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T-SHIRTS MEMBERS  
−Tシャツ加盟店−

SPECIAL THANKS 

・ Pub Jack本八幡店
・ Pub Jack市川店
・YAMA PIZZA
・にわとりラック
・muu muu mama
・ace axiscトore 市川店
・花くめ
・China kitchen楓
・スペースにわにわ
・CODAMA
・ 千葉ットリアSorriso
・日本酒バル新家
・太陽のコロッケ
・まるに商店
・URAYASU markets
・銀座パリス
・ハートストーン（ÁÌスペース）
・発酵×スパイス食堂Yajikko KITCHEN

・割烹川松駅前店
・ごはんや元（げん）
・Depot Cycle & Recycle
・hair sunny
・おさけやきとりだべ家
・芙蓉亭
・パリワールワパイスカフェ
・酒俱楽部 ぶるーむ
・アンカー市川
・こざと整骨院
・ねむり 本八幡店
・土曜カフェ
・ブレーメンカフェ
・Art Garrley Cafe 茶々華
・麻廼屋
・天串×和酒 佐香月
・春光園
・京屋酒店 本北方店

エドロック2020年Tシャツが購入できる
お店をご紹介します。
Tシャツの売り上げの一部は還元され
お店にとって元気になる仕組みに
なっているとともに、
エドロック運営費として大切に使わせて頂きます！
※Tシャツ加盟店でのTシャツの販売は
10月23日までとなっており、
当日は、ナビスポットのみでの販売となります。

市川地方
卸売市場
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EDOROCK CONCEPT−私たちの想い−

コロナに配慮して。。
●体調を管理し、熱、頭痛などの症状がある場合は、
お家で楽しみましょう。
●お店が混雑している場合は他の空いているお店に移
動しましょう。
●人と１m以上の間隔を確保して楽しみましょう。
●マスクを着用して楽しみましょう。
●こまめに消毒、手洗いをしましょう。

エドロックを楽しむには、、

まずナビスポットで検温して
37.5℃未満であることを示す
シールを貼ります！
エドロックの通行手形です！

※新型コロナウィルス接触確認アプリーCOCOAの
インストールを奨励します！

アートと音楽で楽しく元気に！
今年は想像もしなかったようなことが起きました。

皆が、周りに配慮し、集うことを避ける必要があります。
楽しいお祭り、ライブ、イベントを我慢することもたくさ
んあります。
けれどもありがたいことに、現在は、様々な方法がありま
す。ネット上では実際に会わずに顔を見て話すことができ
ます。おかげで、私たち実行委員29名はずっとオンライン
で定例会議を重ねてきて全員一堂に会することなく、
とうとうエドロックを実現しようとしています。
皆が１箇所に集まらずとも、一つになった気持ちで楽しめ
るはず!!と、皆のアイデアを集結させて、オンラインだけ
でなく、様々な形で楽しめるよう組み上げてきました。

今年のエドロックは私たちにとってとても大きなチャレン
ジです。

このような状況の中でもたくさんの方の応援とご協力をい
ただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。あとは当日
まで皆さんが楽しんでいただけることを祈っています。
このような時代に心が大きく揺らぐ中、アートや音楽はき
っとみなさんの心に寄り添って皆の心の中で力を発揮して
くれることと思います。ギスギスしそうになった時はふっ
と力を抜いて音楽やアートで豊かな時をぜひ過ごしてくだ
さい！
このような状況の中でも尽力されている医療従事者はじめ
とした方たちに感謝の意を表します。

藤田あかね

今年のカメラマン
出会ったら、写真撮って
もらってくださいね！

サンジョウヤスタカ 中島葉子 くずはらまり Shun Shirai

エドロックの

検温シール
を貼ろう！
通行手形だよ！
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HOW TO EDOROCK−エドロックの楽しみ方−

