2018(平成 30)年 8 月 23 日
叡山電車 八瀬比叡山口駅で屋外マルシェイベント第 2 弾を開催！

「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＭＡＲＫＥＴ ｉｎ えいでん八瀬比叡山口
～ひえいに乗ってカーニバルマーケット」を 9 月 22 日(土)、23 日(日・祝)に開催します
〇コーヒーやお弁当、個性あふれる加工品など京都・滋賀を中心に活動する店舗が各日出店
〇「食と音楽」をテーマにしたナイトイベントも開催
○ワインや特製料理が味わえる「FANTASTIC アペリティフ特別列車」を運行

京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：加藤好文)は、叡山電鉄
株式会社と共催で、2018 年 9 月 22 日(土)、23 日(日・祝)の 2 日間、叡山電車八瀬比叡
山口駅において、屋外マルシェ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＭＡＲＫＥＴ ｉｎ えいでん八
瀬比叡山口 ～ひえいに乗ってカーニバルマーケット」を開催します。
「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＭＡＲＫＥＴ」は、大阪を拠点にデザインから食、アートに
わたって様々な活動を展開するクリエイティブユニット「ｇｒａｆ」が 2010 年から運
営するマルシェイベントです。
叡山電車八瀬比叡山口駅で 2 回目の開催となる今回も、本年 4 月に開催した第 1 回同
様、駅隣接のイベントスペースと駅に留め置く車両を会場に、コーヒーやお弁当、パン、
焼き菓子や調味料の加工品など「食」を中心にした物販や雑貨など京都・滋賀を拠点と
した店舗が各日出店します。また、会場では似顔絵切り絵やダンスパフォーマンスを実
施し、子供から大人まで楽しくお過ごしいただけます。
9 月 23 日(日・祝)には、夜の部として「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＮＩＧＨＴ ｃａｒｎ
ｉｖａｌ ! 秋の夜長を樂しむ食と音」を初開催。ビールやワイン、おつまみを扱う 7
店舗が出店するほか、心地よい音楽ライブをお楽しみいただけます。さらに、夜の部へ
は食前酒やパフォーマンスなどが楽しめる特別列車(叡山電車出町柳～八瀬比叡山口駅
間)が運行。ソムリエがセレクトしたワインや、料理家による前菜などが楽しめます。
また、ガーデンミュージアム比叡では、9 月 22 日(土)、23 日(日・祝)に本イベント
のパンフレットを持参いただいた方に、「四つ葉のクローバーの種子」をプレゼントし
ていますので、八瀬・比叡山の観光もあわせてお楽しみください。
詳細は別紙のとおりです。
※写真はイメージです

(別紙)
■概要 ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＭＡＲＫＥＴ ｉｎ えいでん八瀬比叡山口
～ひえいに乗ってカーニバルマーケット
日 時：[昼の部] 2018 年 9 月 22 日(土)

10 時 30 分開場、16 時閉場

23 日(日・祝)10 時 30 分開場、16 時閉場
[夜の部] 2018 年 9 月 23 日(日・祝)18 時開場、20 時閉場
※16 時～18 時は設営準備のため、ご入場いただけません。
場 所：叡山電車八瀬比叡山口駅
入場料：[昼の部] 無料
[夜の部] お一人様 1,000 円(会場で使用できる 1,000 円分の飲食チケット付き)
備 考：雨天決行、荒天中止
主 催：京阪ホールディングス株式会社
共 催：叡山電鉄株式会社
協 力：京阪電気鉄道株式会社、比叡山振興会議
内 容：
（１）飲食・物販エリア
京都を中心とした「カーニバル」に通ずるキーワードをもったお店が多数集結
します。買いたくなる、ワクワクする、ファンタスティックなものがたくさん揃
います(メニューの提供数には限りがございますので、予めご了承ください）。
＜出店店舗(昼の部)＞
●9 月 22 日(土)
・四月の魚(ホットドッグ)
・保存食 lab(野菜・果実の保存食)

など 17 店舗

●9 月 23 日(日・祝)
・料理開拓人の広東粥(中華粥)
・TE-tea&eating(ブレンドティー) など 16 店舗
（２）ＬＩＶＥ ＆ ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ
＜華乃家ケイ＆マサミ フラワーズ＞
ピエロのマサミとアコーディオン弾きのケイの愉快な 2 人組によるミュー
ジックパフォーマンスショー。演奏と歌に加え、ミニミニマジックやバルー
ンパフォーマンスも盛り込んで楽しさいっぱいのステージです。
【日

時】 9 月 22 日(土) 11 時 30 分・13 時・15 時(各回約 20 分程度)

＜ＫＡＳＳＡＮ＞
パントマイム、スローモーションなど不思議な動きをするアニメーション
ダンスや、水晶、武幻等を披露し、観客を不思議な世界へご招待します。
【日

時】 9 月 23 日(日・祝) 11 時～15 時

（３）ＥＶＥＮＴ
＜チャンキー松本の似顔絵切り絵＞
お顔を見ながら、5～10 分で縁起の良い「似顔絵切り絵」をハサミ 1 本で
つくりあげます。
【日

時】 9 月 22 日(土)・23 日(日・祝)10 時 30 分～16 時(各回約 5～10 分)

【参 加 費】

1,000 円(当日随時受付)

