
主催：西荻ラバーズフェス実行委員会　後援：杉並区
宿町商興会、西荻北銀座商友会、西荻窪北銀座銀商会、西荻窪南本町会、西荻ステーション街商店会、西荻東銀座会

杉並
アニメーション
ミュージアム

荻窪八幡神社
荻窪警察署セブンイレブン

デニーズ

善福寺川

三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行

JR 西荻窪駅

クイーンズ
伊勢丹

青梅街道

女子
大通り

杉並区立桃井原っぱ公園

杉並区立桃井原っぱ公園（杉並区桃井3-8-1）
●JR総武線「西荻窪駅」北口より徒歩約20分 
●JR総武線「西荻窪駅」より関東バス3番乗り場：「荻窪駅」行き、
　「日産自動車前」または「荻窪警察署前」下車。徒歩約3分
●ＪＲ中央線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」北口から
　関東バス4番乗り場：「プロムナード荻窪」行き、
　「プロムナード荻窪」下車。徒歩約0分
　関東バス0、1番乗り場：「荻窪警察署前」下車。徒歩約3分
　西武バス6番乗り場：【荻14】 「石神井公園駅」行き、
　「荻窪警察署前」下車
※会場には駐車場がございません（バイク・原付含む）。
　自転車でご来場の場合は、係員の誘導に従ってください。
　なるべく公共交通機関でご来場ください。

西荻ラバーズフェス2018 会場アクセス

開催期間⇒2018.3.2（金）～3.22（木）
魅力溢れる西荻のまちを舞台に、こけしちゃんとこけしくんの
〈思い出の欠片〉を集める〈まち歩き〉企画！
個性豊かな参加店をめぐり、ミッションをクリアして〈思い出の欠片〉の
スタンプをゲット！コンプリートして、素敵な景品をもらっちゃおう♪
「まち歩きGUIDE BOOK」に同じ色のスタンプを5個集めると、"まちコンプ"景品を。
すべてのスタンプをゲットすると"スペシャルコンプ"景品を進呈！
ルールの詳細及び景品引換方法は、参加店と西荻界隈で配布される
「まち歩きGUIDE BOOK」またはWebページにてご確認ください。
http://nishiogi-lovers.com/nishiogi_adventure/

開催期間⇒2018.3.20（火） 21（水・祝） 22（木）
夜の西荻であいましょう。西荻ラバーズナイト開催！！
魅力的な飲食店がひしめき合う西荻窪。気になるお店はあるけど、あと一歩の勇気が出ない。
そんな経験ありませんか？ 西荻の夜を存分に楽しむ企画「西荻ラバーズナイト」。
開催期間中「西荻ラバーズナイトチケット」で参加店舗ならではの逸品と交換いただけます。
また、音楽やトークなどスペシャルイベントも開催します！
入ったことのないあのお店、よく知っているこのお店で、素敵な夜をお過ごしください。
詳細は、2月末から参加店と西荻界隈で配布される
「まち歩きGUIDE BOOK」またはWebページにてご確認ください。
http://nishiogi-lovers.com/loversnights/

■参加店：全34店舗(五十音順)　居酒屋えんづ／イタリア食堂 shimaneko／
インド料理 ガネーシャガル／おかえり酒場 さんだるきっちん／かきぞえ食堂／
家庭料理とお酒 iitoco／カフェ＆ゲームバー ことぶき／がブリチキン。／
カラオケ居酒屋 べ／KICK-ASS／喫茶Wanderung／牛串牛鍋じげん／
クラッシュビーン／CUORE／串焼き田舎味噌もやし／5感／ザリガニ基地／
ZiZi Annabelle／Stand kitchen lepont／中華料理21／テンセイ／
煮こみや富士山／西荻ビール工房／BAR STiLL on JOURNEY／晩小屋／
PizzeriaBar 31／ビストロキッチン ルポン／古本バル 月よみ堂／卓球酒場ぽん蔵／
まあさんどう／mood plus／JUHA／溶岩焼き石川屋／ラ・プルミエ・プゥッス 

