
 

 

報道関係各位  

2016 年 9 月 16 日 

株式会社ストライプインターナショナル 

 

OKAYAMA ART SUMMIT 2016 開催にあわせ 

秋の岡山活性化イベント 

～ストライプマルシェ、エコクリーナーズなど～ 
 

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：石川康晴）は、OKAYAMA 

ART SUMMIT 2016 の開催にあわせ、秋の岡山をさらに活性化すべく、岡山市内でイベントを実施いたします。

10 月 15 日（土）・16 日（日）および 11 月 5 日（土）・6 日（日）に第 2 回・第 3 回の「ストライプマルシェ」 を、10

月 15 日（土）に「エコクリーナーズ」活動を行う予定です。また、10 月 8 日～11 月 27 日までの土曜・日曜は、

公益財団法人 石川文化振興財団がプロデュースする「岡山屋台プロジェクト」の運営もサポートいたします。 

 

5 月に表町商店街で第 1 回を実施した「ストライプマルシェ」は、2 日間合計で 15,000 名を超える方にお越しい

ただき、好評を博しました。今秋は会場を石山公園へと移し、引き続き「パン」をテーマといたします。第 2 回、第

3 回では、前回人気の高かった「あいゆうわいえ」（美作市）や「小さじいち」（鳥取県）が再び出店する他、「石窯

パン工房 麦のひげ」（岡山市・赤磐市）、「インダストリー」（総社市）や、「ル・パンドゥタカ」（岡山市）、「おへそカ

フェ＆ベーカリー（広島県）」などを含む 10 店舗が今回初参加となります。前回同様当イベントの限定メニューを

販売予定で、ストライプマルシェだけの特別なパンを味わっていただけます。その他、鳥取県の人気ベーカリー

「タルマーリー」がクラフトビールを提供するなど、パンと一緒に楽しんでいただけるショップもございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 15 日（土）には、当社の CSR 活動の一つである「エコクリーナーズ」を実施いたします。2007 年より実施し

ている本活動は、県内清掃拠点計 28 か所、参加者も約 3,000 名（いずれも昨年実績）と、大きな規模へと発展しま

した。「ファッションに関わる者が地球を汚してはならない」というスローガンのもと、岡山駅前周辺を拠点に大規模

清掃活動を行い、多くの人が訪れる秋の岡山を美しい街にいたします。 

 

表町商店街ストライプマルシェ（5 月実施） 



 

さらに、10 月 8 日～11 月 27 日までの土曜・日曜は、ウェーブパーキング西手櫓において、当社代表の石川が

理事長を務める公益財団法人 石川文化振興財団プロデュースの「屋台プロジェクト」が実施されます。国内外の

建築シーンで注目を集める建築家 3 人と、学生たちが「建築としての屋台」を共同設計し、世界一小さなレストラン 

コンプレックスで、岡山を代表する飲食店が料理をふるまいます。出店店舗は「アリゾノ（イタリアン）」「ステリーナ

（イタリアン）」「クロワサンス（フレンチ）」「鉄板 かや乃」などを予定しており、岡山で人気の店舗が週替わりで軒を

並べます。当社は、この屋台の運営もサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKAYAMA ART SUMMIT 2016が開催され多くの人が岡山を訪れるこの秋に、様々なイベントを実施することで、

アート作品のみならず、食文化や美しい街並みを含む岡山楽しんでいただきたいと考えています。当社は、今後も

石川文化振興財団と連携を図りながら、岡山でのイベント実施や行政・他企業との協業などに取り組み、岡山の地

域活性化に積極的に取り組んでまいります。 

 

 

≪各イベント実施概要≫ 

■ストライプマルシェ実施概要 

実施日時：第 2 回  2016 年 10 月 15 日（土）、16 日（日） 10:00～16:00 

第 3 回  2016 年 11 月 5 日（土）、6 日（日） 10:00～16:00 

実施場所：石山公園／岡山市北区石関町 7 

 ※出店予定店舗は、3 ページ目以降をご確認ください 

 

