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2019年 10月 10日 

  ㈱ストライプインターナショナル 

ストライプマルシェ 

記念すべき 10回目の開催は過去最多数の店舗が出店！ 
～パンとイタリアンの店舗の他、キッズダンスショーやワークショップも～ 

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、SDGsi（持

続可能な開発目標）のひとつ「住み続けられるまちづくりを(11番)」の一環として、地域活性化を目指す「ス

トライプマルシェ」を岡山県内の様々な場所で開催してまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記念すべき 10回目となる「ストライプマルシェ」は、過去最多の店舗数で盛り上げます。今回は『パンと

イタリアン』がテーマ。メインとなるパンの販売は、過去最多となる 16 店舗が初出店します。岡山県内外は

もちろん、最北は北海道の“オーガニックパン工房 風土火水”から、さらには東京都渋谷区の老舗ベーカ

リー“ルヴァン”も出店。天然酵母や手ごねパンなど身体にやさしいベーカリーが 1日約 20 店舗出店予定で

す。 

メインテーマのひとつであるイタリアンでは、岡山県内の人気イタリアン 11店舗が日替わりで 1日 5 店舗

出店予定。一押しは倉敷美観地区の“トラットリアはしまや”。岡山食材を使用した南イタリア料理を提供い

たします。 

この他、フラワーショップによるワークショップや、DANCE STUDIO VERTEX によるキッズダンスショーを開

催予定。子どもたちがステージで可愛らしいダンスを披露いたします。 

ストライプマルシェの開催に合わせて、現在開催中の「岡山芸術交流 2019」では 11 月 1日（金）～11月 3

日（日・祝）、メイン会場となる旧内山下小学校の開館時間を延長し、現代アートが夕暮れから夜の時間帯に

かけて表情を変えていく様子をお楽しみいただけます。ぜひ、ストライプマルシェと共に岡山の魅力をたっ

ぷり味わってみてはいかがでしょうか。 



 

 

■石山公園ストライプマルシェ 実施概要 

開催日時：2019年 11月 2日（土）～11月 4日（月・振休） 

     10:00～16:00 （マルシェの商品は、売切れ次第終了とさせていただきます） 

開催場所：石山公園（岡山県岡山市北区石関町 7） 

 

出店予定店舗： 

   店名 エリア 

1 イタリアン トラットリアはしまや 岡山県倉敷市 

2 イタリアン ナチュラルワイン食堂 okuto  ※初出店 岡山県岡山市 

3 イタリアン ristorante Terada 岡山県備前市 

4 イタリアン PIZZERIA TRATTORIA Duomo 岡山県岡山市 

5 イタリアン オステリア ラ リチェッタ  ※初出店 岡山県岡山市 

6 イタリアン イタリア料理 LABOCCA 岡山県岡山市 

7 イタリアン イタリア料理 MATSU 岡山県岡山市 

8 イタリアン RISTORANTE O'GUSTA 岡山県岡山市 

9 イタリアン VIA PACE 岡山県岡山市 

10 イタリアン Carapan 岡山県岡山市 

11 イタリアン Ristorante CIELO  ※初出店 岡山県津山市 

12 イタリアン PIZZA AUTO FELICE 兵庫県神崎郡 

13 パン パンの森 ブローニュ 岡山県岡山市 

14 パン Prime 岡山県倉敷市 

15 パン 石窯パン工房 麦のひげ 岡山県赤磐市 

16 パン Masabakery／空とパンとハンモック  ※初出店 岡山県岡山市 

17 パン まちのパン屋 mitten  ※初出店 岡山県岡山市 

18 パン Levain（ルヴァン）  ※初出店 東京都渋谷区 

19 パン 自家製天然酵母パン 樸木  ※初出店 奈良県生駒郡 

20 パン オーガニックパン工房 風土火水  ※初出店 北海道帯広市 

21 パン 自家製天然酵母のパン hutte（ユト） ※初出店 愛媛県四国中央市 

22 パン ムッシュ ド ムスタッシュ 岡山県倉敷市 

23 パン メカラウロコパンヤ  ※初出店 岡山県備前市 

24 パン 空のパン 福岡県福岡市 

25 パン 多久工房 岡山県和気郡 

26 パン 3 trois（トロワ）  ※初出店 大阪府大阪市 

27 パン パンとお話 Appleの発音  ※初出店 岡山県浅口市 

28 パン 食パン屋 bakery 点心  ※初出店 兵庫県尼崎市 

29 パン フクラムフクラム 岡山県岡山市 

30 パン 国産小麦・天然酵母パン コロボックル 岡山県岡山市 

31 パン ameen's oven  ※初出店 兵庫県西宮市 

32 パン ぜろどーなつ  ※初出店 岡山県岡山市 

33 パン HIYORI BROT  ※初出店 兵庫県丹波市 

34 パン モフトンマル  ※初出店 岡山県小田郡 

35 パン 天然酵母ぱん&カフェ あいゆうわいえ 岡山県美作市 

36 パン mon-chou（モンシュー） 岡山県美作市 

37 パン 3ft  ※初出店 和歌山県和歌山市 

38 パン 手作りパン屋の TERUO  ※初出店 岡山県岡山市 

39 ドリンク BESSO COFFEE ROASTERS 岡山県岡山市 

40 ドリンク 下山さんちのお茶 岡山県美作市 

41 ドリンク domaine tetta 岡山県新見市 

42 ドリンク 三石耐火煉瓦株式会社 岡山県備前市 

 ※順不同 

 



 

■「岡山芸術交流 2019」夜間特別延長 概要 

開催日時：2019年 10月 11日（金）～10月 13日（日） 

     2019年 11月 1日（金）～11月 3日（日・祝） 

     10:00～16:00 （マルシェの商品は、売切れ次第終了とさせていただきます） 

会館時間：9:00～20:00（入館は 19:30まで） 

     ※上記期間以外の通常時は、9:00～17:00（入館は 16:30 まで） 

会場  ：旧内山下小学校（岡山県岡山市北区丸の内 1-2-12） 

金額   ：「岡山芸術交流 2019」鑑賞券でご入場いただいたけます。 

     ※単館 500円、もしくは全会場で使用可能な鑑賞券：一般 1,800円／県民 1,500円／学生 1,000円／

65歳以上・団体 1,300円／高校生以下無料 

その他  :他会場（旧福岡醤油建物、岡山県天神山文化プラザ、岡山市立オリエント美術館、岡山城、シネマ・

クレール丸の内、林原美術館）については夜間延長なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
i SDGs:Sustainable Development Goals持続可能性（サステナビリティ）の新たな世界標準。                         

2015年国連で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」で掲げられた世界全体の経済・社会・環境のあり方につ

いての 17目標 169ターゲットからなる。マルシェは 11番の「住み続けられるまちづくりを」に該当する。 

 


