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大阪のインディーズ出版物店シカクのフリーペーパー大阪のインディーズ出版物店シカクのフリーペーパー

こんにちはシカクです！こんにちはシカクです！

コマツシンヤさんの初個展コマツシンヤさんの初個展

原田ちあきの個展原田ちあきの個展

佐伯誠之助の秘蔵音源付きブロマイド佐伯誠之助の秘蔵音源付きブロマイド

早速ですが今月はお知らせが
いっぱいあります！！まずはAVの音声をサンプリングしてゲスいのにむ
ちゃくちゃカッコいいフットワークサウンドを作り出す関西の変態

が、07月21日にシカク出版より発売されます！！そして同日その発売記念
ヘッドホンライブをシカクにて開催！！ゲスい演奏を耳元で聞いてスゴい
気分になろう！そしてアックス、ぽこぽこなどで連載し漫画家・イラスト
レーターと
して活躍する
が8月8日～31日まで開催！！コマツさんは以前から書籍担当たけしげが
ファンだった方でもあるので超嬉しいです！緻密な書き込みや印刷では再
現できない美しい発色の原画を是非ご堪能ください！！！で、シカクや猫が
いつもお世話に　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を8月末に東京、
なってる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シルバーウィーク
にシカクでやります！あ、もう書ききれない！詳細は右の告知欄で！
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シカクで本・ＣＤ・作品を

売りたい人募集
シカクでは「一般の店にないテーマや思想を扱った
本」「一般受けはしないが非凡なもの」「唯一無二で
判断に困るもの」などを中心に、委託販売する作品
を常時募集しています。取扱アイテムは本・CD・
DVD・ゲームなどがメインです。ジャンル・内容・
言語などは一切問いません。
雑貨・小物類は一般的なてづくり小物と異なるも
のに限り受け付けていますが、スペースの兼ね合い
でお断りする場合もあります。
納品の前に簡単に審査をするので、作品の全部また
は一部（データでもOK）をお送りいただくか、店頭
までお持ちください。売れるかや上手下手ではな
く、本気度や作った目的などを見る感じです。
委託の条件などはホームページ（シカクで検索する
と出てくるよ）をご覧いただくか、店頭や電話で直
接お尋ねください。

広告主募集！

シカク月報を毎月楽しみにしており、かつ宣伝したいことがある方には

広告出稿がおすすめ。1000円でこの「広告主募集」欄と同じサイズの広告

(40mm×100mm)、2000円でさらに倍、3000円でA6一面分の広告

(148mm×105mm)が出せます。もらった広告費はシカク月報の印刷代や

郵送費、よみもの寄稿者の原稿料などに活用されます。

興味のある方はshikaku@uguilab.comまでご連絡ください。

秘蔵音源付きセクシーブロマイド（初回100部限定官能テープ付き）
大特価1000円＋税
【予約限定ブロ発イベント】
日時：2015年07月21日(水)　19時半OPEN / 20時START
出演：佐伯誠之助 / おならオーケストラ（水内義人ほか）
技術・音響：米子匡司

【日時】2015年7月11日(土)　18時OPEN 18時半START
【会場】那覇G-Shelter　【料金】1500円(ソフトドリンク付)
【出演】Funnynoise、MCウクダダとMC i know、チミドロ
【展示】One’s Room gallery & studio、香山哲、みずかみ
【アニメーション上映】髙野(THE PILLSBURYS)

告知の園

シカクで開催されるイベントや、出張店舗で参加するイベントのお知らせです。

★出店★Surround Circuit

★出店★スーパー！ラブモーション

07月21日佐伯誠之助秘蔵音源付き
セクシーブロマイド発売＆

記念ヘッドホンライブ開催！！

コマツシンヤ個展 夏の博物誌
「つるまき町夏時間」発売記念

音源詳細・イベントご予約は特設サイトから！
http://uguilab.com//publish/2015saekiseinosuke/

AVの音声をサンプリングしたゲスす
ぎるのにカッコイイ音楽を奏でる変
態・佐伯誠之助のエグすぎる秘蔵音源
付きセクシーブロマイドが07月21日
シカク出版より発売！！しかも先着
100部限定で、佐伯誠之助の書き下ろ
し官能小説朗読を収録した「エグすぎ
る官能カセットテープ」もついてく
る！！さらに発売当日、記念ヘッドホ
ンライブをシカク店内で開催！！対バ
ンのおならオーケストラも必聴！ゲス
い２組の共演をお見逃しなく！

