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アルバンモー 
ダルカレー、オーガニッ
クレモンソーダ 

アルバンモーは予約制のお弁当、オードブル
のデリバリー、パーティー料理ケータリング専
門のお店です。当店では動物性の食材を一
切、使用しません。無農薬野菜と無添加調味
料にこだわり、心の込もった料理を作ってい
ます。UNOICHIでは通常メニューにないイベ
ント出店時のみの特別メニューをご用意させ
ていただきます。ベジタリアンでない方にもご
満足いただけるよう様々な工夫を凝らしてお
ります。よろしくお願い致します。 

  pan tocori （パン トコリ） 
自家製酵母のぱ
ん 

"瀬戸内の直島から出店させていただ
きます、パン トコリです。 
古い小さな平屋で穏やかな空気のな
か、ぱんを焼いています。 
国内産小麦を使って素材の味わいを
大切に、 
ひとつひとつ丁寧なぱん作りを日々心
がけています。 
自家製酵母のぱんと今回は秋の新作
ぱんもお持ちできたらと思っています。 
どうぞよろしくお願いいたします。" 

  USHIO CHOCOLATL 板チョコレート 

"本当にじぶん達の
手でチョコレートが
作れちゃうのです。 
作ってるワタシもた
まにびっくりします
が、何からなにまで
ワチャワチャやって
いますよ〜。チョコ
レートに見えない
チョコレート。みなさ
ん会いに来てくださ
い◎" 

やさい屋ポッケ 
季節のドリンクと地元農
家の野菜や加工品 

やさい屋ポッケは宇野の築港商店街にある
八百屋です。 
地元農家の新鮮野菜・楽しい加工品が並び、
野菜や甘酒のスムージーなどもお出ししてい
ます。 
秋のunoichiでは季節のドリンクや加工品、
野菜も並べられたらと思っています。気持ち
のいい秋、皆さんにお会いできるのを楽しみ
にしています。 

  中奥（直島） 
スープ、カレー、
キッシュ、お茶 

直島にある古民家カフェです。         

Eko.9 体に優しいおやつ 

玉野の隣町、児島で焼き菓子屋を営んでおり
ます。普段のお店ではｸｯｷｰ、ﾏﾌｨﾝやｽｺｰﾝ、
ｹｰｷの販売をしています。お腹の中の赤ちゃ
んからお年寄りまで安心して食べて頂けるお
菓子を日々焼いています。秋のUNOICHIで
は芋や栗などほっこりできるおやつをお持ち
いたします。 

  206TSU MA MU（高松） 
キッシュ、パイ、
カヌレ、ガトーバ
スク等 

"香川県高松市にあるキッシュと焼き
菓子の専門店です。 
キッシュは常時２０種類以上、焼き菓
子はカヌレドボルドーやガトーバスク
など四国、瀬戸内の食材を使ったこだ
わりの商品を毎日手作りでご用意して
おります。" 

        

soe farm 
日本みつばちのハチミ
ツと季節の瓶詰め 

玉野と豊島で日本みつばち養蜂と畑で育て
た野菜や果物を使った加工品づくりをしてい
ます。かみしめるほど好きになり、毎日食べ
ても飽きないもの。そういう素朴で普通の食
べものが、自分の身体だけでなく、誰かの身
体を耕すためのささやかな助けになればと
思っています。 

  溝口食糧（高松） 
創作おむすび  
こだわり無添加
食品 

高松で米屋をしています。 店頭では
玄米をその場で精米。国産雑穀や無
添加食品を販売。イベントでは創作お
むすびなどを持って行ってお米の楽し
さをお伝えしてます。少し面白いお米

Tシャツやトートバッグなども一緒に
持って行きますので、お気軽にお声か
けくださいー♪ 

  

      

LOLCAFE おからマフィン 

美味しさと優しさを両立させた、LOL CAFEの
自信作。通常のマフィンの小麦粉を100%お
からに置き換えておりますので、良質なタン
パク質や食物繊維が豊富に含まれています。
小さなお子さまにも安心してお召し上がりい
ただけますよ。 

  たこのまくら（小豆島） 
小豆島の恵み
たっぷりタコ飯と
トン汁 

タコのまくらは小豆島の海辺にある古
民家カフェです。島の旬の野菜や魚介
類を使ったおいしくて体にやさしいご
飯とおやつを作っています。今回は島
の海で採れたタコと秋の野菜をたっぷ
り使ってタコ飯とトン汁を作ります。小
豆島の恵みをぜひ食べに来てください。