・ガイドブックの配布 ・グッツの販売
・スタッフによる案内 ・マスクの使用喚起
・検温してガイドブックにシールを貼り付け
・シールラリー景品の引き渡し

QRコードを読み取るか、
で「エドロックラバーズ」

と検索するかして、
をタッチしてね！

江戸川の土手では、野外彫刻作品の展示とワークショップ。
大洲神社には参加者で作るインスタレーションを飾ります。
ワンちゃんの散歩やウォーキング中にぜひお立ち寄りください。
エドロックのスタッフが常駐していますので、
気兼ねなくお声がけください。

アートコンペに応募いただいた
作品が店舗ごとに飾られています。
ぜひ作品巡りをしてみてください。

"You Tube" & "市川うららFM"にて
11時〜16時まで映像と音楽を配信します。

市場会場ではフードカーが集合！
ワークショップやレンタサイクルもあります。

ワークショップ（カホン作り）
参加費：1,000円
子どもも大人もポコポコ
たたいて
遊びましょう。

当日は参加店の食べ物を
テイクアウトして、
"You Yube" & "市川うらら"を
視聴しながらお家でゆっくりと
過ごすのはどうでしょうか。

Tシャツ ラジオ
バッチ

約６０店舗のご協力のもと、
アート展示と音楽配信をします！

4



PROGRAM  −プログラム−

11：00～ オープニング
Happy Birthday 市川！！ 11：00 11：00～ オープニング エドロックの楽しみ方

11：15～ SpeciaⅬ Live① “ハツシカリカ”

12：00～ 市川市内のお店紹介

まさかあのお店のあの人が？！
12：00

12：00～ エドロックアートコンペ作品紹介
12：15～ SpeciaⅬ Live② “Paniyolo+渡辺明応”
12：45～ JAGUAR＆サエキけんぞう対談

13：00～ Ｓpecia Live音源OA
一生に一度ここでしか聴けない！ 13：00 13：15～ エドロック参加店のご紹介

あなたの好きなあのお店が出演！

14：00～ スポンサー企業突撃インタビュー 14：00 14：00～ Special Live③ “JAGUAR”
14：40～ エドロックラヴァーズ紹介

15：40～ アートコンペ表彰式
市川の未来を創るアーティスト誕生 15：00 15：00～ Special Live④ “ジョリッツ”

15：40～ アートコンペ表彰式

エンディング～ エドロック2020ラストに何かが・・・ 16：00 エンディング～ エドロック2020最後まで見逃せない！

ラジオの中でエドロック！！
市川うららFM｜83.0MHz 11/3(火・祝)11：00～16：00

エドロックのスペシャルラジオ番組を５時間の生放送でお届けします！放送はエドロックオリジナル
のバッジラジオor市川うららFMのWebサイトから聴いてくださいね。
そして当日は、Twitter「＃エドロック」をつけて、ぜひリクエスト、メッセージを！生放送中、
どんどんご紹介していきます！

当日しか見られない、エドロック2020出演アーティストによるSpecial Liveを
Live House Route Fourteen Motoyawataからお届けします！市川の楽しい
スポット、ご協力いただいた参加店のご紹介、アートコンペ表彰式の模様など、
楽しいコンテンツが盛りだくさん！

酒井 道代 入澤 華子 湊 誠也 長谷川 円香

エドロックYouTubeチャンネルにて無料配信！

supported by
supported by

＊ライブ配信は、インターネットの環境があれば、パソコン／タブレット／スマホから、
無料でご覧いただくことができます。

＊外出自粛と行動制限の中で、演奏の場・活動の場を失っているミュージシャン やスタッフの活動支援のため、
ライブがお気に召しましたら「応援の投げ銭」を いただくことができれば幸いです。

＊情勢の変化により、配信が行えなくなる可能性もありますことをご了承 くださいませ。
＊当日は、Live House Route Fourteen Motoyawataにご入場いただくことはできません。

and more・・・

？大隈 みなみ
佐藤 真帆

ラジオディレクターMC MC YouTube撮影担当

武藤 直弥
石橋 一憲
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ARTIST-MUSIC- −ミュージシャン−

