
エドロック
アートコンペ

Vol.2
みんなでアートめぐりをしよう!!

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。
また営業時間・店休日が異なります。
あらかじめご確認のうえ、お越しください。

投票期間：10月5日～11月3日14:00まで
エドロック実行委員会 事務局 千葉県市川市大和田4-16-3 株式会社エーアンドエム内 TEL:047-377-3031
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EDOROCK 2020
アートコンペ Vol.2

テーマは「 江戸川 」
エドロックはご存知ですか？

江戸川で行われていたアートと音楽のイベントです。
その中で昨年スタートしたアートコンペ。

公募により選ばれた表現者の作品を皆で楽しむものです。
今年はコロナにより、

コンペ会場を「市内外のお店たち」としました。
空間の中にたたずむアートが楽しめて

お店を知ることも楽しめる
楽しさ2倍のアートコンペを堪能して下さいね!!

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。
また営業時間・店休日が異なります。
あらかじめご確認のうえ、お越しください。
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！

エドロック実行委員会

すてきな作家を 投票して下さい!!

↑ここから

NI0937
長方形



アート展示店舗 (JR市川駅南側周辺)

21 麻生珈琲店
〒272-0035
千葉県市川市新田４-17-9
047-377-2945

D: えどがわのせかい
(みうら かれん)

H: ゆっくり歩こう
(みうら やよい)

1 ごはんや元(げん)
〒272-0035 
千葉県市川市新田２-28-９
047-377-8599

N: 行き先はどこ？
(江戸川 五郎)  

18 春光園
〒272-0034
千葉県市川市市川1-２-5
047-326-9161

N：行き先はどこ？ (江戸川 五郎) 

8 おさけやきとりだべ家
〒272-0033
千葉県市川市市川南３-14-８
047-318-9123

J: 夏理想郷
(海神 加奈子)

3 Pub Jack 市川店
〒272-0034
千葉県市川市市川1-10-10
047-324-0810

A: 共存 (Kyokoso)

10 China kitchen 楓
〒272-0033
千葉県市川市市川南３-14-3
047-712-8998

G: ダルメシアンと夏 (そうみ)

Map①

★→エドロックTシャツorラジオバッジの方限定特典

居酒屋,バー

★ﾜｲﾝ&ﾌﾟﾁﾌﾟﾛｼｭｰﾄｾｯﾄ無料小学生以下ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ無料
大人1杯無料、特別ﾒﾆｭｰ有

居酒屋,バー

ワンドリンクサービス

ごはん

ｴﾄﾞﾛｯｸ限定ﾌｰﾄﾞ･ﾄﾞﾘﾝｸ

ごはん

★ワンドリンクサービス

エドロックセット
として
コーヒー・
ケーキ・バーガー

ごはんカフェ
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アート展示店舗 (市川真間駅周辺)

15 麻廼屋
〒272-0034
千葉県市川市市川2-31-20
エスポワール市川103
047-326-9339

L: 知られざる者達 (渕上 馨)

16 ハートストーン(AIスペース)
〒272-0035 
千葉県市川市新田5-4-19 真間マンション102
090-1055-4284

O: 花咲ける江戸川(とめさん)

9 芙蓉亭
〒272-0826
千葉県市川市真間4-5-2
047-372-0461

B: Edogawa Dragon (松崎 大輔)

20 MoonboW
〒272-0034
千葉県市川市真間2-9-5 福島屋ビル 1F 
047-383-9267

6 市川真間駅
〒272-0826
千葉県市川市真間1-11-1

Map②

★→エドロックTシャツorラジオバッジの方限定特典

★小さなｸｯｷｰ1枚ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
エドロック限定セット

スイーツ,お菓子

K: 川のまち
(ART GANG PIPPI) 

★餃子一人前サービス
(10/28～11/2、土日除く)

ごはん

麻生 智 ／ 川原 昭 × TOMOMI

★和哂ｲﾝﾅｰﾏｽｸﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
ｵﾘｼﾞﾅﾙｱｸｾｻﾘｰｵﾌﾞｼﾞｪ販売

洋服,雑貨

ﾊﾟﾜｰｽﾄｰﾝのお試しﾁｪｯｸ無料
天然石アクセサリー

洋服
雑貨
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※11/3はお休み
※作品展示は

11/1まで ※招待作家作品展示
(アートコンペ対象作品ではありません)

アートスポットのお店 は
こちらのQRコードから
確認できるよ！
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アート展示店舗 (JR本八幡駅南側周辺)

24 木戸番 ～Cafe Laounge～
〒272-0023
千葉県市川市南八幡3-7-19 大和ﾋﾞﾙ 1F
047-383-9987

4 発酵×スパイス食堂
Yajikko KITCHEN

〒272-0023 
千葉県市川市南八幡1-1-17
047-329-2823

28 CODAMA
〒272-0023
千葉県市川市南八幡1-11-8 1F
047-370-8585

27 とりまさ
〒272-0023
千葉県 市川市 南八幡 4-6-13
047-378-4362

P: 矢切の渡し舟 (豊泉朝子)

Map③

C: A Dip into Wonder (くずはらまり)