        

玉野商業高校「玉結び」 玉野生まれの「玉結び」 
食欲の秋です。縁起のよい出世米の黒米と
ぱりっと歯ごたえ胸上のり。玉野のおいしいを
ぎゅっと結びます。 

  きまぐれびーる屋台（小豆島） まめまめびーる 

"小豆島・坂手にある自家製ビールの
醸造所「まめまめびーる」の屋台です。 
「小豆島×ビール＝   」を合言葉に、
島の素材を活かしたビールづくりを
行っています。酵母が生きているため、
からだにもやさしい、てづくりビールで
す。今回のUNOICHIでは、そんな「ま
めまめびーる」を樽生と瓶ビールでご
用意！秋空の下、生ビールを堪能す
るもよし！ご自宅用やプレゼントに瓶
ビールをお持ち帰りいただくもよし！
ぜひあなたにあぴったりのスタイルで
おたのしみください。（※まめまめびー
るの製品は酒税法上は発泡酒に分類
されます。） 
 
" 

        

        コルシカ珈琲（高松） 
シングルオリジン
コーヒー 

香川県高松市のシングルオリジン
コーヒーの専門店です。個性豊かな
コーヒーのキャラクターの違いを楽し
んでいただけます。コーヒー豆もたくさ
ん持っていきますので、ぜひお越しく
ださい。 

        

        レガロビズ（高松） 
讃岐コーチンの
バターチキンカ
レーと焼菓子 

香川県にある漆と珈琲をテーマにした
カフェギャラリー。安心で自然な食材
を使ったランチやスイーツと、 週末は
夜もオリジナルスパイスカレーを揃え
て22時までオープンしています。 併
設ギャラリーでは、定期的にアン
ティークやヴィンテージの展示販売や
ライブ、他楽しい企画イベントを実施し
ています。 秋のUNOICHIイベントで
は、 香川県産のさぬきコーチンを使っ
たバターチキンカレーをご用意します。
スパイスもオリジナルブレンドしており、
マイルドな味わいです。 讃岐和三盆
入りの自家製スコーンとタルトレットも
お持ちします。 

        

        ぐぅ工房 
瀬戸内いりこの
炊き込みご飯 

クトでは和cafeぐぅというカフェの経営
を中心に活動しています。そのメン
バーの雑貨づくりが好きな子たちが集
まって手作りで雑貨を販売していま
す！今回はそんな雑貨だけではなく、
カフェで提供しているメニューをみなさ
まに味わっていただこうと思います💛
今回提供するメニューは、瀬戸内海で
採れたいりこをふんだんに使った、
「瀬戸内いりこの炊き込みご飯」！あ
たたかいおふくろの味、ぜひおひとつ
めしあがってみてください( *´艸｀) 

        

        Nöra 
のらマフィン ・そ
の他焼き菓子・ 

"高松市仏生山にある、ごはんとお茶
の店Nöraです。 

店名の「Nöra（ノラ）」は、「野良仕事」
の野良から。おいしいお米やお野菜・
果物を育ててくれる野良仕事があって
こその台所仕事。 
「当たり前のものが当たり前においし
い」をモットーに、皆んなの胃袋を笑顔
に出来る店でありたいと思っています。 
UNOICHI初出店、どんな方と出逢え
るかワクワクしつつ、今回はお店で人
気のマフィンをはじめ、お茶の時間や
朝ごはんに合うようなオヤツたちをお
持ちします。" 

        

        Benの台所 
鴨ロースト弁当と
赤じそジュース 

Benの台所は高松のちいさな食堂で
す。 タパス（お総菜）料理を中心に、
みなさんの台所になるべく 毎日食べ
ても飽きのこないごはんづくりを心が
けています。秋のUNOICHIでは鴨
ロースト弁当と赤じそジュースをご用
意してお待ちしております。 

        