（４）ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＮＩＧＨＴ ｃａｒｎｉｖａｌ！ 秋の夜長を樂しむ食と音
マーケットの「夜の部」として、フードやデザート、ワインなどのお酒やド
リンクを扱う選りすぐりのマーケッターズが出店します。
「ｍａｍａ！ｍｉｌ
ｋ」の音楽と共に秋の夜長をお楽しみください。
【日

時】 9 月 23 日(日・祝) 18 時～20 時

【入場料】

1,000 円(会場で使用可能な 1,000 円分の飲食チケット付き)

＜出店店舗＞
・ルシュルシュル(イタリアのワインとオープンサンド、ブルスケッタ)
・円卓(秋のおすそ分け弁当) など 7 店舗
＜アコースティックライブ ｍａｍａ！ｍｉｌｋ＞
世界各地を巡りながら自由に音楽を紡ぐ、アコーディオンとコントラバス
のデュオ。ワルツやタンゴ、クラシックや実験音楽などを豊かに行き交う楽
想は「まだ見ぬ映画のサウンドトラック」
「旅へいざなう音楽」とも評されて
います。
【日

時】 9 月 23 日(日・祝) 18 時・19 時

＜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ アペリティフ特別列車(事前予約制)＞
叡山電車出町柳駅を出発し、
「夜の部」会場の八瀬比叡山口駅までアペリテ
ィフ(食前酒)とパフォーマンスを楽しめる特別列車が登場。
「円卓(京都)」の
料理家・庄本彩美氏による秋を感じさせる前菜に加え、食前酒は「ルシュル
シュル(京都)」のワインソムリエ・土橋陽氏セレクトのワインをお楽しみい
ただけます。ソフトドリンクもご用意可能です。
【受付日時】 9 月 23 日(日・祝) 17 時(出発：17 時 40 分)
【受付場所】 叡山電車出町柳駅 改札口
【定

員】 60 名様(要予約) ※定員に達していない場合は当日も受け付けます

【参 加 費】 お一人様 2,500 円(税込)
【内

容】 往復乗車券・アペリティフ(食前酒)・前菜・マーケット入場券

【予約方法】 下記ページ内の申し込みフォームからお申し込みください。
専用ページ：www.graf-d3.com/news/yase/
※メール(info@graf-d3.com)でもお申し込みいただけます。
※キャンセル、変更は開催2日前までにお電話にてご連絡ください。
TEL：06-6549-2082(graf)(10時～17時 ※土・日・祝日を除く)

【予約締切】 9 月 18 日(火)

【そ の 他】
・未成年の方は保護者同伴が必要です。
・お車を運転される方、未成年の方にはアルコール類を提供できません。
・警報発令等、天候の都合により運行を中止する場合があります。
・特別列車に使用する車両は観光列車「ひえい」ではありません。
・お帰りは定期列車をご利用ください(特別列車ではございません。当日の
受付時にお帰りの乗車券をお渡しします)。
・特別列車に乗り遅れた場合、後続の定期列車にはご乗車いただけませんの
でご注意ください。
（５）その他
●ご来場のお客さまにはおけいはんポイント 50 ポイントをプレゼントいたします。
※お一人様 1 回限り、ポイント加算日は 10 月 15 日(月)
●会場は全面禁煙です。
●駐車場はございません。会場へは公共交通機関をご利用ください。
●荒天中止の場合、当日 8 時までに公式 Facebook 上にてご案内いたします。
●ペット同伴での入場はお控えください(補助犬除く）。
●飲食代金のお支払いは現金または本イベント専用の飲食チケットのみです。
クレジットカードはお取り扱いできません。
●都合により、内容を変更する場合がございます。
●出店者の情報は、随時 Facebook・Instagram にてご案内いたします。
＜「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＭＡＲＫＥＴ」公式アカウント名＞
Facebook ：「Fantastic Market」

Instagram：
「fantasticmarket2010」

＜叡山電車 観光列車「ひえい」について＞
出町柳－八瀬比叡山口駅を結ぶ叡山本線で運行
する観光列車。比叡山の「神秘性」や「荘厳さ」を
表現した外装や、座り心地が向上した座席、叡山電
車では初採用の LED 照明などが特徴で、特別料金な
しでご乗車いただけます。
https://eizandensha.co.jp/hiei/
＜ガーデンミュージアム比叡について＞
標高 840m の山上に位置する庭園美術館。約 1500
種類、10 万本の草花が咲き、モネ、ルノワール、ゴ
ッホなどフランス印象派の画家が描いた風景を再
現しています。9 月 22 日(土)、23 日(日・祝)に本
イベントのパンフレットをご持参いただいた方に
は「四つ葉のクローバーの種子」をプレゼント。

＜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＭＡＲＫＥＴについて＞
大阪を拠点に、家具・空間・プロダクト・グラフィックのデザインから食、アー
トにわたってさまざまなクリエイティブ活動を展開する企業「ｇｒａｆ」が 2010
年にスタートさせたマルシェ(市場)プロジェクトで、これまで通算 100 店舗以上の
お店が出店しました。各店舗が取り扱う商品は、野菜や果物、お米、加工品から、
独自のルートを開拓して海外から仕入れた調味料まで、個性溢れる魅力的なものが
揃います。
https://www.facebook.com/fantasticmarket/
以

上