【期間】2015年8月8日(土)～
　　　8月31日(月)
※コマツさん在廊日は決定後シカ
クのTwitterにてお知らせします。

展示詳細は特設サイトから！
http://uguilab.com/exhibition/201508/

鉱物、植物、海、宇宙…静的で少し不思
議な世界を鮮やかな色彩と緻密なタッ
チで描く漫画家・イラストレーター、コ
マツシンヤさんの新刊「つるまき町夏
時間」（新潮社）発売を記念し、自身初と
なる個展をシカクにて開催！！夏を
テーマに過去に制作した原画や描き下
ろしイラストなど、滅多に見ることの
できない貴重な原画を大公開します。
夏を爽やかに彩る素敵な作品を、是非
ご覧下さい！

原田ちあき個展 じだんだだんす

【東京】高円寺ちょこれーとちわわ
2015年8月27日(木)～8月31日(月)
【大阪】中津シカク
2015年9月19日(土)～9月23日(水)
※特設サイト制作中！

悪口を題材にしたイラストやグッズ、大
森晴子とのコラボなどで話題の最先端に
いるイラストレーター、原田ちあきの東
京初個展を高円寺ちょこれーとちわわ
で、大阪個展を中津シカクで開催！！ア
クリル絵画や初期漫画作品の原画、イン
ターネットで公開したイラストのパネル
など、これまでの原田ちあきの活動の集
大成となる展示を予定しています。ちあ
きすとのみんな、こぞれ！

【日時】2015年7月5日(日) 10時～22時半
【会場】九条FLOAT　【入場料】2,000円
【出演】福田教雄、AAAsaaREE、アサダワタル、中林キララ、大城真+ヤ
マモトタカヒロ+米子匡司、PARADISKa、DJふくわらい、みやけをしん
いち、武村篤彦、田川雅康、森山ふとし　他

気候の良い季節に川沿いで1日過ごすライブ／トーク／パフォーマンスなどの複
合イベント。ライブ・パフォーマンスのほか、『30歳からのインディペンデント音
楽道』と題したトークイベントや、展示、図書室、フードの販売もあります。シカク
はいつもの本・CDの販売の他、変なフード出店もやるので遊びに来てね！！

★出店★めりんぬ企画((秘密キチ))

【日時】2015年8月2日(日) 15時～22時
【会場】九条FLOAT　【入場料】予約¥1500/当日¥2000(ドリンク別)
 【出演】[音楽]森あかね、べっぷみお、ガリザベン、豊川座敷、T♀K△Y♂
U、四万十川友美　お笑い／松原タニシ、にしねザタイガー、しいたけ、
ブービーバービー、夜の毛布　[怪談]松原タニシ　[物販]中津シカク、北
浜FOLK、ぺーどろりーの、ねこまんま、谷内一光、祝茉莉フリマ、ウエダ
マユ、おつめやさん、たまきらんど、ラシコ 　[展示]金原みわ、はたさち
お、日下慶太、伊勢田先生、きらみさ、圖子、テクノポップ　[ライブペイン
ト]mika　[フード]ピンポン食堂、Q飯、えん　[相撲]ぬけぬけジャパン 
[映像 VJ]カネコユリナ、本橋龍太郎　[写真]槻木さん 　他

