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食欲と美食の秋だから
台所をもっと便利に！
収穫の時季を迎え、 おいしい旬の食材がズラリ。

おうちご飯を楽しく機能的に準備できる道具を揃え

ました。 使いやすさはもちろんのこと、 台所の景

色もグレードアップするスタイリッシュアイテムです。

6 遠赤外線の放出
が金属製調理器具の3~4倍以上
とされる萬古焼の土鍋。素材の旨
味を引き出すおいしい調理ができる

うえ、おしどりのつまみがキュート！

萬古焼 オシドリ 土鍋8号· アメ
陶器 約</J25.5XH14cm 6.264円
（税込）
-------------------------------

松野屋 ワラ釜敷き 中• 国産わら
約¢18X H 2.5cm、 内径約 10.5 cm 
2,160円（税込）
-----------------------------------

工房アイザワ 両ロ ミルクパン15cm· ス
テ ン レ ス鋼（クロム： 18%、 ニッケル：
8%)ハンドル：ホワイトアッシュ 直径
15XW25XH11.7cm 7,452円（税込）

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇ちゃんと折り目も本物のような折
り鶴形の箸置き。縁起が良いとされ
る鶴は贈り物やお土産にもおすすめ。
かわいいので置物として飾っても◎。

折り鶴箸置き・陶器（瀬戸焼）
約 H 3.1XW5XD6cm 各540円（税込）
――-—. -―――――――――――――――――――――――――― 

e 電子レンジ
やグリル ・ オ ーブンの直火で使える
耐熱陶器製の調理器具。遠赤外線
効果で食材の栄養や旨みを逃さな
い！面倒なグリル洗浄からも解放。

TOOLS GRILL PLATE 
ツールズ グリルプレ ー ト 陶器・
Mサイズ：約 W25.5X09.5XH2.5cm / 
1.296円 （税込） . Lサイズ：約
W25.5XD19XH2.5cm / 2.160円（税込）
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＇たっぷり入る大き目の湯呑とシン
ルな朝顔形茶托のセット。手に優

しく馴染むシンプルな形の湯呑と、う
るし仕上げの茶托は和洋問わず食卓
にマッチします。

たっぷり碗茶托付き 湯呑 ：陶器茶托
天然木 湯 呑：¢9.5XH7cm 茶 托：¢
10.5XH1 .5cm 各1,296円（税込）

6 真空二重構造で飲み物の温度
や風味を長く保ち、握りやすいハンド
ルは抜群の携帯性。ファッショナブ
ルな色も魅力。ぉ子様のミルク入れ
にも最適です。

KINTOキントー DAY OFF TUMBLER デ
イオフタンブラ一 500ml ステンレス（粉体
塗装）、PP、シリコーン r/)7.4 X H22.6cm (内
容ii!:500ml)保温保冷／各3,240円（税込）

，伝統的な割烹着。衣類を汚さな
ぃ、暖かいなど の利点に加え、ゴム
入りの袖口で水仕事にも便利。胸
元のレ一スに清潔感が漂います。1言
頼の日本製。

THREE NINE BRAND、 HOUSE WORKING 
WE叩割烹茜日本製綿： 100'/, M サイ
ズ羞丈：9Cbn、胸囲：約8&m Lサイズ着丈

90cm胸囲：約103an / 4,32Qfl _J税込し

ー

http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000008553&search=%C5%DA%C6%E9&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009184&search=%C8%A4%C3%D6%A4%AD&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009184&search=%C8%A4%C3%D6%A4%AD&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009256&search=%C6%E9&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000008550&search=%C6%E9&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009160&search=%C5%F2%C6%DD&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009199&search=%A5%AD%A5%F3%A5%C8%A1%BC&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009055&search=%B3%E4%CB%A3%C3%E5&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009176&search=%A5%B0%A5%EA%A5%EB&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000008906&search=%A5%B0%A5%EA%A5%EB&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009184&search=%C8%A4%C3%D6%A4%AD&sort=
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子供の頃に見た夢のような世界

