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初夏のマルシェは古本とクラフト雑貨と美味しいものがいっぱい！ 
えのこdeマルシェvol.12　初夏の古本まつり 

 

 

enocoの玄関前に1日限定のマルシェ（市）が出現する「えのこdeマルシェ」。 

毎年恒例のマルシェですが12回目の開催となりました。 

今回の特集店舗は「古本」です。関西各地や、普段はインターネットでお店をかまえている古本屋が1日限定で大集合。絵本やアートブックを中心に、文庫やマ

ンガや特選本などがそろいます。他にも、製本や陶芸体験など、いろいろなものづくり体験ができるワークショップのお店と、いつも大人気の美味しいごはん

屋台もずらりと並びます。 

さらに今回は、江之子島のまちびらきイベントも同時開催。enocoお隣マーク・フラッグスタジオや日本生命病院で、オーケストラ・コンサートやワークショ

ップなども開催されます。6月最初の土曜日はenocoにおでかけで間違いなし！

日時 | 2018年6月2日（土）11:00～17:00 

場所 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]　入場無料（雨天時は屋内で開催） 

主催・問合せ先 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]  、企画協力：ON THE BOOKS 

イラスト：タダユキヒロ　/　 チラシデザイン：小池一馬

＼出店店舗／ 

[本 BOOKS] 

ONTHEBOOKS、SUS～くらしと本のみせ スウス～、大吉堂、寸心堂書店、九龍堂、居留守文庫 二宮古書部、（本）ぽんぽんぽん ホホホ座交野市店、積ん読

屋 

[ごはんと雑貨 FOOD & ZAKKA] 

El calavera、西淡路希望の家とFUYUNIRE、African gazelle、グローブマウンテンコーヒー、ウステトパン、atelier curieux、ニコノパン、LE CORON by

花雷、木村耕太郎、Ayumi!、COZY Coffee Spot、手包み餃子と中華キッチンひげ、あすかマルシェ、カイロプラクティック伽羅、kioku手芸館「たんす」、

OLIM 

[ワークショップ workshop] 

F&mpottery（陶芸）、アトリエスタkids（お茶、デッサン）、ミニFMえのこじま凸凹ラジオの公開生放送（周波数89.2MZ）、「店・街・環境を創造する商

空間創造企業」株式会社スペース（ものづくり）、ふさこの手作り製本教室（製本） 
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[パフォーマンス Performance] 

charhan

＼同日開催！スペシャルイベント／ 

実はenocoのある街は完成していませんでした。 

文化施設(enoco)→マンション→病院が完成して、ついに江之子島の街が完成します。 

その完成を記念し、まちびらきイベントを開催。enocoではマルシェ、お隣マンションのマーク・フラッグスタジオではDIYワークショップ、日本生命病院で

はオープニングセレモニーとオーケストラコンサートを開催します。 

時間 | 10:00‒17:00（オープニングセレモニー＠日本生命病院） 

場所 | enoco、日本生命病院、マーク・フラッグスタジオ、木津川遊歩空間「トコトコダンダン」 

詳細はこちら

店舗プロフィール

 

居留守文庫 二宮古書部

大阪阿倍野文の里の隠れ古書店です。本の買取、店舗販売・出張販売（二宮古書部）・ネット販売、

本の蓄蔵、本の販売の委託・受託など様々な活動により本を循環させるターミナルとしての古書店

を目指しています。日替わり店主の古本屋「みつばち古書部」（文の里商店街）も運営しています。 

HP

 

ON THE BOOKS

アート、デザイン、サブカルチャーなど、古本と雑貨のお店です。 

HP

 

大吉堂

王子商店街の古本屋。１０代の心（実年齢問わず）を刺激する本を並べています。 

HP
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寸心堂書店

和洋の文学とその隣接領域（歴史・哲学・美術くらい）にしか興味のない守備範囲が狭い古本屋で

ございます。 

HP

 