開催期間⇒
魅力溢れる西荻のまちを舞台に、こけしちゃんとこけしくんの
〈思い出の欠片〉を集める〈まち歩き〉企画！
個性豊かな参加店をめぐり、ミッションをクリアして〈思い出の欠片〉の
スタンプをゲット
「まち歩きGUIDE BOOK」に同じ色のスタンプを5個集めると、"まちコンプ"景品を。
すべてのスタンプをゲットすると"スペシャルコンプ"景品を進呈！
ルールの詳細及び景品引換方法は、参加店と西荻界隈で配布される
「まち歩きGUIDE BOOK」またはWebページにてご確認ください。
http://nishiogi-lovers.com/nishiogi_adventure/

■参加店：全15店舗（五十音順）　あめつち／家庭料理とお酒 iitoco／ototoharu;／古書 音羽館／インド料理 ガネーシャガル／お菓子工房 きいちご／
カフェ&ゲームバー ことぶき／ササユリカフェ／生活日用雑貨店 tsugumi／Tipi Arbre／ネコソダテ／一軒家カフェ&サロン hana／ペルシャ絨毯 バハール／
LIGHT CUBE／La Petite Surprise 

ダブルな表紙の
『まち歩きGUIDE BOOK』

●2018年3月18日(日) 10時～17時 
　桃井原っぱ公園(西荻ラバーズフェス開催時)
●2018年3月19日(月) 17時～20時 
　ルミネ荻窪「なみイチ」〈MOSS CORE Coffee〉ブースで販売
●2018年3月20日(火)・21日(水・祝)・22日(木) 17時～21時 
　JR西荻窪駅南口特設売り場
●2018年3月20日(火)・21日(水・祝) 21時～23時 
　AUCKLAND前 (JR西荻窪駅南口仲通りピンクの象下)
※別日に特別販売をする可能性もあります。
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ト
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売
日
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所

：西荻ラバーズフェス実行委員会　後援：杉並区
宿町商興会、西荻北銀座商友会、西荻窪北銀座銀商会、西荻窪南本町会、西荻ステーション街商店会、西荻東銀座会

ミュージアム

善福寺川

三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行

　関東バス4番乗り場：「プロムナード荻窪」行き、
　「プロムナード荻窪」下車。徒歩約0分
　関東バス0、1番乗り場：「荻窪警察署前」下車。徒歩約3分
　西武バス6番乗り場：【荻14】 「石神井公園駅」行き、
　「荻窪警察署前」下車
※会場には駐車場がございません（バイク・原付含む）。
　自転車でご来場の場合は、係員の誘導に従ってください。
　なるべく公共交通機関でご来場ください。

（JR西荻窪駅より徒歩20分　東京都杉並区桃井3丁目8-1）

西荻の
あの店この店が出店ʂ
フード&ショップ

エリア

大人もお子様も
楽しめるʂ

ワークショップ
体験

わくわくドキドキが
とまらないʂ
キッズエリア

入場
無料

西荻を知ろうʂ
西荻ウルトラクイズ

西荻好き友達がみつかるかもʂ
西荻であいスポット

ほかにも楽しい企画が
盛りだくさんʂ

開催
直前！
！

ʮ西荻ラバーズフェスʯはɺ西荻窪の魅力を詰め込んだお祭りですɻ
個性的なお店や人々がゆるくつながる

この街ならではのlおもしろいことzが盛りだくさんɻ
桃井原っぱ公園での開催はɺひとまず今年がラストɻ
みなさまへのたくさんの感謝の気持ちを込めてɻ

3月
18日
（日
）！

西荻ラバーズフェス 2018

昼も夜も
西荻のまちを
歩き尽くせʂ

ハローくん

なみすけ

にしぞう

ナミー



ステージ
西荻にゆかりのある多彩なアー
ティストが出演し、さまざまな
「西荻らしさ」を奏でます。西荻
ラバーズフェスならではの音楽
ステージをお楽しみください！

大こけし
過去2回の西荻ラバーズフェス
を見守ってきた看板娘、こけし
ちゃん。昨年は恋人のこけしく
んと一緒に登場、そして今年は
……？

西荻名店街
西荻のお店の中から、90店舗
がフェス会場に集結！飲み物
や食べ物、お買い物、ワーク
ショップを楽しめます。また行
きたくなる、お気に入りのお店
がきっと見つかります。

