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えのこdeマルシェ vol.07 
“読書&食欲の秋”特集 

enocoの季節恒例イベント「えのこdeマルシェ」。 

秋深まる11月に開催決定！今回の特集テーマは“読書の秋”、“食欲の秋”です。

テーマにちなんだ食にまつわる本や雑誌。秋の長夜にぴったりな、古書店店長たちによる特選本や

絵本やアートブックなどが勢ぞろいします。更に今回は、enocoともご縁の深いBMC(ビルマニアカ

フェ）の新刊リリースに合わせた特別出店や、初出店の古書店も予定。 

また、いつも大人気のカレーやタコスのキッチンカーや焼きたてパンなど、美味しいご飯の屋台が

ずらりと並びますので、どちらもおたのしみに。

 

◯日時：2016年11月23日（水・祝）11:00～17:00 

◯会場：大阪府立江之子島文化芸術創造センター屋外駐車場、ほか 

◯入場無料/小雨決行、雨天中止

[出店店舗] 

古書BOOKS 

ON THE BOOKS、&’s、Berlin Books、FOLK old book store、町家古本はんのき、古本さくら屋、Used Books九龍堂、二宮古書部、マヤルカ古書店 

飲食 FOOD 

アトリエスタの文化的カフェ、ダイヤメゾン・ダイヤ印、奈良明日香村の野菜市”あすかマルシェ”、旅する屋台 THE◯◯カレー、ニコノパン、チーズ魂、道頓

堀地ビール、El calavera、ふたば農園 みっちゃんの梅、globe mountain Coffee、ジェラート屋オオジ、WORK SHOP、平飼い自然卵 清阪terrace、Asian

café 花雷、ウノムンド、リカーショップキッタ、HAMBURGER TRUCK RED PLANET DINER 

雑貨ZAKKA 

African gazelle、HAPPY GO LUCKY MARKET【Cannna Krtec Lotus】、F&m pottery、arecore、カマタ商店、BAUSHOP、鈴木裕之の似顔絵バッジ屋

さん、北浦和也の似顔絵キボリ、夜長堂＆BMC、アトリエe.f.t.

★その他イベント 同時開催 

[1]MONDE presents CHARITY BAZAAR　＠enoco地下１階 

[2]えのこじま文化祭 vol.2 サイレント◯◯の秋「MUO・ん…」 ＠江之子島２丁目周辺 

→秋の文化祭テーマは「サイレント（無音）」。秋の２大テーマの芸術(音楽）とスポーツをミニFM凸凹ラジオの電波をつかってサイレントで楽しみます。
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◯チラシ（イラスト：HELLOAYACHAN／ハローアヤチャ