JAGUAR（ジャガー）

千葉で結成したハルメンズのサエキけんぞ
う(Vo）と泉水敏郎（Dr）が、次世代の吉田
仁郎（G)、亀（G、ぐしゃ人間）、オカジ
ママリコ（B９）と2015年に結成した21世
紀型のニュー千ウェイヴ・バンド。

ジョリッツ

ハツシカリカ

rem time rem time(レムタイム レムタイム)の
ギターボーカル。切なくもどこか温かみのある
歌詞とメロディは懐かしさと新しさを兼ね備えた
全く新しいジャンルを形成している。

Paniyolo ＋渡辺明応
ギター奏者・高坂宗輝のソロプロジェクトこと
Paniyolo、WAIWAI STEEL BANDを中心に活動し
ているスティールパン奏者の渡辺明応。ナイロン
弦の柔らかなギターの質感、そして静かに響き渡
るスティールパンが印象的なインストゥルメント
デュオ。

市川うららFM

Route14

ラジオ局

ライブ
ハウス

創業35年。ジャズからロック、ダ
ンスや演劇まで、オールジャンル
に対応。音響、照明、配信の充実
したライブハウスです。TEL/047-325-
3086（12：00～23：00）
MAIL：route14@mpd.biglobe.ne.jp

市川うららFMは、千葉県市川市と
浦安市を中心に様々な情報を
お届けするコミュニティFM放送局
です。〔周波数83.0MHz〕
おたより：kyo@fmu.co.jp
（件名に曜日・時間帯・出演者をご記載ください）

放送予定
月～金 10:00、13:00、15:00～

HELLO~~~ォ～～ゥ～～JAGUARで～～
す！！JAGUARがエドロックフェス2020
に登場！ファイト！いちかわ！一緒に盛
り上がろうぜ～～！！

J studio

Jスタジオ、近日オープン！
お楽しみに！

ライブ
スタジオ

うららFMは
ラジオで
Route14は
Youtubeから
配信中！！

是非見てね♪
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清水國明さんの自然樂校に子供とキャンプに行
き、初めてチェーンソーでイスを作る制作の楽
しさにハマり、自宅に作品がいっぱい。チェー
ンソーで削った木の作品を展示。

彼女の作品は重い素材を使いながらも、それを感じさせな
い軽やかさを持つ。代表作は、ホノルル•マニラの空港ラ
ウンジ他多数。フランスのサロンドトンヌに入選。
会場内に鉄で作った立体作品を展示
www.kaara-s.com

有機的で体の一部のようで植物のような作品。
スターツのCMにも起用されている。
河川敷、大洲神社にて樹脂の巨大オブジェを展示。

鶴指小、八中卒業。市川育ち。エーアンドエムの扉
を叩き早10数年。アートのプランや制作に励んでい
る。
カラフルで派手な色使い、そしてドット(水玉）をこ
よなく愛し、毎日水玉を身につけている

神社

ARTIST -ART- −アーティスト−

川原 昭

麻生智

KAARA  

TOMOMI

ワークショップ

ART GANG PIPPI
暮らしにARTでウフフ、ワアッハッハ！！
古いこけしにLOVEを吹き込んで、ニューこけ
しを作っています。
また、「こどもとすごす優しく楽しく自由な
ARTLIFE」をコンセプトにした「ART GANG 
PIPPI」を主宰しています。
日々こどもたちからパワーをもらって自分の作
品づくりにも生かしています。ARTクラスやワ
ークショップの詳細はインスタグラム
@3710minnatomamiart をごらん下さい！土手

土手 神社

土手

市川真間駅

彼女の作品の特徴は美しい色使いとリズム感である。

空間を意識して制作される作品は空間に
溶け込みながらも優しい空気感を作りだす。

代表作はホテルオークラ、コンラッドホテルなど、他多数。

www.marikohayashi.net

はやしま
りこ 表紙・ポスター アークタウン

studioーchibariyo
『色を塗って自分だけの自分だけのカホンを作ろう！』

※カホンとは座れる打楽器のことであります！
開催日：11月3日
場所：アンカー市川
参加費：1000円
時間：11:00～、12:00～、13:00～、14:00～、15:00～
各1時間５名 私のメールに（tttrou2015@gmail.com)
予約していただけましたら幸いです。
もちろん！飛び込みOKです！
www.ameblo.jp/chiba-riyo/

