月報

大阪のインディーズ出版物店シカクのフリーペーパー

シカク出版 最近の刊行物

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。

名作漫画誌 品格
シカク出版より創刊！！！

関根美有傑作選 はびこる愛

A5 サイズ／ 306 ページ／定価 1000 円＋税
『H』
『アックス』などの雑誌で活躍し、現在『ミ
ステリーボニータ』（秋田書店）にて連載中
でもある漫画家・関根美有さんの、絶版となっ
た同人誌を再編したファン待望の傑作選。特

A5 サイズ／ 132 ページ／定価 900 円＋税

設サイトにて一部試し読みが可能です！
【特設サイト】

【執筆者】イシヤマアズサ／香山哲／さかぐちまや／
しりもと／関根美有／近頃チモ／巴大樹・巴啓祐／
ともわか／○の中に、さ

http://uguilab.com/publish/2016habiko
ruai/

[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
（日替わり喫茶店）PORT
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
（輸入雑貨・ギャラリー）オソブランコ
（CD・雑貨・ZINE）HOPKEN
[兵庫]
トンカ書店

様々なインディーズ出版
物を扱うシカクが、つい

シカク月報が大体いつでももらえるお店

さいはて紀行

に漫画雑誌を創刊！幅広

珍スポトラベラー金原みわ
紀行エッセイ集

い作風ながら、それぞれ

文庫サイズ／202ページ／定価1000円＋税

に品格ある表現を追求す

珍スポット、B 級スポット、秘宝館、ストリッ

る９作家の短編を掲載。

プ、ジャンクション、工場、珍建築、電波住宅、
珍寺、珍仏、巨大仏、新興宗教、奇祭、純喫茶、
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[京都]
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
[那覇]
G-Shelter
（ライブハウス）
BABY BABY HAMBURGER &
BOOKS

■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。

イベント・出版物の詳細はシカクのHPで

http://uguilab.com/shikaku/

遊郭跡……遠くにあるようで日常のすぐそば

#44

にある「さいはて」を巡る旅人、金原みわの
旅の記録をまとめた紀行エッセイ集が発売！
巻末には都築響一大先生のコメントも掲載。
特設サイトにて一部試し読みが可能です！

こんにちはシカクです！ 暑さの中にも初秋の風が感じら

【特設サイト】

れる今日この頃、皆さんいかがお過ごしですか？シカクは8月21日に

名作漫画誌 品格 らん雑誌は作ったことがありますが、漫画雑

http://uguilab.com/publish/2016saihate/

という雑誌を創刊しました！書籍やよくわか

誌は初めてです。作風の幅はとっても広いですが（ジャンルで言うと青年誌か
な？）自分たちで「名作」とつけるくらいなので、趣深い作品ばかりが掲載され
ています。１編をのぞいて読み切り短編なので安心！立ち読みしてね！
展示の方は秋のビッグなナニに向けてしばらく空きますが、10月29・30日は

ZINE DAY OSAKA ニックフードのイベントに出店

という、ZINEの即売会＆オーガ

＆久々のミニコミ寄席をします！イベントはゆるめで可愛らしいZINEや雑
貨が中心かと思われますが、シカクはいつも通りのハードな本を持って行く
予定です。シカクの人が浮いてる様を応援しに来てね！飲み会イベント

酒処ナオ 食べれるぞ！）ので、そちらもよろしくどうぞ〜！

も10月28日にやります（ミクラフレシアさんの異国料理が

【出店・寄席】ZINE DAY OSAKA vol.2
10/29・30

11時〜17時

@大阪中津・レトロ印刷JAM

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

入場無料

本」
「一般受けはしないが非凡なもの」
「唯一無二で

ZINEとオーガニックフードのイベント「ZINE DAY OSAKA」にて、出張販売＆おも
しろ本のプレゼントーク「ミニコミ寄席」をします！！

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

約30のZINEや雑貨の販売ブース、そして主催のお２人がセレクトしたフードの
ブースが並び、気軽にのんびり楽しめるイベントです。漫画家イシヤマアズサさんの
人物イラスト原画展や、特殊手芸作家のミクラフレシアさんのワークショップなど、
シカクとゆかりのある方たちも参加されますよ〜！

語などは一切問いません。
（雑貨・小物類は現在委託
を受け付けておりませんのでご了承ください）
納品の前に簡単に審査をするので、作品の全部また
は一部のデータをメールでお送りください。明確な
審査基準はありませんが、上手下手ではなく「シカ

【詳細】

クの方向性に合っているか」
「 売りたいと思える商
品か」などを審査する感じです。

https://www.facebook.com/zinedayosaka

20時〜

シカクの２階にて

料理：ミクラフレシア

ゲスト：MON

シカクスタッフ・スズキナオによる、シカクの２階で行われる謎の酒飲みイベント。
今回は料理も一流の特殊手芸作家・ミクラフレシアさんが作る異国料理を食べながら、世界を旅
したり住んだりしているイラストレーター・MONさんの旅の話を聴くグローバル回です！
（予約・入場料制になる可能性アリ。その場合はTwitterにてお知らせします）

シカク月報2016/09

第44号

発行：シカク 編集：ピーコ、たけしげみゆき
住所：大阪市北区中津3-17-12
中津商店街の真ん中らへん
時間：午後２時〜８時ごろまで（火水定休日）
電話：080-4010-6203(巴)
メール：shikaku@uguilab.com
HP : http://uguilab.com/shikakutop.html
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と出てくるよ）をご確認ください。