A: 共存
(Kyokoso)

2 Pub Jack 本八幡店
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-4-14 東洋マンション1F
047-704-9333

C: A Dip into Wonder (くずはらまり)

G: ダルメシアンと夏
(そうみ)

★ﾜｲﾝ&ﾌﾟﾁﾌﾟﾛｼｭｰﾄｾｯﾄ無料

居酒屋,バー

★→エドロックTシャツorラジオバッジの方限定特典

26 cafe＆bakery morrow
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-6-16
047-718-8021 

R: 空の向こうに (Lin)

カフェ

★300円引
えどぐーパン販売

居酒屋,バー

★次回用ﾊﾞﾅﾅｼﾞｭｰｽｸｰﾎﾟﾝ券
店内飲食でｻｰﾀｰｱﾝﾀﾞｷﾞｰ贈呈

居酒屋
バー

K: 川のまち
(ART GANG PIPPI) 

★お菓子をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

スイーツ,お菓子

★甘酒のｽｲｰﾂをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
ｵﾘｼﾞﾅﾙ塩糀作り体験¥1000

ごはん
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アート展示店舗 (JR本八幡駅北側周辺)
17 銀座パリス 京成八幡駅前店
〒272-0021
千葉県市川市八幡4-4-18
047-316-2097

Map④

22 Haunt Bar Wish
〒272-0021 
千葉県市川市八幡2-14-11 川上ビル1Ｆ A号
047-334-8422

★→エドロックTシャツorラジオバッジの方限定特典

11 ﾈｯﾄﾜｰｸSPACE・にわにわ
〒272-0824
千葉県市川市菅野1-1-23
047-369-7522

E: FantasicShadow (Shun Shirai)
ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ･ｱｰﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ／ﾗｲﾌﾞ配信(まちなかｱｰﾄetc)

スペース

粗品プレゼント

その他
お買い物

F: riverbed (AK)

7 ねむり 本八幡店
〒272-0021 
千葉県市川市八幡3-7-2 moto.8 103
047-401-5621

S: marble edogawa (Niwa-Nagu)
快眠よもぎ(ﾊｰﾌﾞ)温熱体験

ヘルスケア 25 GOod MOTHER
〒272-0021
市川市 八幡3-7-2 moto.8 1階
080-6600-7288

T: ウロコちゃん (みそそそそ)

洋風おでん(ﾃｲｸｱｳﾄ可)
おからｸｯｷｰ(ｴﾄﾞﾛｯｸﾛｺﾞ入り)

居酒屋,バー

E: FantasicShadow (Shun Shirai)

居酒屋,バー

★割引券
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※10月いっぱいは予約制。事前にご連絡下さい。

鮨 柿ざき
〒272-0021 
千葉県市川市八幡2-14-11 
川上ビル1Ｆ

※招待作家作品展示
(アートコンペ対象作品ではありません)

ごはん

鮨 柿ざき

HAYASHI MARIKO

★1ドリンク無料
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アート展示店舗 (JR下総中山駅周辺・本北方)

アート展示店舗 (メイン会場周辺)
Map⑤

5 土曜カフェ
〒272-0025
千葉県市川市大和田4-16-3
047-377-3031
U: ｴﾄﾞ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 (SATSUKI KIKUCHI)

カフェ
★次回使える割引券23 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 市川大洲店

〒272-0032
千葉県市川市大洲2-8-32
047-393-7221

F: riverbed (AK)

コンビニ
★ﾎｯﾄｺｰﾋｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

Map⑥

14 Art Gallery Cafe 茶々華
〒272-0015
千葉県 市川市鬼高2-9-13 TALE COURT下総中山1F
047-712-7628

M: ゆらめく(石黒喜子)
★一律200円引き／ｴﾄﾞﾛｯｸｶﾌﾟﾁｰﾉで¥200引ﾁｹｯﾄ

カフェ

B： Edogawa Dragon (松崎 大輔)

19 京屋酒店 本北方店
〒272-0816
千葉県市川市本北方2-23-7 
047-338-5173 

★生ﾋﾞｰﾙ1杯無料
(先着50名)

その他,お買い物

※11/3～11/6は
芙蓉亭に
ある作品が
京屋酒店に
移動します！

B: Edogawa Dragon (松崎 大輔)

★→エドロックTシャツorラジオバッジの方限定特典
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アート展示店舗 (都営新宿線・大江戸線森下駅周辺)

アート展示店舗 (行徳駅周辺)
Map⑦

Map⑧

12 千葉ットリアSorriso
〒272-0133
千葉県市川市行徳駅前3-15-1 1F
047-303-3254

I: ダンボールROCK(大唐 康雄)
千産千消マルシェ

ごはん

13 ブレーメンカフェ
〒135-0007
東京都江東区新大橋3-12-6 Kビル101
03-6659-3920

V: EDO RIVER (KAARA)

ｴﾄﾞﾛｯｸｺﾗﾎﾞﾌｰﾄﾞ･ﾄﾞﾘﾝｸetc
市川市出身の方へｻｰﾋﾞｽ

カフェ

★→エドロックTシャツorラジオバッジの方限定特典
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