム集

カエルス
&

ザリザリ
第12章
掲載 !!

Free Paper / Five & Ten

日ざしもキラキラ、花や緑もキラ
キラ。新生活もスタートする輝き
の季節に、カラフル・キッチュ・
ポップな雑貨たちを身の回りにそ
ろえてみませんか？楽しい季節が
２倍ポップに弾みます！

カラフルなバタフライ型製
氷器。羽の部分に水やジュ
ースを入れて凍らせれば個
性的な形の氷ができます。
シリコンなので氷も取りや
すく機能的。

A

とってもリアルなインコの
オブジェ。本物の鳥の羽を
使って造られ、発色もきれ
いです。足がワイヤー入り
なので好きな所に
止まらせてね。

B

超リアルに
再現した葉っ
ぱモチーフのポー
チ。ポップな上に癒
されること間違いナシ！
バッグの中に自然を入れて
お出かけ！

C

思わずかぶりつきたくなるほ
どウマそうなベーコン型ペン

ケース。ペンがしっ
かり６本入る上、
さわり心地も
G O O D 。味
は？お試しを。

D

大人気、クラフトホリック
シリーズから、ティッシュ
箱ケースが登場。これはメ
キシコをイメージしたとい
うコで、ラテン魂でティッ
シュを守ってくれます。

E

ストライプと小鳥と花、
金色のデコが絶妙にキュ
ートなバランスで、とろ
けるほど愛らしいマグカ
ップ。オランダ、ピップ
スタジオから。

F

これぞポップ＆キッチュなデカZIP付き
デイパック。色もカワイイ。ボディの右
サイドにもZIPがあり、お財布やポーチ
が取り出せて便利！

G

飲むたびに疲れが消えそうな癒
し系表情のワニくんサーモマグ。
口の部分がパカっとあいて
ストロー登場。フタを外し
て飲むこともできます。

K

マジメな顔したテ
ニスシューズ。花
柄や大きな水玉の
フリフリしたスカー
トや、タイトなパン
ツに合わせてポップに
履きたい！

H

懐かしのカセットテー
プ型ＩＣカードケース。

チェーン付きなのでスイカやパスモを入れ
てバッグなどに付ければ、改札も楽勝です。

J

メタリック&ゴージャスな
光沢を放つブロンズ色のロ
ーファー。ジーンズに合わ
せてもキュートなミニスカ
ートに合わせても
カワイイ！

I

http://www.fiveandten.jp/?pid=34799922
http://www.fiveandten.jp/?pid=33523950
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=%A5%AF%A5%E9%A5%D5%A5%C8%A5%DB%A5%EA%A5%C3%A5%AF+%A5%C6%A5%A3%A5%C3%A5%B7%A5%E5&x=0&y=0
http://www.fiveandten.jp/?pid=34272464
http://www.fiveandten.jp/?pid=38890152
http://www.fiveandten.jp/?pid=38033607
http://www.fiveandten.jp/?pid=40670724
http://www.fiveandten.jp/?pid=38857099
http://www.fiveandten.jp/?pid=36448979
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 「ロンドンに五輪が
やって来る! ヤァヤァヤァ!」
　春がやってきました。やっと訪れた緑の季節
が嬉しくてたまらないカエルスとザリザリです。
　そういえば、とカエルスがいいました。
「もうすぐオリンピックじゃない？」
「君はホントに気が早いな、開幕まではまだ、
ちょっとあるよ、７月にならないとね」
とザリザリがいいました。
「そうか。ロンドン大会は新しい会場の建築は
なるべく抑えて、できる限り今ある建物や施設
を使って開催するエコ・オリンピックなんだろ？」
「そうだよ。ハイドパークやリージェンツ・パ
ークでマラソンをやったりサーペンタイン池で
トライアスロンの水泳やったりするんだって」
　カエルスはいきなりボーンとジャンプして池
の中に飛び込み、またボーンと戻って来ました。
「なんだって？！！！　サーペンタインで？！
じゃあ、うちの池を貸してやったっていいよ。
この池で水泳大会をすればいいじゃないか！」
「そりゃあ忙しくなるな、ことわる」
　ロンドンオリンピックは郊外のストラトフォ
ードに開設されたオリンピック公園のメイン会
場を中心に、ロンドン市内や近郊都市で分散し
て行われます。２人の住んでいるシェパーズ・
ブッシュ公園からも、いくつかの会場へは歩い
て行くことができます。
「じゃあ今日は近所のオリンピック会場の下見
に行こうぜ」
　春の午後、散歩に出た２人が最初に着いたの
はアールズ・コート・エキジビション・センタ
ーでした。ここは１９３７年に建てられた、ヨ
ーロッパで一番大きなイベント会場。国際的な
博覧会や住宅、自動車の見本市、ドッグショー
なんかも開催されます。もちろんコンサートも。
往年のピンク・フロイドやマドンナ、エルトン・
ジョンのようなビッグネームのコンサートには、
ヨーロッパ中から何万人ものファンがロンドン
西部のこの町を目指してやってきます。
「今度のオリンピックでは、ここでバレーボー
ル競技をやるんだよね」

