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京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：石丸昌宏)は、叡山電鉄

株式会社(本社：京都市左京区、社長：豊田秀明)と共催で、2019年 9月 14 日(土)、15

日(日)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「ＦＡＮＴＡＳＴＩ

Ｃ ＭＡＲＫＥＴ ｉｎ えいでん八瀬比叡山口 秋のはじまり、ひえいめぐり」を開催し

ます。 

4 回目の開催となる今回も、叡山電車八瀬比叡山口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開催します。「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ 駅弁！」と題したこだわりの

お弁当や、叡電沿線のお米や野菜を使った惣菜、フルーツサワーのドリンクなど、各日

19店舗が出店。また、音楽ライブや子供向けワークショップなども実施するほか、比叡

山山頂のガーデンミュージアム比叡でも、関連イベントを初開催。子供から大人まで楽

しくお過ごしいただけます。 

9 月 15日(日)には、夜の部として「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＮＩＧＨＴ ｍａｒｋｅｔ! 

秋のはじまり、楽しい食と音の夕べ」を開催。クラフトビールやワイン、南インド料理

などを扱う 4 店舗が出店します。また、京都の大原や修学院の野菜、伏見の酒粕などを

使い、八瀬をイメージして盛り付けられるケータリングフード「ｆｏｏｄｓｃａｐｅ！」

も登場します。 

さらに、夜の部の会場へは特別列車(叡山電車出町柳～八瀬比叡山口駅間)を運行。ワ

インソムリエがセレクトした食前酒やパフォーマンスなどを車内で楽しむことができ

ます。 

詳細は別紙のとおりです。

叡山電車 八瀬比叡山口駅で屋外マルシェイベント第 4弾を開催！  

「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＭＡＲＫＥＴ ｉｎ えいでん八瀬比叡山口 

秋のはじまり、ひえいめぐり」を 9月 14日(土)、15日(日)に開催します 

〇お弁当を中心に、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 

〇ワインやおつまみが味わえる特別列車の運行や、ナイトマーケット等の夜間イベントも開催 

○ガーデンミュージアム比叡でも、音楽ライブ＆プチマルシェの関連イベントを初開催 

※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  

秋のはじまり、ひえいめぐり 

日 時：[昼の部] 2019年 9月 14日(土)・15日(日)  10時 30分開場、16時閉場 

：[夜の部] 2019 年 9月 15日(日)             18時開場、20時閉場 

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(会場で使用可能な 1,000 円分の金券付き) 

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、滋賀を中心としたお店が多数集結。素材や味、盛り付けにこだわった駅

弁、お菓子、ドリンク、雑貨など、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。 

＜出店店舗＞ 

食堂ｓｏｕｆｆｌｅ（お弁当）、Ｂａｋｅｒｙ ｄｒｙ ｒｉｖｅｒ（パン) 、 

ｓｏｕｒ(サワー専門店)、修学院 扇子（野菜販売）、伏見稲荷 千本いなり(いな

り寿司) 、ｈａｒｕ ｎｏｍｕｒａ（カバン）など各日 19店舗 

 (2) ＬＩＶＥ ＆ ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ 

ユニークなアーティスト達が奏でる音楽とパフォーマンスで、会場を盛り上

げます。 

【日  時】 森の珍楽団 / 9月 14日(土) 12 時 30分頃・14 時頃 

                    福人(ＦＵＫＵＴＯ) / 9月 15 日(日) 12時 30分頃・14時頃 

 (3) ＷＯＲＫＳＨＯＰ 

＜グラフようちえん＞ 

“ものづくり”を通して、子供と一緒に学ぶワークショップを開催。「えい

でんオリジナル電車キット」を使い、たった１つのオリジナルトレインを作

ってお持ち帰りいただけます。（雨天中止） 

【日  時】 9月 14日(土)・15日(日) 

11時 30 分～15 時(14時 30 分で受付終了) 

【参 加 費】 1,000円(当日受付、工作キット・ 

オリジナルトートバッグ付) 

【そ の 他】 対象年齢 3歳以上、定員 5 名程度/回、所要時間約 30分 

 

 



＜やせ青空スケッチの会＞ 

イラストレーターのタケウマ氏を講師に迎え、八瀬の自然や新緑の風景な

どを描くスケッチの会を開催します。（雨天中止） 

【日  時】 9月 14日(土) 10時 45 分・13 時 15分(各回約 2 時間) 