        ぷく福 
酵母パン、島豚
カツサンド、自家
製ドリンク 

自家製酵母のてごねパン。果物、野
菜、ごはん、旬のものをぷくぷく発酵さ
せて、手でこねて焼いてます。小豆島
の放牧の豚さんのカツサンド。なるべ
くからだにも、地球にも優しいものを
使っています。小麦粉は、熊本、北海
道の無農薬のもの、ドライフルーツ&
ナッツは有機オーガニックにものか、
自家製のもの、みんなで作った自然
栽培のお米、畑や島で採れる野菜や
果物たち。仲間たちと、友だちと、ご近
所と、地域で、子育ても、田んぼも、日
常も、いろんなことを協力しあう、あた
りまえの日常をみんなと築いていきた
い。こどもも、大人も、おじいちゃん、
おばあちゃんも、みーんなが笑顔と嬉
しいが溢れる毎日でありますように 
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トンボ学生服 
オリジナルポケットティッ
シュケース作成 

学校の制服生地を使って、縫わずに自分だけのオ
リジナルポケットティッシュケースを作ってみません
か？ 無料でどなたでも参加いただけます。 物作り
の楽しさを一緒に体験しましょう！ スタッフ一同、
心よりお待ちしております。 

なタ書 古本・新刊書籍 

四国の高松にある完全予約制の本屋です。
UNOICHIでの出店は一年振りとなります。
その間、いろいろありました。結婚11年目
で離婚するかと思いきや、離婚することな
いばかりか、子どもが産まれ、と思いきや
子どもが産まれることもなく。代わりに息子
は手術を余儀なくとなり（息子というのは下
半身のことですよ）、と思いきや健康診断
では煙草の吸い過ぎでとにかく貴方の肺
はもう危ない、と医者に言われついには覚
悟を決め、禁煙。代わりに脱法ハーブに手
を出そうもんならUNOICHIからの出店依
頼はなかったでしょう。ですので安心して今
も煙草を吸っています。息子の勢いも往年
には敵いませんがボチボチです。 

        

徳永こいのぼり 手作りこいのぼり 

和気町にある鯉のぼりメーカーの徳永こいのぼり
です！秋ですけど、かわいいこいのぼりを作っても
らおうと思っています！お子様でも簡単に作れます
ので、ぜひ体験してみてください！ 

              

出製陶 IZURU SEITOU 彩色備前焼 

はじめまして、出製陶と申します。私たち兄弟は、
備前の土に色を練り込んだ新しい備前焼のカタチ
を目指して、日々作陶しております。カップ類を中
心に色とりどりな器を持っていきますので、お気軽
に遊びにいらして下さい。お待ちしております！ 

              

DECO-ALL OKAYAMA（
デコール岡山） 

壁紙貼り体験＆木製ｽﾂｰ
ﾙ作り 

岡山市にある輸入壁紙のお店です。普段は職人に
よる施工はもちろん、一般のお客様向けにDIYの
お手伝いもしております。今回は特大ﾊﾟﾈﾙを用意
して壁紙の貼り方実演と木製ｽﾂｰﾙに壁紙を貼って
ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾂｰﾙを制作します。壁紙を貼ったﾊﾟﾈﾙは
そのまま写真撮影用の背景として展示しますので
UNOICHIの思い出の中の1枚として写真を撮って
頂ければと思います。その他お得な壁紙のﾊｷﾞﾚや
壁紙雑貨の販売も行います。「興味はあるけどﾊｰ
ﾄﾞﾙが高そう」とよく言われますが実は思ったより簡
単に貼ることが出来る壁紙。実演やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通
じて少しでも壁紙を身近に感じて頂ければと思いま
す。 

              

451ブックス 古書と新刊書籍 

"玉野市八浜町にある小さな書店です。 
絵本や、暮らし、アート、建築、船の本などをセレク
トして販売します。今回はLOVEな本も〜。 
見て楽しい、持っていて幸せになれるような本を提
供したいと思っています。" 

              

もめん畑 
音の絵の刺繍生地で作る
WS 

"「もめん畑」は、宇野港からすぐの築港商店街にあ
る手芸用品・服のリフォーム・オーダーメイドのお店
です。布のことならなんでも相談できて、手づくりの
楽しさを感じられる、そんなあたたかなお店であり
たいと思っています。 
 
秋のUNOICHIでは、岡山で作られる刺繍レース
「音の絵」の生地を使ったワークショップを行います。
すぐ近くの築港商店街にある実店舗では、音の絵
の展示会を同時開催中です。ぜひあわせて遊びに
来てください！" 

              

