ワークショップ

協力：MISC《目黒インテリアショップスコミュニティ》

vol1.ファブリックアートの作り方
家具修復職人 西原 弘貴さん
好きな生地でお部屋を彩るインテリアファブリックアートを楽しもう
！

vol2.チョークアートの描き方

目黒マルシェ

チョークボードアーティスト 関山 千華さん

1 1 . 4 . s a t ▶1 1 . 5 . s u n
open :11:00 ▶18:00 [小雨決行]
会場：目黒通り [大鳥神社

目 黒マルシェ
1. ACME Furniture

チョークアートでキッチンをカフェ気分に。一緒に好きな文字や絵を描いてみよう
！
＊ワークショップの詳しい情報とご参加方法は、http://misc.co.jpをご覧ください。

油面]

開催日時、
参加条件、
ご予約方法も記載しております。

[出店一覧]

マップの数字と店名の数字を照らし合わせて見てください

[アクメ ファニチャー]

食器や雑貨など40%OFF以上のアイテムを大放出！5日はハンド
ドリップ珈琲スタンド
「thursday coﬀee stand」
が店頭に出現！

大鳥神社

2. karf [カーフ]

カーフ姉妹店「ブラックボードカフェ」が茨城県つくば市からやって
きます。美味しいコーヒーと焼菓子を楽しんでください！

3. BROSENT

4. SONECHIKA 1. 2

16. moodyʼs

1

[ソネチカ1.2]

キッチン周りに使えそうな小物を中心に、
リビングその他でも使えそう
な雑貨や小家具をこの際だから特別価格にて大放出！
！
注）
社長所蔵品も大放出します！
！
[アウル]

大鳥神社前
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17. SABA

6. STANLEYʼS

[メグロ アンジュール]

「祝！
５周年」
を記念して、
ナチュラルワイン100%のワインスタンドが
店舗前に出現。この日限定で、店舗用の珍しいナチュラルワインを販
売いたします。
ご自宅やプレゼントにどうぞ！

8. 福田屋

[フクダヤ]

4日
（土）
のみ、
この日限定の催しを行ないます。当日、店頭の張り紙
でご確認ください。お楽しみに！

9. Rocca [ロッカ]

東欧ヴィンテージ食器から北欧新品食器までマルシェ限定の
特別価格でご提供します。あなたの食卓を飾る素敵な逸品を
みつけてください。

18. BRUNCH

4

10. SONECHIKA 3

[ソネチカ ３]

キッチン周りに使えそうな小物を中心に、
リビングその他でも使えそう
な雑貨や小家具をこの際だから特別価格にて大放出！
！
注）
社長所蔵品も大放出します！
！
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19. M'amour

20. ANALOG LIGHTING

6
7
元競馬場前

8
9
10

17
元競馬場前

18
19
20

24
25

[カフェ ボエミエンヌ]

ANALOG LIGHTINGのスペースにて旅するカフェを行ないます。
フィンランド、
イギリスゆかりの洋菓子を焼いてお待ちしております！

カラフルでかわいらしい食器を集めた
「食器市」
を行ないます。マルシェ
限定でこの日のみの特別価格でお出ししますので、
お楽しみに！

[アムス]

店舗前にアムス特製の屋台が出現します！当日をお楽しみに！

24. JUNKS

21

16

店内にて特 別メニューをご用 意いたします。詳 細は当日店 頭に
張り出します。お楽しみに！

[シャンブル ド ニーム]

[レッカービッセン]

前回好評に付き、
お店前に”キッチン・レッカービッセン”が再び出現
します。
この日は職人が直々に自家製フランクソーセージを焼きます。

12. ※※

14. ウルコレ [ウルコレ]

22. ams

23. Lecker Bissen
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13. Cafe Bohemienne

21. chambre de nîmes

キッチン・ダイニングに引き立つ、英国・フランス中心のアンティーク
雑貨、小物を店舗前歩道に多数並びます。
キッチンを彩る植物も大量入荷予定！
！

11
14

[アナログ ライティング]

「スエットマルシェ」デザイナー・ショップオーナーなどに声をかけ大量の
スエット・パーカーを集めました。
「キッチン出店」
「布市」
など盛り沢山。
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[コメコメ]

[マムール]

エル・デコやヴォーグなどで活躍しているインテリアスタイリストさんと、
テラスでの蚤の市を行ないます。

11. 宮川 [ミヤカワ]

宮川 幻のメニュー「豚バラ丼」
をご家庭でどうぞ！
８０年受継ぐ秘伝の
たれに「豚バラ丼」のレシピを付けて販売します。

[ブランチ]

BRUNCH + KITCHEN 店舗横にケータリングカーがやってきます！
今回は何屋さんが来るのかお楽しみに！

元競馬場

13 12

[イタリアンバル・サバ]

大鳥神社前

[スタンリーズ]

7. MEGURO UNJOUR

[ムーディーズ]

期間中に限り２日限定で、普段していないランチ営業をします。
休日の昼下がりを楽しみにいらしてください！

「食器棚の中のものなど、何か並べますね。」オーナー山岸さんが、
お店前にて蚤の市を開催します！
オーダーソファやオーダーカーテンの残り布地で
「布市」
を行ないます。
ウィリアムモリスなどヨーロッパ・
トップブランドの布地も格安入手の
チャンスです！

[オコシ / ゴジュウバン]

「アメリカン・マーケット」店の軒先にてアメリカンマーケットを開催します！
キッチン周りに使えそうな、
ジャンキーな雑貨や小物が特価で並びます。
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[ブロセント]

「シューシャイン・サービス」時間限定で、お店の前にシューシャイナーが出現!!
シューシャイン
（靴磨き）
サービスを行ないます。磨きたい靴・財布などの革小物
が有ったら、当日お持ち下さい！ピカピカにして食事にお出掛けしませんか？

5. OWL

15. おこし/五十番

お店の前歩道スペースに、不定期の屋台がこの日、
オープン！
焼籠包や肉まんが紹興酒やタピオカミルクティーと一緒に楽しめます！
テイクアウトもOK !

大鳥神社

[ジャンクス]

見てるだけでも楽しい、
アメリカンなキッチン雑貨が特価で並びます。
アメリカンマーケットの楽しい雰囲気を店頭に演出します！

25. GALLERY.S

[ギャラリー・エス]

マルシェ期間中は食卓を彩る雑貨や、オリジナル家具・雑貨の
サンプルセールを行ないます。前回大好評だった、帽子スペシャル
プライスの秋冬バージョンも開催予定です！

23

26. POINT NO.39

[ポイント ナンバー・サーティナイン]

店舗前にて蚤の市など企画しています。お楽しみに！

油面

27. ANTOINE CAREME

26
28

27

[アントワーヌ・カレーム]

Tokyo gardenさん前歩道にて特別企画中です。
当日をお楽しみにしていてください。

28. Tokyo garden [トウキョウ・ガーデン]

お店前にてキッチンやリビングを演出してくれる、
グリーン・マーケット
を行ないます。