ン）

出店店舗のご紹介

町家古本はんのき 

町家古本はんのきは、古書ダンデライオン、古書思いの

外、古書ヨダレの３軒の古本屋による京都の共同店舗の古

本屋です。３人で様々なジャンル・年代の本を取り揃えて

います。 

http://machiyakosyohannoki.blog114.fc2.com/

FOLK old book store 

大阪・北浜の本屋と食堂が合体したお店。古本をメインに、新本、個人出版本、雑貨、服、食器な

ど売れる物は何でも売る姿勢で営業中。食堂ではカレーが人気です。今回は古本・新本・トートバッ

グなどなどです。 

http://www.folkbookstore.com

&’S（アンヅ） 

雑貨やティールーム、そして新旧交えた本や雑誌を置いているバラエティショップのようなお店で

した。店舗は2013年、常連さんには惜しまれつつも閉店し、今ではのんびりと雑貨や雑誌をぼちぼ

ちとネットで販売しております。今回は絵本・手芸本・ポストカードなどをお持ちします。 

andsshop.com

古本さくら屋 

古本さくら屋は、写真・映画・趣味書を扱う古本屋です。現在、インターネット販売で営業しており

ます。
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Used Books 九龍堂 

旅に出たいです。「もう本屋やめて旅に出ちゃおうかなー。」 

そんな思いを風にのせて、今日も本を売って暮らして居ます。 

今回は古本(主に絵本・児童)の品揃えです。

二宮古書部 

今回は全体のテーマである「読書」「食」に加えて、独自に何かのテーマを設定した古書をお持ち

します。 

http://irusubunko.com/

マヤルカ古書店 

京都西陣の静かな森の片隅にある、古書と雑貨、郷土玩具やこけしの店です。 

今回は古書、雑貨をメインにお持ちします。 

http://mayaruka.com/

Berlin Books 

文庫本や美術書、写真集や海外のファッション雑誌など、まとめてならぶ古本セレクトショップ。 

名店揃いの農林会館２階の奥に、静かに佇んでいたお店は2012年に閉店されましたが、今回も１日

限定でオープンしてくれます。
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ON THE BOOKS 

アート デザイン サブカルチャー 古本/古書と雑貨のお店です。 

http://onthebooks.main.jp

夜長堂＆BMC 

夜長堂グッズと、月刊ビルを中心に、新刊書籍『喫茶とインテリア west』をお持ちします。15時か

らはラジオで特別番組特別番組「ビルと喫茶店のはなし」も生放送予定。 

http://bldg‒mania.blogspot.jp

HAMBURGER TRUCK RED PLANET DINER 

ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰはよくあるけれど、ﾊﾞﾝｽﾞもﾊﾟﾃｨも自家製で作っているところは数少ないです。手間暇かけ

る分おいしいﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰを真面目に作っています。黄金に輝くﾊﾞﾝｽﾞはｸﾞﾗﾊﾑ粉配合の自家製ｵﾘｼﾞﾅﾙ。ﾊﾟ

ﾃｨは100%ﾋﾞｰﾌを超粗挽きでﾌﾟﾚｽ。和牛の脂がおいしさの秘密。どこにもないこだわりのﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰを

ぜひお試しください。（京都ﾊﾞｰｶﾞｰｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2016春　優勝）

WORK　SHOP 

WORK　SHOPはリノベーション、リフォーム、オーダー家具、オリジナル家具の製作、 デザイン、製作、設計、施工のクラフトマンショップです。 使いやす

くて、とことんこだわった物作りから既製品を使ったシンプルなリフォームの施工もさせて頂いています。 北摂・千里山の住宅街にあるお店では、家具や雑貨
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の販売しています。 2階にはオリジナルの家具の使い心地を体感できるCAFÉスペースがあります。

当日はCAFEで人気のタイの汁ビーフンを販売いたします。 

www.workshop2007.com

平飼い自然卵　清阪terrace  

茨木市の北端にある清阪(きよさか)という小さな集落の棚田で平飼いの自然養鶏をしています。 餌

は配合飼料を使わずビール粕やオカラ、海老の殻など周辺地域で廃棄されるような副産物をほぼ

100％利用して餌を作っています。 

https://www.facebook.com/kiyosakaterrace/

ジェラート屋オオジ 

素材の味を活かした素材の味そのままの「そのままジェラート」をお届けします。もちろん、化学調

味料など無添加のヘルシージェラートです。アイスクリーム製造許可を持つ工房で製造、カップ詰め

されたものを販売します。 ジェラート職人は私の妻ですので、品質、美味しさには自信がありま

す。 

https://www.facebook.com/gelatoooji/

globe mountain Coffee 

東ティモール、ラオス、ベトナムなどアジア圏を中心としたオーガニックコーヒー専門店です。グロ

ーブマウンテンコーヒーオリジナルのバターコーヒーも女性に人気です。ぜひお楽しみください。 

http://globe‒mountain‒coffee.com

ふたば農園　みっちゃんの梅 

南高梅誕生の地　紀州みなべの自然豊かな里で、夫婦で梅を栽培しています。 

２月には、梅の花が咲きあたり一面　まっ白になり優しい香りが漂ってきます。初夏には蛍も飛び、夜空は満天の星！四方を山に囲まれた小さな里に、みっち
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ゃんの梅のふたば農園があります。そして、私の楽しみの一つに梅染めがあります。古くなって切ら