西荻ウルトラクイズ
西荻を心から愛する皆さまの西
荻の知識がぶつかり合い、情
熱を受け止める、「西荻ウルトラ
クイズ」。先着限定100名の挑
戦者たちへ、クイズクイズのク
イズ責め！！優勝者には豪華景
品が！

西荻であいドーム
フェスのテーマのひとつ「であ
い」。西荻ラバーズフェスで「で
あい」を作るイス『であイス』で、
素敵な「であい」を楽しみましょ
う！飲食物の持ち込みOK。あ
の人気ゆるキャラも登場！

西荻KIDsランド
「風船ヨーヨー」や「こけし輪投
げ」など、小さいお子様から小
中学生まで夢中になれる遊びが
盛りだくさん。出入口のKIDs
ゲートでは、アーティストによる
ライブパフォーマンスを行いま
す！

LOVEボード
書き込むとニシオギ愛に目覚め
る現代のモノリス。あなたが好
きな西荻のコト、モノをお書きく
ださい！

ピクニックエリア
シートを広げ、のんびりとくつろ
いでいただけます。ちょっと疲
れたらひと休みしたり、おしゃべ
りしたり、飲み物や食べ物を味
わったりするのもいいですね！

医務室＆授乳室
医務室は公園事務所内にあり、
授乳室は公園事務所内と西荻
KIDsランドに専用テントを設
置しています。また、医務室担
当、千木良先生（ちぎら医院院
長）の著作『西荻式ダイエット』
とトートバッグは総合インフォ
メーションで販売！

※50音順、括弧内は出店内容。  ※出店内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ごみや空の容器は持ち帰るか購入したテントにお戻しください。
※会場内の喫煙所は１ヶ所です。
※ドローン（遠隔無人飛行機）の使用は禁止とします。 
※ペット連れの場合は飼い主の方がリードでつなぎ、他のお客様の迷惑と
　ならないようにしてください。また排泄物は飼い主の方が責任を持って処理してください。
※会場内における盗難・紛失等や、お客様同士のトラブルに関しては、
　西荻ラバーズフェス実行委員会は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