とカエルスがいいました。
「１９３７年にこの建物がオープンした時に最
初に開催されたのは『チョコレートとお菓子展』
だったらしいよ」とザリザリがいいました。そ
して２人は同時に、この広大な会場を埋め尽く
すチョコやタルトやパイやババロアを思い浮か
べて思わずよだれが出そうになりました。２人
揃ってとっても甘いモノが好きなのです。
　この日のイベントは本の見本市で、彼らは絵
本や写真集を眺めて楽しみました。
　アールスコート・エキジビションを出た２人
はクロムウェル・ロードを経て住宅街を縫って
歩きました。このあたりはロンドンでもきれい
な家並みが続く上品なエリアです。かわいい本
屋さんやアンティークショップ、カフェ等が並
んでいる小道からケンジントン・ハイストリー
トへ。ここはキングス・ロードやコベント・ガ
ーデンなどと並んでワカモノの街です。
「あの店、イケてる帽子がたくさんあるなあ」
と、さすがファンキーフロッグ。最新モードの
ショップのチェックは欠かしません。
「あの店のマカロンはおいしそうだ」
小粋&グルメなザリザリはパリ風の洋菓子店の窓
を飾るカラフルなお菓子に見とれています。
　そして目的のハイドパークへ。この公園はロ
ンドンの中心にあるオアシスです。公園の真ん
中を横断するのがクジラみたいな形をしたサー
ペンタイン池。実はこの公園、池を挟んで西側
はケンジントン・ガーデンズという名前になっ
ています。ケンジントン・ガーデンズにも小さ
な池があり、この池や周囲の林は、カエルスや
ザリザリの住んでいるシェパーズ・ブッシュ・
ガーデンにとてもよく似ています。もうひとつ
のマラソン開催地、リージェンツ・パークは、
この公園からロンドンの誇る高級ショップ街、
ベイカー・ストリートを抜けて１０分くらい歩
いた所にあります。
「ハイド・パークでは競技も行われるし、最終
日にはアデルやブラーやストーンズが出るって
噂のライブも開催されるらしいよ。絶対に見に
来ようではないですか、ザリザリ君！」
　池の縁のベンチで話していた彼らは、向こう
岸にいる変わった２人組に釘付けになりました。
白鳥に餌をあげている、その２人組とは・・・
なんと、ロンドン・オリンピックのマスコット、
ウェンロックとマンデビルではありませんか！
「わー、あれあれ！！」と指をさすカエルスや
ザリザリ、そしてそこにいたすべての人々に手
を振りながら、彼らは五輪色の大量の風船につ
かまって、空に向かって飛んでいきました。
「ラッキーだな、今が旬のマスコットに会える
なんて！！」
　カエルスたちは笑いながら手を振り続け、オ
リンピック気分もさらに盛り上がったのでした。
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Short Story

Online Shop News Information
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溝口 Five & Ten　Tel.044-833-6691 ／ 下北沢 Five & Ten  SOU　Tel.03-3466-8008 ／ 下北沢 Five & Ten  Khopchai　Tel.03-3466-2339 ／ http://fiveandten.jp/ 