九龍堂

アートブックやビジュアルブック、デザイン・グラフィック・建築・画集・洋書など、アイデアの

ヒントになるような、書籍をご紹介します。 

HP

 

SUS～くらしと本のみせ スウス～

イベントや古本市に出店している実店舗のない移動古書店です。 

本に触れるきっかけになったり、世界が広がったり、深まったり…そんな絵本や児童書、暮らしま

わりの本を箱につめておでかけしています。 

twitter

 

積ん読屋

第1回目は、2015年の松本一箱古本市から参加するようになりました。 

初めての町、初めての人たちとお会いするのを楽しみにしています。 

面白そうな本を並べることを心がけています。 

ぜひ立ち止まってご覧下さい!!

 

（本）ぽんぽんぽん ホホホ座交野市店

ニッチでセンチ おさがり本屋 （本）ぽんぽんぽんホホホ座 交野店です。大阪交野市にて古本、ビンテージ雑貨、作家アイテムなどなど取り扱い中。 

営業時間13～20時 

定休日: 日 、月 

大阪府交野市私部3‒11‒9 

Facebook
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F&mpottery

手作りの陶器の販売と電動ロクロ体験をします。 

初めての方でも気軽に体験していただけます。 

お待ちしています。

 

 

アトリエスタkids 

「アトリエスタkids」親子と子供のワークショッププログラムは、誰もがピカソになれる”静物画デ

ッサン教室”を体験！「食とリズムと.」では、世界の地域を味で感じるトルコチャイをご提供致しま

す。　HP

 

ふさこの手作り製本教室

まっ白い本を作ります。 

ちょっと難しく言うと「製本」です。 

手作りで製本した白い本、 

絵本、画集、写真集、詩集、歌の本、 

サイン帳、コレクションノート. . . 

どんな本にするかはあなたの自由です。

 

ミニFMえのこじま凸凹ラジオ

enocoサポーターが企画運営する、江之子島（の2丁目付近）だけで聴くことのできるちいさなラジオ局です。マルシェでは生放送と誰でも参加できる放送体

験もできます。 

HP
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移動花摘みガーデン

花の文化園は、花そのものの美しさだけではなく、日本をはじめ多くの国で育まれてきた、花に関

係する様々な文化も楽しめる施設です。バラ園やクレマチス園、クリスマスローズガーデン等、季節

ごとの各種ガーデンに加え、一年を通して見どころに溢れた大温室といった充実したガーデンが楽

しめます。 

HP

 

グローブマウンテンコーヒー

オーガニックコーヒー専門店です。 

HP

 

ニコノパン

自家製天然酵母と国産小麦、季節のお野菜やお魚、果物をつかってパンを焼いています。 日々のお

食事やお酒の時間に寄り添ってくれるようなハード系中心のパンと、キッシュやサンドイッチ、タ

ルトも持っていきます。 

Facebook

 

COZY Coffee Spot

大阪・帝塚山のスペシャルティコーヒー専門店 

コーヒー豆の質や生産地にこだわり、世界各地から選りすぐりのスペシャルティコーヒーをセレク

ト。 

新鮮なコーヒー豆は抜群の美味しさです。コーヒーも鮮度が大事！ 

ご注文を受けてから自家焙煎、だから超フレッシュ！ 

鮮度の高い豆で本当のコーヒーの美味しさをぜひ体験してみてください。 

HP

 

African gazelle

アフリカの布を使ってバッグや小物雑貨を作っています。 

Instagram
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LE CORON  by 花雷

昨年アジアン食堂 花雷と合併したカレーと無国籍料理のCAFE LE CORON（ル コロン） です。 

無添加スパイスカレーから酵素玄米を使用したワンプレートごはんセット、アジア飯、ロコモコ

丼、自家製スィーツなど野菜を中心にした身体に優しいご飯を提供しています。 

平日限定でおにぎりのテイクアウトもあります。

 