アークタウンでは他の作家さんも作品展示予定！？

市川真間駅

市川真間駅
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ART COMPE   −アートコンペ−

Ａ:共存

Ｊ:夏理想郷

Ｃ:A Dip into WonderＢ:Edogawa
Dragon

Ｔ:ウロコちゃん
Ｄ:えどがわの

せかい
Ｅ:Fantasic

Shadow Ｆ:riverbed Ｇ:ダルメシアンと夏

Ｈ:ゆっくり
歩こう

Ｉ:ダンボール
ROCK

Ｐ:矢切の渡し舟
Ｓ:marble 

edogawa

Ｋ:川のまち

Ｍ:ゆらめくＬ:知られざる
者達

Ｏ:花咲ける
江戸川

Ｎ:行き先は
どこ？

第2回のアートテーマは 江戸川

今年もみんなが審査員のEDOROCKアートコンペティションを開催中！
いいな！と思った作品のアルファベットで、ぜひご投票ください！

実物の作品はアートスポットにて展示中です！
作品右下の数字が展示されているお店の番号です。(14p,15p参照)
アートは、各お店のイメージにあった作品を選んでいます。

お店自体、商品、メニューも、楽しみながらアートご鑑賞ください！

11月6日まで展示予定！結果発表後も、お楽しみいただけます。

Ｕ:
エドロックの日コウノトリさんも

嬉しくなって飛んできた-2

アートスポット展示期間:10月5日(月)〜11月6日(金)
※お店により展示期間が前後する場合があります。
投票期間：10月5日〜11月3日14:00まで
各賞：市川市長賞 / 市川観光協会賞 /

(一社)アートのある暮らし協会賞 / 一般投票者賞
結果発表：エドロック当日 11月3日15:40~ 

YouTube&うららFMより表彰式を生配信！
投票方法：HPよりご投票いただけます！

当日は、メイン会場及びナビスポットでも投票可能！

↑投票はこちら↑

Ｒ:空の向こうに

V:EDO RIVER
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営業時間の記載のない店舗は、エドロックの開催時間である11:00〜
16:00はオープンしております。その他の時間帯にオープンしているお
店にはオープン時間帯が表記されています。

SHOP MEMBERS  −参加店−

本八幡北口、OK裏の商業施設モトッパチの４店舗さま！�
14 15

11/3お休み
(アートコンぺ展示11/1まで)

招待作家のアート展示中

アート展示期間:10月5日(月)〜11月6日(金)
※お店により展示期間が前後する場合があります。



11/3〜7は八幡一番街のいちフェスウィーク！
一番街の各参加店舗にて特典があります。

八幡一番街商店会
１ ２ ３ ４ ５

シールラリーに挑戦してね！

お店の住所はこちらのQRコードから確認できるよ！�16 17

11/3は午前中のみ営業

11:30~14:00

招待作家のアート展示

エドロック参加店舗を巡って、シールを５個集めよう！
当日ナビスポットにて、素敵な景品をプレゼント♫

シール配布期間: ~11/3(火祝)まで
景品交換期間：11/3（火祝）のみ



11/3 カー
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SPONSER −協賛企業−
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カクタ
カクタ
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2019

ラジオバッジ協賛
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たくさんの
ご支援
ありがとう
ございます！
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・東 信宏
・あんちゃん・えもちゃん
・インテリア ナカガワ
・大洲神社
・有限会社小倉商店
・京屋酒店 本北方店
・株式会社コジマ商事
・佐藤 義一
・第一勧業信用組合 市川法人営業所