Column 

目玉の数よりセクシーボイスで！
REGLISSE 

今号の Staff Voice でご紹介し

ている、猫さんたちの顔がお皿に
なったキャットプレート。このモチー

フのように、レトロな絵本を思わせ

るイラストで最近日本でも注目を集
めているナタリ ー・ レテ。彼女の

絵は、猫や犬、うさぎ、鳥などの

小動物たちゃ、花や植物、景色

や人物などが、リアルな筆致で描
タッチ ナタリー・レテハンカチ /864 円（税込）

かれています。どこか幻想的で不思議な世界は、 子供の頃に見
た夢のようでもあります。

ナタリー・ レテは1964年パリ生まれ、現在もパリ在住のア ー

ティストです。テキスタイルやリトグラフ、セラミックなどのアートを

幅広く学んだのち、イラストレーターとして画集を出版したり、パ

リの百貨店とのコラボでグッズをデザイン、制作したり、ナタリー・

レテブランドでオリジナル雑貨を展開したりしています。パリの蚤

の市などを歩いて、アンティ ークのジュエリーや雑貨を見て回ると、

フランス人は幻想的でいてほんの少しのダークさもあるものが好き

らしいと感じます。そんな気風には彼女のテイストが合うらしく、

パリでも多くのファンを獲得しています。過去にはゴディバのバレ

ンタイン限定チョコレートのパッケ ージをデザインしたり、日本の

企業とコラボグッズを製作したこともあり、今や日本でもコアなフ

ァンを持つアーティストです。子供の頃の思い出や日常生活など、

身近なことから発想を得ているという彼女の作品は、確かに誰も
が普通に目にしている事柄を描いているのに、どこにもない世界

が描かれているようなミステリアスな雰囲気。Five & Ten では、

ハンカチや食器、バyグ、ノートなどのラインアップがそろってい

ます。ハンカチ ー枚、マグカップひとつを見ても、ほかでは出会

えない物語を奏でている気がします。

深まりゆく秋の日々に備えて、ナタリー ・ レテの世界をお部屋

に迎えてみてはいかがですか？ちょっと退屈な午後やヒト恋しい夜
に、マグの猫さんやハンカチのウサギさんが、とっておきの物語

を聴かせてくるかもしれませんよ。

二］
今号のカェルス＆ザリザリの物語に登場する孔雀のピコ。全

身輝くような白い羽根に覆われた彼は、ヒトの目から見るととても

ゴージャスで神秘的。国によっては神の使いとしているところも

あるようです。とはいえ、孔雀のメスにとって、オスの一番のポ

イントは羽根の模様がはっきり鮮明であること。あのHのような形

の数が多かったりひときわ色鮮やかなオスほど、メスを惹き付け

るパワーの持ち主ということになります。春から夏にかけての繁

殖期になると、孔雀のオスたちはメスのそばに行って立派な羽

を広げ、ブル ブルと音がたつほど誕わせます。「見ろよ、どーだい？

俺、イケメン！！」的なデイスプレイ行動を取るのです。となると、

よりH韮の数が多く色鮮やかな羽根を広げたイケメンなオスが有

利となります。動物の世界は人間界よりシビアでストレートなので

「羽根は地味だけど、話がおもしろいし優しいからいいわ●」と

か「見た目は貧弱だけど学歴とかハイスペックだし出枇しそうだ

からいいわ」という中身は間題にならず、メスのオス選びはルッ

クス重視。でも、一説には「嗚き声」もポイントになるというので、
白い孔雀もセクシーボイスであればモテモテになれそうです。

人類のHには神々しく映る、この白い孔雀、アフリカのホワイト

ライオンやインドのホワイトタイガーと同じ

白変種（はくへんしゅ）という種。白くな

った原因は色素の減少によるものらしく、

孔雀の場合はインドクジャクの白変種でシ

ロクジャクと呼ばれます。国内の動物園
でもとき どき見かけますが、ヒトの目には

やはり神秘的で魅惑的な存在です。

⑰ Staff Voice

ナタリ ー ・ レテの新作登場！

上の Pond Press Eye でご紹介している「ナタリ ー ・レテ」

からメラミン食器シリーズの新作が入荷しました！独特のタッチで

描かれた猫のダイカットプレートです。メラミン樹脂製なので割れ

にく くふ先い物も気を使わずにすみます。お 子様用にも安心です。

同じシリ ーズでカップもあるので、 ー、 JS,'

お気に入りの猫さんを組み合わせ

て使っても楽しい食卓になりそうで

す。猫好きの方への贈り物にもオ

ススメです。茶トラ、黒など4種類
の仔が揃っているので、好みのタ

イプをお選びくださいね！ それぞ

れ、名前もちゃんとついています。

ファイブアンドテンオンラインショッブ

�Fi\1e&Ten 
炒 I 01,li1,e 51,op 

人気モノから疇のレアモノまでその課しモノはここで見つけて

本誌でご紹介している商品は、 Five & Tea Ocliae Shopでお買上げい
ただけます。 チマタで人気のあの雑貨、 注目ファッションアイテムなど、 よりす
ぐり裔品が撞っています。探しモノを見つけに、 ぜひ、 ご来店ください。 霞
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http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009162&search=%A5%CA%A5%BF%A5%EA%A1%BC%A5%EC%A5%C6&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009031&search=%A5%CA%A5%BF%A5%EA%A1%BC%A5%EC%A5%C6&sort=
http://www.fiveandten.jp/shop/shopbrand.html?search=%A5%CA%A5%BF%A5%EA%A1%BC%A1%A6%A5%EC%A5%C6+%BF%A9%B4%EF
http://www.fiveandten.jp/
https://twitter.com/5_and_10
https://www.facebook.com/fiveandtenonline/
https://www.instagram.com/fiveandten_online/
http://blog.fiveandten.jp/
http://www.fiveandten.jp/
http://www.fiveandten.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000009152&search=%A5%CA%A5%BF%A5%EA%A1%BC%A5%EC%A5%C6&sort=