「オリンピック・マスコット」
　毎回注目のオリンピックマスコット。開催国の生物や
歴史にちなんだものという常識を打ち破ったのが、ロン
ドン夏季五輪とパラリンピックの公式マスコットたちです。
「五輪スタジアム建設に使った鉄骨のしずくから、職人が
孫のために作った」という設定でメタリックなボディに
カメラレンズのような一つ目、頭にロンドンタクシーの
ライト付きという近未来的なデザイン。五輪が「ウェン
ロック」、パラリンピックが「マンデビル」で、それぞれ、
近代オリンピック創設のもとになったスポーツ大会開催
地と、パラリンピック創設のもとになった病院名なのだ
そうです。それが２つとも英国に
あったのが驚きですね。

携帯サイトへは
こちらから
QRコード

http://fiveandten.jp/

FRAPPER フラッパ
ー ユニオンジャック 
折り財布／各3.045円
(税込)

新しくカテゴリーに登場した
「ハンドメイドキット」が大好評！

 　リメイクやリフォーム、カスタマイズにぴったり！
凝り性の手芸女子にはもちろん、スピーディーにリメ
イクしたいアナタにも最適。世界でひとつだけのシャ
ツやクッションが簡単に短時間でできてしまう、カワ
イくってキュートなハンドメイド・キットが勢揃いです！

溝口店のTwitterを賢く活用！
　溝口店の公式twitter、チェックしていただい
ていますか？最新の商品入荷からスタッフのイ
チオシ、セールアイテムまで、スタッフがつぶ
やくお得情報をしっかりオサエてくださいね！
　前号で誤ったアカウント「5-and-10-shop」
を掲載していました。訂正して、ご迷惑をおか
けしましたことをお詫び申し上げます。

溝口店twitter
QRコードと
アカウント

http://www.facebook.com/fiveandten
http://twitter.com/5_and_10
http://blog.fiveandten.jp
http://buyers.fiveandten.jp/

ブ ロ グ
バイヤー通信

Handmade Kit の 
POP なアイテム

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。

(Ｌ) Dress it up ボタン パーツセット Button 
Fun-870／367円(税込)　(Ｍ) Curly Collection 
カーリーコレクション Wappen メリーxマギー 
Set／840円(税込)　(Ｎ) Pompom ポンポンテ
ープ・パープル／525円(税込)

5_and_10_shop

ハンドメイドやリメイクの仕上がりをキュート
  ＆プリティーにしてくれるアイテムです！

花咲くスマイルくん
のボタンセット
やフワフワのポ
ンポンテープ、
キュートなワッペ
ンなんかを、春色
のカーディに付け
たり、無地Ｔに
デコったりすれ
ば最強のおしゃ

れアイテムに変身。
バッグやヘアゴム、ブ
レスに付けてもハッピー！

鮮やかなエナメル素材の、ユニオンジ
ャックのお財布。カード入れ６コ付き。
パンクスタイルにはもちろん、シンプ
ルスタイルにもスパイシーなアク
セントになってくれます。

上はロンドンオリンピック公式サイトの
shop ページ。グッズも色々あって楽しみ！
http://shop.london2012.com/
olympic-mascot/mascot,default,sc.html

L M
N

http://www.fiveandten.jp/?pid=33905956
http://shop.london2012.com/olympic-mascot/mascot,default,sc.html
http://www.fiveandten.jp/?mode=srh&sort=n&cid=&keyword=Pompom+%A5%DD%A5%F3%A5%DD%A5%F3%A5%C6%A1%BC%A5%D7&x=39&y=13
http://www.fiveandten.jp/?pid=40991501
http://www.fiveandten.jp/?pid=39301805
http://www.fiveandten.jp/?mode=cate&cbid=1191647&csid=0&sort=n
https://twitter.com/#!/5_and_10_shop
http://www.fiveandten.jp/
https://www.facebook.com/fiveandten
https://twitter.com/#!/5_and_10
http://blog.fiveandten.jp/
http://buyers.fiveandten.jp/
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