何かの「キチ」な人ばかりを集めたキチなイベント。みんなのキチを解放しよう。

シカク沖縄初上陸！！那覇市のG-shelterにて行われる「愛」をテーマにしたライ
ブ＆展示＆アニメーション上映イベント「スーパー！ラブモーション」に出店しま
す！！現在シカク店内で展開中の偏愛本コーナーの商品を中心に、なにかオモシ
ロいものを持って行きます。沖縄ん人の皆さん、よければ遊びに来てね！！
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①イベントは格好のTシャツゲットポイント。こちらは日芸のプチロックフェスティバル

で購入。イラストはタイ出身のタムくん。②SAKEROCKのラストライブ＠国技館で購入。

ネイビーのボディとロゴがおしゃれな大原大次郎ワークス。③友人の思い出野郎Aチーム

のライブで購入。バンドをやってる友達がいるとYKTT率が上がります。④野外イベントは

Tシャツに出くわすこと多数。東京事変、SOIL&"PIMP"SESSIONS、ZAZEN BOYSの３バ

ンドのイベントT。日比谷野外音楽堂で。⑤映画館だってTシャツは買えます。今はなき吉祥

寺バウスシアターにて。⑥美術館は格好の穴場。ミュージアムショップにはときたま掘り

出し物が。東泉一郎氏の作品。■ということでみなさんも素敵なTシャツライフを！（干）

文
と
絵  

物
干
竿
之
介

物干竿之介が気になったことを
書き綴るコーナーになります。
お気軽にご覧くださいね。

第 2 回
今月は趣向をかえて夏におすすめのTシャツをおすすめします。題して！

６月のべすとせら～
六条くるる処女歌集　恋愛アレルギー

安田理央のよくわかるアダルトメディア史

3776「ラブレター」

ジオラマブックス「ユースカ４号」

イシヤマアズサ「大阪Dスポめしツアー」

パリッコ「大衆酒場ベスト１０００(3)」

スモール出版「ラップ歌謡大百科」

町あかり「町あかり全曲集 その１」

玉置豊「私的標本 捕まえて食べる話」

チーム 4.5 畳「団地ブック vol.0」
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（シカク出版の本、シカクで当月展示をした作家の作品、雑貨をのぞいたランキングです）

執筆者紹介
みんな日頃から何かしらの活動をして

いる人ばかりなので、気になった人が

いたらチェックしてみてね。

天満でたこ焼き屋を営む。また、無類の
ジャズ好きが高じて、新進気鋭の音楽
ライターとしても多方面で活動してい
る。関西ジャズ無料情報誌『WAY OUT 
WEST』でトラッド・ジャズに関する
コラムを絶賛連載中。座右の銘は創造
と啓蒙。

しらきたかね

シカクの書籍担当・副店主。漫画を描い
たり、生きていくためにデザインの仕
事をしたりもしている。カナヅチなの
に沖縄で初の海水浴に行く予定が、い
つの間にかダイビングまですることに
なった。ウミガメには会いたいけど命
を落とさないか戦々恐々の日々。

たけしげみゆき

シカク店長。たまに音楽をやったりも
してます。なか卯の180円の冷やしそ
ばがおいしすぎることに気付いて週１
で食べてます。

巴大樹

「チュンチュンガオピッピ」という名前
でコミティアを中心に漫画を発表して
います。現在は「きんのきつつきの、」と
いうタイトルの動物中学生 の不条理漫
画をシリーズで描いています。
http://ccgp.main.jp

ナツキいぬコ
朝しか歯を磨かない系旦那と、他人の
ことはつべこべ言わない系嫁からな
る、加古川の夫婦フォークユニット。
「播州スラッジフォーク」と銘打ってブ
ログと路上呑みの明け暮れ。自宅の洗
面所で録音した29曲入りのCDRが
AERAいう雑誌で紹介されて喜んでる
系フォークです。実家の両親に軽四を
買ってもらいました。

カニコーセン

1986 年生。てんびん座。引っ越しばか
りの人生で最近は兵庫県民。短歌も好
きだがパンも好き。

奈良絵里子

東京・高円寺在住。カタハバワークス
代表。2010 年頃からフリーペーパー
『So not A !!』を不定期刊行。短編漫画
の執筆や雑貨作りも行う。バンド余命
百年のデザイン担当。日々の生活に追
われながら取り留めのない活動を行っ
ている。印刷物フェチ。