中津商店街

酒処ナオ 第８回

委託の条件などはホームページ（シカクで検索する

奈良さんの短歌と周辺

銚子では波が高くて調 子 い い

第十四回

知らない名前の魚もうまい（奈良絵里子）

千葉県の形をした犬のキャラクター「チーバくん」の、耳の先にあたる銚子市に行ってきた。わたし

が子供のころ大好きだった「コーチ」というドラマはこの銚子が舞台で、ドラマの中で倒産寸前の缶

小さなローカル線の銚子電鉄に乗ると、小さくておもちゃみたいな車両の中には手書きの観光案

詰工場の危機を救った大ヒット商品「サバカレー」も本当に売られてる。

内や、これまでのイベントの写真がみっちりと貼られてる。廃墟みたいな駅で降りると、列車は林の

お世話になる家に挨拶に行って、家の人と夕飯の買い物に一緒に出かけた。オンボロの車で住宅地

中に進んでいった。

を進むと、突然小さな魚屋さんがあった。青と白の幌が出ていて、発泡スチロールの箱の中にきれい

な白い魚が入ってる。
「舌平目だよ、食べる？ したびらめのむにえる」とちょっとふざけた口調で言

われたので、食べます、と答えた。それからべー貝と書いてある貝？ を「これはお父さんが好きだか

銚子のまちは八月でも気温が二十七度くらいしか上がらなくて、冷たい海風がぴゅーと吹くので

ら買ってこう、べー坊」と手に取っていた。

すごく涼しい。その海のそばへ行くと、断崖絶壁の屏風ヶ浦の崖をざっぱーんざっぱーんと波がはじ

８月のベストセラー

お店の最新情報やメニューは公式Twitter→
https://twitter.com/babyburgerbooks で
チェックしてね〜！！

わたしは穏やかな瀬戸内海のまちで育ったので、その海の荒さが面白くて、怖くて、知らないまち

【場所】那覇市牧志 3 丁目 11-12
【営業時間】11 時〜23 時だそうです
【定休日】火曜日だそうです

けていた。

が、
沖縄国際通り（牧志駅）すぐの
激ウマハンバーガー屋さん
「BABY BABY HAMBURGER &
BOOKS」内にオープン！！！

にいる、と思った。

日本の楽園・沖縄で
シカク出版の本が買える！

シカク最近の新着入荷！
■雑誌

小磯竜也 編「言葉製望遠鏡」1500円

kalasbooks「小冊子 kalas 29号」620円
ハナウタ他「別冊ZOO」1300円

オカルトスポット探訪マガジン「怪処10号」
（とうもろこしの会）1000円

■漫画

イシヤマアズサ「つまみぐい弁当」
（宙出版）当店限定ポスターつき 1100円
LOVSTAR・スーパー軍司「別冊GEVO」350円
香山哲「心のクウェート」1000円

宇曽川正和「蟹だけが死んだ」390円

■アート・写真
橋本慎一「昭和エロ本描き文字コレクション」
（カストリ出版）1800円
木藤富士夫「公園遊具 vol.4」800円

■カルチャー

服部昇大「日ポン語ラップの美ー子ちゃん」500円

かに三匹「ベトナムアニメDVDレビュー集」500円

■グルメ

悪人酒場「コンビニビール大全」400円
はま太郎 11号（星羊社）583円

玉置豊「趣味の製麺５号」1500円

■小説・文芸書
長田幹彦「秘本・阿部お定」
（復刻・カストリ出版）
ザ・ひも理論ズ「ROPE創刊号/第２号」各600円

■建築・路上観察

うさぼん他「散歩なう 201607」417円
チーム4.5畳「団地ブック0/1号」
「団地ブック2号」500円

■アダルト

SAKITAN「ラブドールデジタル写真集 LIFE SIZE DOLL」800円

■CD・音楽関連本

tanaka scat「report from the million stones(city)」1000円
猫山慎吾「philosophy of the curry」500円

シャンプーハッツ「シャンプーハッツの世界旅行」
（ダンボールレコーズ）1500円
アシモフが手品師「たねとしかけ」1389円

■シカクオリジナル商品

名作漫画誌 品格 創刊号 900円

ボブa.k.a.えんちゃんイラスト集「浪漫飛行」500円
ボブa.k.a.えんちゃん缶バッジ 500円

ボブa.k.a.えんちゃん シカクTシャツ 2600円

執筆者紹介

1

SAKITAN「ラブドールデジタル写真集 LIFE SIZE DOLL」

2

ハナウタほか「別冊 ZOO」

3

アシモフが手品師「たねとしかけ」

4

はしゃ、ちろ「眠くなる前に話したいことがあと 3 つあって」

5

あまみ「あまみのラブホ探訪 終末トラベラー vol.1」

6

櫛野展正編著「極限芸術 死刑囚は描く」
（クシノテラス）

7

チーム 4.5 畳「団地ブック 2 号」

8

服部昇大「日ポン語ラップの美ー子ちゃん」

9

玉置豊「趣味の製麺５号」

10

悪人酒場「コンビニビール大全」

いうタイトルの動物中学生 の不条理漫

（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）

http://ccgp.main.jp

物干・T・シャツ雄

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。カタハバワー

クスではネガティブバッジを販売中。
ロックバンド、余命百年のデザイン担
当。夏限定でこの名前です。

ナツキいぬコ

「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
画をシリーズで描いています。

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。

奈良絵里子
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。

カニコーセン

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。