れた梅の木から染料を取り出し、色んな物を染めて楽しんでいます。梅染め体験も受け入れていま

す。 

http://micchannoume.saleshop.jp/

El calavera 

生地から作る焼き立ての自家製のトルティーヤと 

数種類の手作りのサルサが自慢の 

メキシコ料理タコス屋台El calavera． 

赤いワーゲン的バスに乗せて、そこに愛が有るならばどこへでも。 

http://13elcalavera.blog.fc2.com/

道頓堀地ビール 

大阪ミナミで唯一のクラフトビール工場。 

１９９６年に大阪・道頓堀に創業して２０年弱、地元ミナミの方や観光客の方に親しまれています。 

副原料を一切使わない麦芽１００％で水都・大阪の水を使用した上面発酵の生ビールです。 

道頓堀地ビールを３種類、アイスクリーム、おつまみお菓子をお持ちします。

旅する屋台　THE◯◯カレー 

店主のプッシュが、土日を中心に運営している軽トラカレー屋台です。イベントへの出店を中心に、

さまざまな人や土地、野菜との出会いを楽しみながらカレー屋をのんびりやっています。 

～カレーについて～ 

玉ねぎをコトコト煮込んだ、3日かけてつくるベジタブルカレー。肉・卵・牛乳・小麦などを一切使

用しない、やさしい味のカレーです。普段は玄米ですが、今回は豆乳ナンと一緒にどうぞ。野菜は出

店するエリアで採れたその季節に採れる野菜を、旅する中で農家の方々と出会いながら作っていき

ます。いつも同じ野菜をスーパーで購入して作る野菜は楽ですが、少々不便でも、なるべくその季節

に採れる野菜を使って「季節」と「土地」を感じたいなぁと思いながらカレーをつくっています。 

https://www.facebook.com/tabisuruyatai/

アトリエスタの文化的カフェ 

香るコーヒー、お茶、ハーブティーを焼き菓子を添えて出店いたします。今回はコーヒーとお茶を軸

にして、テーマ的に冬を感じるを元にポートランドの店舗イメージにしたいと思います。 

http://atliesta.art‒and‒hako.com/
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チーズ魂 

塊から切ったばかりの10種類のチーズを食べくらべて楽しんでいただくチーズパーリィを全国で行

っています。今回はイートインで盛り合わせをお出しいたします。 

https://www.facebook.com/cheesesession/timeline

リカーショップキッタ／橘田酒店 

中津にある、明治38年創業の老舗の酒販店です。お店では立ち飲みも営業しています。今回はワイ

ンをメインにお持ちします。 

https://www.facebook.com/Kittasaketen/

ウノムンド 

JR天満駅近くの多国籍料理店です。スペイン風オムレツ、玉ねぎとベーコンのキッシュなど前菜7種

盛合せをおもちします。 

https://www.facebook.com/ウノムンド‒152035458206518/
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花雷 

タイ北部、チェンマイのココナッツカレーヌードル、カオソーイとガパオ。季節の具材を使ったお

いしいタイフードをお楽しみに！ 

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27019053/

あすかマルシェ 

奈良の明日香村から直送の野菜を出店くださる、あすかマルシェさん。明日香村のの生産者に協力

して頂き、村と都会の架け橋となる活動をされています。毎週、大阪千日前で販売もしています。今

回はとれたて野菜をたっぷりと。そして、明日香村で取れたサツマイモは当日、焼き芋でも食べれ

ます。

 

ダイヤメゾン・ダイヤ印 

創業昭和10年東大阪市の小さな町工場のオリジナルブランド 

「ダイヤ印」のアルミ製品を取り入れたやさしい暮らしを考えるお店です。 

食堂＆カフェ、アルミ雑貨と暮らしの雑貨、小さなギャラリーと3本柱で運営中。 

ひとつの小さな店内で連動してイベントを開催したりしています。 

オーガニック野菜や旨味を大切にしたお食事、やさしいスイーツ。日々のお料理の基本となる昔な

がらの無添加調味料。気取らない雑貨と日常のスパイスとなる暮らしのアートもご紹介しています。 

http://daiya‒maison.com

北浦和也の似顔絵キボリ 

似顔絵キボリの工程 

①まずは、写真を撮らせていただきます。(写真、画像の持ち込みでもOK!です。) ②あらかじめ用意された木の中からベースを選んでいただいて、胴体部分に入

れる名前もしくはモチーフ(動物・花など)をお伝え下さい。 これで、オーダーは完了です。その場で似顔絵を彫って仕上げます。 完成までの時間は1体につき大

体40分～1時間弱です。 

www.kazdose.com
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アトリエe.f.t. 