ショップ&ワークショップ

協賛出店

フード

ステージ
西荻窪に縁のあるアーティストたちの魅力的な音楽LIVEʂ

出店者一覧
西荻窪ならではの個性豊かなあの店この店が大集合ʂ

Oi-SKALL MATES おお雨
（おおはた雄一＋坂本美雨） シャムキャッツ 中山うり 平本正宏 （西荻ラバーズフェスのテーマ 作曲者）

 w/ 田中啓介、中村大史、向山有輝

■あけぼの作業所（グリーンカレー&ライス、とろけるカレー&ライス）　■ALOHA LOCO CAFE（ジャークチキン、フランクフルト、ワイン、ジュース、ビール）
■アロマロースト（ホットコーヒー、パン、お弁当）　■（株）イーワイトレーディング（ドライフルーツ）　■いちご農家 西岡産業（勝占いちご、いちごジャム）
■一汁一菜 凛（うなぎのくりから串、つぶ貝串、生ビール）　■一軒家カフェ＆サロンhana（ホットワイン、あずき茶、酵素玄米いなり、COEDOビール）
■iplikana（クッキー、パウンドケーキ）　■in the Rough（スープ、パン、焼菓子）　■インド料理ガネーシャガル（タンドリーチキン、焼酎、インドのビール、サモサ、インドの弁当）
■N.HARVEST（豆乳チャイ、有機スパイス、有機スパイスミックス、有機ドライフルーツ）　■おかえり酒場 さんだるきっちん（おでん盛り合わせ、生ビール、抹茶ハイ）
■お菓子工房きいちご（クッキー、パウンドケーキ、その他焼き菓子）　■御菓子司青栁（みたらし団子、赤飯、わらび餅、和菓子（桜餅、草餅、おはぎ、どら焼））
■okatte にしおぎ（豚汁、おにぎり、パウンドケーキ、ジャム）　■osteria adagio（ミネストローネ、グーラッシュ、ビール、ワイン）　■organ（炭火焼ポークサンド、ワイン）
■onsin soup（オニオンスープ）　■家庭料理とお酒 iitoco（タイ風挽き肉炒め丼、鶏の唐揚げ、生ビール、オレンジジュース）
■がブリチキン。（からあげ骨なしもも、瓶コーラ、ジンジャーエール、ラムネ）　■かむかむヒュゲ（パン、焼き菓子）　■釀カフェ（日本酒）　■喫茶去 一芯二葉（ほーじ茶、ネパールティ）
■喫茶Wanderung（焼きクッキー、バーベキュー、コーヒー、紅茶）　■牛串牛鍋じげん（カルビタンハラミ3種盛、ビール）　■ぐーちょきパン屋（パン、焼菓子）　
■串焼き田舎味噌もやし（くしやき、そば粉おやき、キリンハートランド）　■珈琲豆焙煎カファ 愛農普及会（ポトフとパン、コーヒー・紅茶（ミルクジャム使用）、ジュース、オーガニックワイン赤・白）
■GO! MUFFINS GO!（マフィン、グラノーラ、ショートブレッド）　■copododia （リングイッサ ブラジルソーセージ、アウカットラ 牛モモ肉の串焼き、生ビール、ガラナハイ）
■山海小料理 武蔵乃（和牛焼うどん、生ビール、日本酒）　■しみずや（熊サブレー、シベリヤ）　■すだち喫茶＆ベーカリー（菓子パン、調理パン、食パン、焼き菓子）
■SETO（唐揚げ）　■セルジュ＆ジェーン（ワイン、ビール、山形の芋煮、海老のスープ、バゲッドサンドウィッチ）　
■CICLO（オープンサンド、ワイン）　■中華料理21（鳥唐揚、鳥手羽先、生ビール）　■天然酵母パンのhappyDELI（天然酵母のドーナツ、パン、菓子）　
■煮こみや富士山（わたがし、生ビール、缶チューハイ）　■西荻サレカマネ（酒粕チャウダー、瓶ビール、ワンカップ）　
■西荻ビール工房（牛スジの煮込み、自家製ビール）　■BUCKLE COFFEE nishiogi（コーヒー、コーヒー豆）　
■ハンサム食堂（ムーヤーン（タイ式豚の炭火焼き）、フルーツジュース、タイのハーブジュース）　■piyototochat（BBQ、パン）　■藤の木（ラスク各種、たまごけーき）　
■ブランカ食堂（ハーブチキン、ハーブフランク、フルーツシロップジュース、生ビール、サングリア、ハイボール）　■Bakeshop Turquoise（マフィン、パウンドケーキ、米粉のケーキ、クッキー）　
■Pomme de terre（シフォンケーキ、イングリッシュマフィンで作ったクロックムッシュ）　■mood plus（手羽中唐揚げ、生ビール）　
■山下食堂（アボカドのフリット、鶏とゆり根のフリット、こごみのフリット、ワイン）　■ラヒ パンジャービー・キッチン（キーマカレー、砂肝のカレー、ブラウンライス）　
■La Petite Surprise（シフォンケーキ、ショートブレッド）　■ラ・プルミエ・プゥッス（そば粉のクレープ、スイーツクレープ、サンドウィッチ、焼き菓子(マカロン・パンデピス））　
■リンダガレージ（皿うどん、ハイボール、ビール）