北野さん（お題） 
ワークショップとオリジナル
グッズ販売 

玉野市、染織工房(そめおりこーぼー)の北野静樹
と三浦奈巳です。染織教室や作品制作、販売、出
張講座など色々活動してます。 今回は『型染めで
あそぼ』と題してエコバッグやTシャツなどをつくる
ワークショップと、織物の額絵をつくるワークショッ
プを用意してます。 また、ハンカチ、手ぬぐい、T
シャツ、ストール、ブローチなど、染織工房オリジナ
ル商品の販売も行いますので、ぜひ足を止めて見
ていただければと思います。 

              

アオイアツシさん 
お名前ハンコや、オリジナ
ル商品の販売 

版画や明神堂は、版画(木版、けしはんなど)を活
用した商品や、イラストなどの販売を行なっていま
す。 UNOICHIでは、お客様のお名前を即興で彫
らせて頂く「お名前ハンコ」や、今回初出品のシルク
スクリーンで作成した、ガーゼハンカチ、コットン
バックを販売します。 UNOICHIにちょっとゆる〜
い雰囲気を持って行きたいなあと思っていますので、
ぜひ足を向けて頂ければと思います。 

              

ぬかさん（飲食orWS） 申込書未                 

Japan Blue & Permanent 
Blue 

インディゴ雑貨、デニム小
物 

児島に店を構えるインディゴやデニムに拘ったお店
です。ジーンズやインディゴ雑貨等オリジナル商品
です。ワークショップはネックレスやカバンであなた
だけのオリジナルを作ってもらいます！ 

              

arte povera 作業エプロンと小物たち 
arte poveraのエプロンを身に着けて 大切な人々

に手作りを♡ 
              

3sun 
フリンジキーホルダーの
ワークショップ 

衣料などのマスプロダクションから生まれる様々な
ロスを新しい素材として捉えるアップサイクルブラン
ド。 今回は デニムや 帆布の糸を使って フリンジ
のキーホルダーを作るワークショップと ボトルバッ
グ、エプロンなどのパッチワーク小物、はぎれなど
をお持ちします。 

              

Viva la Tamano! × 
cog33204 

物販, ワークショップ 玉野で愛された古具の販売と限定WS               

MORI glass 
これからの季節に ガラス
のお箸おき 

"普段はガラスをつかって作品をつくっています。  
今回は、ごはんの時にちょっと気分をのせてくれる、
お箸おきをつくります。 
ガラスに、リューターという道具で絵や模様を彫り
描きします。小さなお子様から大人の方まで、はじ
めてでも大丈夫です！ 
お箸おきは2こつくりますので、お揃いでも、そうで
なくても。自分用はもちろん、大切な人とお揃いや、
おじいちゃんおばあちゃんへ贈りものなど。 
美味しいものをいただける、これからの季節。食事
の時間が楽しくなるような、心温まる名脇役がつく
れればと思います。" 

              

ツナグライフ 
観葉植物、多肉植物、イン
ドアグリーン 

「植物と暮らす」をコンセプトに観葉植物、多肉植物
を中心に取り扱う植物屋です。植物を通じて人と人
とがつながり、日々の生活のアクセントになるもの
を提案しています。 

              

就実・森の学校プロジェクト 
竹の小物づくりワーク
ショップ 

初めまして！就実大学経営学部の就実・森の学校
プロジェクトです！私たちは、「就実・森の学校」の
竹の間伐材を使って、エコでおしゃれな竹の小物づ
くりのワークショップを開きます！小さいお子様でも
作れますので、ぜひお気軽にご参加ください！ 

              

UNOICHISHOP 秋を感じるFoodとDrink 

UNOICHISHOPです！今回は秋を感じさせる
foodメニューを準備しております。また、恒例の独
歩のクラフトビールと幻の地サイダー、愛媛県産柑
橘ジュースを販売します！五感で初秋を感じること
のできる商品を提供させていただきますので、是非
足を運んでください！！ 

              

スケッチ＆ぬりえコーナー スケッチとぬりえ 

"こんにちは！ 
UNOICHI「スケッチ＆ぬりえコーナー」では、
STAR*projectのメンバーの学生が中心になって
スケッチやぬりえを楽しめるようにサポートしま
す！ 
画用紙・画板・クレヨンを僅かですがご用意しており
ますが、数に限りがあるので、道具の持参をオスス
メします。 
世界にひとつだけの”絵”を描いちゃおう。" 

            