ご協賛いただき、
誠にありがとうございました。

2423

株式会社エクステリアうだがわ
http://ex-udagawa.com/

同じ価格でワンランク上のご提案！

HP

ＳＰ整骨院 滑川敏昭
http://www.splabo.jp/

症状で困っている人を救います！
HP

㈲京葉不動産管理
https://www.keiyofk.com/

市川市国府台でお客様の安心できる不動産取引をつくる
HP

京葉ベンド（株）
http://www.keiyo-bend.co.jp/

市川の地でCNCパイプベンダーを作って70年！
HP

Buzz English
https://www.buzzenglish.jp/

はじめての英語でも安心！
HP

有限会社フォーピープル【ダスキン市川】
www.forpeople.co.jp

ピンクフロイド「原子心母」から５０年。
音楽とアートの地元祭りを応援します。

HP

南八幡治療院(在宅訪問マッサージ)
https://www.minamiyawata.com/

市川で生まれ育った国家資格保有のマッサージ師が
地域への感謝を込めて。

HP

HP
じもとの放送局

https://www.jimotonohousoukyoku.com/
LIVE配信や動画制作等を提供！
あなたに合ったプランご提案！

・#suncame
・有限会社シーアンドワイ
・niwatori truck
・Haunt Bar Wish
・馬場印刷
・昼八幡bot
・ファミリーマート市川大洲店
・ブレーメンカフェ

http://ex-udagawa.com/
http://www.splabo.jp/
https://www.keiyofk.com/
http://www.keiyo-bend.co.jp/
https://www.buzzenglish.jp/
http://www.forpeople.co.jp
https://www.minamiyawata.com/
https://www.jimotonohousoukyoku.com/
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昼八幡bot

貞重 洋平

さとちん

佐野 瞳

サンジョウ ヤスタカ

中倉 智徳

二村 順子

長谷川 円香

日比野 明霞

日比野 亮二

昼八幡bot

MIKAZUKI.design 佐藤

湊 誠也

本八幡bot

山口 理沙

エドロックを通じて
市川を知り、どんどん
好きになりました。

いちかわをオシャレに

アートと音楽で、
街をワクワク
させたいです！

カメラマンだからできる事を
テーマに、市川に根付いた活動を
している一環としてお手伝い
させていただいております！

何もかもが異例な年ですが、
エドロックで安全に
盛り上がりましょう！

エドロック2年目です。
今年はYouTube担当します。
よろしくお願いします。

エドロック黄色
Tシャツを着て
元気に楽しく！

大好きな地元で
フェス！最高♡

LOVE LOCAL 
THINK GLOBAL

心は市川市民!!
エドロック最高!!

大都会本八幡

当日ラジオジャック！
楽しみ！

何かと課題の多い年、
その中で探る楽しみ方。
これがエドロックの
答えです。よろしくだぐ！

プロフィールのアイコン一覧

協賛

経理

WEB

参加店

Tシャツ

SNS
クラウド
ファンディング

アート
アートコンペ

ラジオ

YouTube

ガイドブック
ポスター

実行委員はそれぞれ
アイコンのチームに所属し、
皆様に楽しんでいただける
よう頑張っています！

EDOROCK MEMBERS  −実行委員−

藤田 あかね

入澤 華子

荒谷 賢一

稲村 絵美里

太田 尋子

小川 みきこ

大戸 佳恵

金子 みえこ

國友 英治 小泉 壌

コイズミ アツシ

酒井 道代

加藤 正紀

坂本 美穂

実行
委員長

ART & MUSIC
EDOROCK

エドロックで市川を
もっと好きになる！

アートの力で
明るく元気に！

音楽とアートの力で
コロナを吹き飛ばそう！

Enjoy!!

「敷居の低いアート」を
自由な視点で楽しんで下さ
い。

市川LOVE
エドロックLOVE♥

生まれも育ちも本八幡、
皆で素敵な自慢の市川に
していきたいです

VIVA！
EDO ROCK！

Everything's gonna
be alright.

こんな時だからこそ、
この日を楽しみ
ましょう！

マイク片手に
あばれちゃうぞ♡

みんなが笑顔になる
イベントになると
いいです！

どうぞよろしくです！

今年のEDOROCKに
加勢できてよかった
です。

ボランティア

30 31