アトリエe.f.t.は“たのしいにいのちがけ”を心に、「つくる」を通して「いきる」を学ぶアートスクー

ルです。現在、”人生を本当に楽しむ”をコンセプトに、商品ブランドを展開しています。今回は、絵

を描き、モノをつくる集団だからこそ生み出せる雑貨を販売します。 

「質問してくる日記帳」　「デッサンTEE」「サンドイッチトート」 

https://eft.stores.jp/

BAUSHOP 

猫の小林さんのオリジナル雑貨。 

ブローチ・キーホルダー、手描き一点モノTシャツを販売します。 

http://bauzubauzu.com/

HAPPY GO LUCKY MARKET 【Cannna Krtec Lotus】  

アートな感覚でものづくりがしたい！そんな同じ気持ちのメンバーでHAPPY GO LUCKY MARKET を立ち上げました。身につけると元気が出る、時にはクス

ッと笑えるエッセンスを…そんな作品づくりをこれからもコツコツと続けていきたいと思っています。今回はHAPPY GO LUCKY MARKET から【Canna】い
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ろいろ素材のカラフルアクセサリー【Krtec】ポップNUNO ザッカ【Lotus】FIMO 粘土のアクセサ

リーの3人で参加させていただきます。 happygoluckymarket.com

 arecore  

季節は秋。過ごしやすいシーズンがやってきました。 秋のお出かけがもっと楽しくなる、ピアスや

カメラストラップなどカラフルなアイテムを中心に展開！ さらに、読書の秋にちなんだブックマー

クをご用意しました。 本との時間を素敵に飾る、arecoreの新作です。 

http://arecoremap.exblog.jp/

F&m pottery 

食欲の秋！あたらしい器で秋の味覚をたのしむのはいかがでしょうか。秋の夜長をゆっくりとすご

せる、ほっこりしたマグカップなど日用食器を中心にご用意してます。 

電動ろくろ体験は、作陶￥500、焼成はプラス￥1000、お渡しは一カ月半後に着払いでお送りしま

す。ご希望の湯呑・飯椀などつくっていただけます。

African gazelle 

アフリカの布、カンガやパーニュを使ったファッション小物や雑貨、真鍮中心のアクセサリーなど

ハンドメイドの作品を販売しています。また、アフリカンなアパレル等も取り扱っています。 

www.facebook.com/africangazeller

http://www.enokojima-art.jp/e/wp-content/uploads/2016/10/profile_image.jpg
http://happygoluckymarket.com/
http://www.enokojima-art.jp/e/wp-content/uploads/2016/10/1fe578b1652920a559129d9822018e94.png
http://arecoremap.exblog.jp/
http://www.enokojima-art.jp/e/wp-content/uploads/2016/10/DSCN0004.jpg
http://www.facebook.com/africangazeller


カマタ商店 

大阪西淀川区にて　その時の欲しいものと食べたいもので雑貨屋と喫茶を営んでおります。 

http://www.kamatasyouten.com

同時開催

当日は江之子島でたくさんのイベントが開催されます。えのこdeマルシェと一緒にご参加ください。

 

MONDE presents CHARITY BAZAAR　 

会場：enoco地下１階 

時間：11:00～17:00

えのこじま文化祭 vol.2 サイレント◯◯の秋「MUO・ん…」

http://www.enokojima-art.jp/e/wp-content/uploads/2016/10/855628caf4c6bafda6acfe177b4356be-286x286.png
http://www.kamatasyouten.com/
http://www.enokojima-art.jp/e/wp-content/uploads/2016/10/7242a81f7d91ae687109283747a1af7f.png


> enocoについて

> 事業紹介

> フロアガイド

> レンタルスペース

> お知らせ・プレスリリース

> メルマガ登録

> ニュースレター

> お問合せ

> アクセス

ツイート

サイトポリシー・ 

プライバシーポリシー

指定管理者

バナー広告募集

^

会場：江之子島２丁目周辺（マーク・フラッグスタジオとその周辺） 

時間：11:00～18:45 

イベント詳細はこちらから　http://enokojima.info/event/411
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