■あけぼの作業所（作業所内で作成した自主生産品の販売（手芸用品、石けん、メモ帳等））　■イグサークル（西荻をモチーフにしたバッジ、アクセサリーなどオリジナル作品の販売）　
■カフェ＆ゲームバー ことぶき（ボードゲームの試遊及びくじの販売）　■株式会社モービー・ディック（ダンボールと紙管による小屋の制作ワークショップ）　
■暮らしのいろいろ ていねいに、 不動産部（西荻物件情報、暮らしに役立つ西荻情報、不動産相談コーナー）　■合同会社SENDAI X TRAIN（パルクール体験ブース）
■kotohogi style（地球・カラダに優しいハンドメイド商品（キャンドル、エコ雑貨、布ナプ）や、ヒーリング、チャネリング手相など）　■KOMA shop（木製スツール、試作品、木の小物）
■木もれ日クラフトパーク（gallery cadocco）（ハンドメイド作品のクリエイターやイラストレーターさんを集めたクラフト市）　
■SAVVY_PLANTS（アフリカ・マダガスカル等の珍奇植物、陶器鉢やアクセサリー、レザーハンギング等）　
■SPACE YAUPON＋SPECIALS（オリジナルのマラカスづくりワークショップ等）　■関漆器店・Nuriun （漆器の販売とワークショップ、漆器修理の相談・受付）　
■タイ古式マッサージ グリセラ（タイ古式マッサージの施術体験）　■David＆Jonathan（Ｔシャツ類の販売）　
■TERRA&青空撮影会 （TERRA：美容カウンセリング・青空撮影会：ポラロイド撮影、作品スライドショー、撮影会）　
■トロールの森実行委員会（関連アーティストや事務局によるアート系ワークショップ）　■nano＋東京くりから堂（レトロ雑貨、食器、古本やビンテージ広告などの販売）　
■新堀ギター（クラシックギター・フォークギター体験レッスン（要予約）、ギター合奏のワークショップ（要予約）、西荻合奏団による特別演奏）　
■西荻アパートメント（いろいろなワークショップ、手作りアクセサリーやバッグ、子供服などの販売）　■西荻地域区民センター協議会（スーパーボールすくい）　
■西荻リンクハウス（西荻界わいのシェアハウス、シェアオフィスの宣伝とグッズ販売）　■にわとり文庫（絵本を中心とした古本、雑貨の販売）
■ネコソダテ（オリジナル猫用首輪、猫用玩具、猫雑貨の販売）　■Hiji（キッズ・ベビーのどんぐり帽子、雑貨）　■文具と雑貨の店トナリノ（文具・雑貨の販売）
■ペルシャ絨毯バハール（ミニギャッベやオリジナルキリム雑貨の販売、ギャッベ織り体験）　■星の伝書鳩（占い（西洋占星術、タロットカード））
■三つ枝商店（杉の木工アイテムづくりワークショップ、雑貨販売）　■Usedclothing&sundrises JOYED（アメリカ・ヨーロッパで買い付けた古着や雑貨、Artの販売）
■夢パラダイス（ぬり絵風船の実演販売、手作りゲーム等）　■LIGHT CUBE（くるみボタン、バッジ等の展示・販売、オリジナルテキスタイルを使ったワークショップ）

■宿町商興会（焼きそば）　■にしぞう（にしぞうグッズが当たる抽選会）　■パルシステム東京（パルシステムのオリジナル商品・クリーミーヨーグルトの無料試食とキャロっとさんの無料試飲）
■フィリップモリスジャパン合同会社（iQOSヒートスティックの試喫、iQOSデバイス販売）　■Laundry&StyleGrantz 桃井（★クリーニング★コインランドリー★洗濯代行の情報案内）　

西荻在住の画家
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堀家由紀子
画家。2歳からドローイングを、8歳から油彩を始める。
その後、美術から一旦離れるも、2010年より幅広い分野の作品の発表を開始。
現在は油彩中心に制作。2016神奈川県美術展（全国公募）大賞。展示多数。
www.horikeyukiko.com　　＠yukiko_horike