【参 加 費】 2,000円(ミニスケッチブック・画材・ 

ファンタスティック弁当付)  

【定  員】 8名/回 ※当日受付、事前予約ともに可能 

【予  約】 info@graf-d3.com までお申し込みください。 

 (4) 山の上のファンタスティックガーデンＬＩＶＥ 

四季折々の花が咲き、琵琶湖の景色も一望できるガーデンミュージアム比叡

で、アコーディオンとパーカッションで構成された楽団「リュクサンブール公

園」による演奏や、プチマルシェをお楽しみいただけます。 

【日  時】 9月 15日(日) 13時・15時 

      【場  所】 ガーデンミュージアム比叡 

【出  演】 リュクサンブール公園 

     ＜ガーデンミュージアム比叡へのお得なチケットを発売！＞ 

「叡山ケーブル・ロープウェイ往復乗車券＋ガーデンミュージアム比叡入場

券」と、「イベント会場内（八瀬比叡山口駅とガーデンミュージアム比叡内マー

ケット出店ブース）で使用可能な金券 1,000円分」（計 3,200 円）がセットにな

ったお得なチケットを 2,500円で販売します。 

【販売場所】 叡山電車八瀬比叡山口駅 イベント会場入口付近 

(5) ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＮＩＧＨＴ ｍａｒｋｅｔ！秋のはじまり、楽しい食と音の

夕べ 

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の出店やライブ演奏が行われます。 

【日  時】 9月 15日(日) 18時～20時 

【入場料】 1,000 円(会場で使用可能な 1,000 円分の金券付き) 

【出店店舗】 ルシュルシュル(イタリアのワインとランプレドット)、山食音         

(南インド料理・イドゥリ ほか)、ｓｏｕｒ（フルーツサワー

などのドリンク）など 4 店舗 

＜ｆｏｏｄｓｃａｐｅ!（フードスケープ）＞  

京都大原や修学院などの野菜、伏見の老舗蔵元「北川本家」の酒粕などを使って、

八瀬をイメージして盛り付けられるケータリングフードをお楽しみいただけます。 

【日  時】 9月 15日(日) 盛り付け開始：18 時、完成予定：18時 40分 

【参加料】 1,000 円（会場専用の金券使用可）※数量限定 

 ＜SPECIAL LIVE / Ett（エット）＞ 

2002 年に名古屋で結成。ガット・ギターと唄により紡がれる演奏をお楽しみい

ただけます。 

【日  時】 9月 15日(日) 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「ルシュル

シュル(京都)」のワインソムリエがセレクトしたアペリティフ(食前酒)やおつま

みとパフォーマンスを楽しめる特別列車が登場。（ソフトドリンクも対応可） 

【受付日時】 9月 15日(日) 17時～17時 30 分(出発：17時 40 分) 

【受付場所】 叡山電車出町柳駅 改札口 

【定  員】 50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】  大人 2,500円、こども（6 歳以上～12歳未満）2,000 円 

       ※6 歳未満の方もお席をご利用の場合は参加費 2,000 円。 

【内  容】 往復乗車券・アペリティフ(食前酒)、おつまみ・フードスケー

プ食事券 

【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。 

       予約締め切り：9月 11 日(水) 

専用ページ： 

www.graf-d3.com/news/yase/fantastict-marke_yase2019autumn 

※メール(info@graf-d3.com)でもお申し込みいただけます。 

 

(6) 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(火) 

●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。 

●ペット同伴での入場はお控えください(補助犬除く）。 

●飲食代金等のお支払いは現金またはイベント専用の金券のみです。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。 

●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。 

●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」 



＜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。 

 

＜比叡山延暦寺について＞ 

平安時代、最澄により開かれた天台宗総本山。 

1994 年、古都京都の文化財の一部として世界文 

化遺産に登録されました。比叡山全域が境内で、 

東塔(とうどう)・西塔(さいとう)・横川(よかわ) 

と 3つのエリアに分かれています。 

 

 

＜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、京阪神を中心とした出店者

と共に、マルシェを不定期で開催しています。季節や旬を大切に商品を販売する意

識の高い出店者を選定し、個性溢れる魅力的なものをお届けします。

https://www.facebook.com/fantasticmarket/ 

 

以  上 