■エコクリーナーズ実施概要 

実施日時：2016 年 10 月 15 日（土） 

実施場所：下石井公園／岡山市北区幸町 16 番地 

活動支部：28 拠点（予定） 

参加人数：約 3,000 名（予定） 

 

■岡山屋台プロジェクト実施概要 

実施日時：2016 年 10 月 8 日～11 月 27 日までの土曜・日曜  11：00～１6：００ 

※10 月 8 日はプレオープン、10 月 10 日（月）のみ祝日も実施 

実施場所： ウェーブパーキング西手櫓（禁酒会館南側駐車場）／岡山市北区丸の内一丁目 1-17 

エコクリーナーズ 岡山屋台プロジェクト 



 

ストライプマルシェ出店予定店舗                                   ★は初参加の店舗です 

第 2 回 ストライプマルシェ 

パン 

（21 店舗） 

石窯パン工房 麦のひげ★ 
岡山市 

赤磐市 

インダストリー★ 総社市 

Carino★ 倉敷市 

コロボックル 岡山市 

Boulangerie Doumae 岡山市 

パンの森ブローニュ 岡山市 

焼き屋★ 吉備中央町 

ル・パンドゥタカ★ 岡山市 

ｌogique 総社市 

SOLARE★ 鳥取県 

おへそカフェ＆ベーカリー★ 広島県 

あいゆうわいえ                   ※15 日のみ 美作市 

アースブレッド                    ※15 日のみ 岡山市 

Bourangerie Colonbages              ※15 日のみ 岡山市 

プロヴァンスの朝                  ※15 日のみ 岡山市 

Bonbon★                       ※15 日のみ 総社市 

小さじいち                       ※16 日のみ 鳥取県 

石窯ぱんや nico★                 ※16 日のみ 岡山市 

大元工房                       ※16 日のみ 岡山市 

まみパンストア★                  ※16 日のみ 岡山市 

ムッシュドムスタッシュ               ※16 日のみ 倉敷市 

ドリンク他 

（7 店舗） 

BESSO COFFEE(ドリンク、スープ） 岡山市 

Cafe qinema（ドリンク、スープ） 岡山市 

THE COFFEE BAR(ドリンク） 岡山市 

unmarble(ドリンク） 岡山市 

alimna（ジャム） 美咲町 

BLOCK natural ice cream(アイスクリーム） 岡山市 

タルマーリー（ビール）★ 鳥取県 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 3 回 ストライプマルシェ 

パン 

（20 店舗） 

石窯パン工房 麦のひげ★ 
岡山市 

赤磐市 

焼きたてパン工房 SugaSuga 岡山市 

Carino★ 倉敷市 

コロボックル 岡山市 

Boulangerie Doumae 岡山市 

パンの森ブローニュ 岡山市 

焼き屋★ 吉備中央町 

ル・パンドゥタカ★ 岡山市 

logique 総社市 

SOLARE★ 鳥取県 

おへそカフェ＆ベーカリー★ 広島県 

あいゆうわいえ                   ※5 日のみ 美作市 

N’s Kitchen&labo★                 ※5 日のみ 愛媛県 

Bourangerie Colonbages              ※5 日のみ 岡山市 

プロヴァンスの朝                  ※5 日のみ 岡山市 

フクラムフクラム★                 ※6 日のみ 岡山市 

小さじいち                      ※6 日のみ 鳥取県 

オぷスト★                      ※6 日のみ  瀬戸内市 

大元工房                       ※6 日のみ 岡山市 

ムッシュドムスタッシュ               ※6 日のみ 倉敷市 

ドリンク他 

（10 店舗） 

BESSO COFFEE(ドリンク、スープ） 岡山市 

Cafe qinema（ドリンク、スープ） 岡山市 

THE COFFEE BAR(ドリンク） 岡山市 

unmarble(ドリンク） 岡山市 

alimna（ジャム） 美咲町 

BLOCK natural ice cream(アイスクリーム） 岡山市 

タルマーリー（ビール）★ 鳥取県 

テレココ（スウィーツ）★ 岡山市 

munch's（石釜ピザ）★ 岡山市 

913(スウィーツ) 

 
岡山市 

 

 