物干竿之介

シカク月報が大体いつでももらえるお店シカク月報が大体いつでももらえるお店

[大阪]
（古本屋）ぷれこぐ堂
スパイスカレー ＳＯＭＡ
ＨＡＷＡＩＩ　ＲＥＣＯＲＤ
（ヘブライ雑貨と文房具）エフロノット
雑貨屋ミケちゃん
（バー）たこ焼き マーガレット
（イベントスペース）FLOAT
（日替わり喫茶店）PORT
ヴィレッジヴァンガード八尾西武店
ヴィレッジヴァンガード梅田ロフト店
ヴィレッジヴァンガード京都西院店
FOLK old book store
アオツキ書房
ロフトプラスワンウェスト
なんば紅鶴
シネ・ヌーヴォ
塚本エレバティ
green pepe

[神戸]
トンカ書店

[京都]
ありの文庫
UrBANGUILD

[関東]
（書店）模索舎
（書店）タコシェ
まんまみじんこ洞
（古着屋）ちょこれーとちわわ
（イベントスペース）ロフトＡ
東京カルチャーカルチャー
ブックギャラリー　ポポタム
ビリケンギャラリー

■雑誌
漫画の手帖 TOKUMARU12　150円
季刊レポ19号～20号　各1000円
teke「棚から一掴み 7号」　400円

■イラスト、漫画、写真
スケラッコ・さかぐちつばさ「じょ～ん 7号」　491円
齋藤一博「SAITO KAZUHIRO WORKS vol.1」　300円
ムライ「place is place」　100円
ムライ「cooking -クッキング-」　200円
かがり「ゲスかわドリーミン」　1200円
かがり「Peach」　800円
木藤富士夫「公園遊具 vol.3」　800円
Masahiro Narita「Creatures」　1000円

■その他の本
あしたの箱「米粉LOVERSのレシピブック+トートバッグセット」　1500円
ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル “神回”傑作選 Vol.1　2200円
 阿久根寿紀、神馬シン、宮島咲、琉「ダムを愛する者たちへ」　2100円
パリッコ「大衆酒場ベスト１０００(3)」　476円

■CD
長野雅貴「ディス」　800円
CULTURE CLUB CASTING vol.1～2　各500円
3776「ラブレター」　2000円

■アナログゲーム
おいしいたにし「放課後七不思議」　2315円
おいしいたにし「瑪瑙の剣」　2315円

■雑貨
原田ちあき　地獄Tシャツ　2800円
原田ちあき　地獄ニーハイ　2500円
ともわか缶バッジ　４種250円
アシタモ　痛快乙女みよちゃんTシャツ　2000円
アシタモ　痛快乙女みよちゃんトートバッグ　1900円
るりこ　鼻水たれこトートバッグ　500円

シカクオンラインショップのメルマガ
いつでも購読募集中！

シカクオンラインショップのメルマガ
いつでも購読募集中！

シカクに入荷した商品の最新情報やじんわりくる
コラムなどを隔週金曜でお届けする、シカクオンラ
インショップメルマガの購読いつでも募集中！編
集長は3月からシカクのCD・音楽担当を任命され
たほか、フリーライター、バンドマン、酒飲みなど
様々な肩書きを持つスズキナオさん。今すぐ登録し
てサブカルなのになんかゆるい絶妙な空気を吸収
し、荒んだ心を癒そう！

登録方法

①シカクオンラインショップにアクセス（検索してね）
②ページ上部のメニューから「メールマガジン」を選ぶ
③メールアドレスを入力して「登録」を押す
④月曜まで待つ

よろし
くね！

最
近
の
新
着
入
荷
！

■DMやフライヤーを交換設置してくれるお店・スペース大募集！！
　ご希望の方はシカクまで送りつけてください。うちも送ります。