木村耕太郎

1983年生まれ。 

2013年より、イラストレーターとして活動しています。お笑い、音楽関連のフライヤー、CDジャ

ケット、雑誌、ウェブなどでのイラストレーション。 

また「内臓くん」というキャラクターや、その他自身のグッズ展開。ライブハウスやカフェ、イベ

ントでの出張似顔絵屋さんと、精力的に活動中。 

似顔絵屋さんと、オリジナルグッズの販売です！ 

HP

 

atelier curieux

ガラスを主に、いろんな素材を使って雑貨を作っています。最近は、植物も加わってパワーアップで

す！！ 

Facebook

 

西淡路希望の家とFUYUNIRE

西淡路希望の家はさをり織りを中心とした商品や蛍光色が強い見た目からクスッと笑えるようなバッチやスペイシー商品があります。FUYUNIREでは個性的な

画伯たちが布に直接描いたカバンやオリジナル缶バッチ、Tシャツを販売します。 

どちらもやさしい雰囲気の中に刺激的な奥深さがあり、皆さんにおもしろい！すてき！と思ってもらえる商品を目指して販売しています。 

FUYUNIRE HP
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El calavera

トウモロコシ100%の生地を使ったタコスをはじめ、メキシコ料理を沢山の調理法で提供するキッチ

ンカーです。ご注文ごとに一枚一枚焼き上げます。当店ならではの美味しさをご堪能ください。 

Facebook

 

Ayumi!

イラストレーター/神戸市在住 

主に関西の映画館とのタイアップや展示、映画宣伝ビジュアルやCDアルバム等のイラストレーショ

ンを手がけています。 

今回は雑貨販売・似顔絵をご用意します。 

Instagram

 

手包み餃子と中華キッチンひげ

自家製手包み餃子と中華料理の店です。餃子、中華惣菜、お弁当のテイクアウトと店内飲食可能（カ

ウンター６席のみ）国産豚ミンチ、国産にんにく、新鮮野菜、一部有機野菜使用などこだわりを持

って作っております。 

豊中市東泉丘2‒6‒26 11:30‒14:00(LO 13:30)/17:00‒22:00(LO 21:30) 

定休日:日月曜日　090‒8120‒1344

 

ウステトパン

中津商店街でこじんまりと営業しております。国産小麦、天然酵母を使用し、具材もできるだけ手作りしもちもちして柔らかく食べていただきやすいバラエテ

ィあふれるPOPなパンを作っております。 

Facebook
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あすかマルシェ

明日香村の野菜を中心に新鮮で安心できる産地直送野菜を届けます。

 

 

カイロプラクティック伽羅

主婦からスポーツ選手まで信頼を置く、愛知県岡崎市で開業中のカイロプラクティックです。骨盤矯

正・姿勢改善・小顔・O脚・肩こり・腰痛など、骨格の歪みを正して身体の機能を回復します。初め

ての方でも安心のマルシェ限定特別価格[15分／1,000円]でお待ちしております。 

Instagram

 

charhan

フットバッグダンサーcharhan(ちゃーはん)と愉快な仲間達によるライブショーケース。 

Facebook

 

kioku手芸館「たんす」

アーティストと地域の人々が共にものづくりに取り組む創造活動拠点として2012年に開館。現在は、ファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」やオリジ

ナルプロダクトの工房兼ショップとして、月4回オープン。今回は、地域の女性たちの手仕事によるアクセサリー等を販売します！ 

Facebook
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OLIM

どこか懐かしくノスタルジックな図案と、豆腐の成形などに用いられる「食品ろ過布」という特徴

的な木綿を使用した日本製ハンカチブランド【 OLIM 】。特別な技術で織られるため、優れた吸水

性と強度がある上、毛羽が立ちにくく、さらりとした肌触りの良さも特徴です。 

HP

予告

次回のマルシェは2018年8月25日（土）に開催予定です。 

出店店舗など最新情報はenocoHPにてお知らせします。
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