A RT

蒼庫

1
住所
Mail
URL

神戸市長田区久保町 9
glassan@hotmail.co.jp
https://www.nakedcraft.com/

ラムネやアップル、アイスクリーム等の倉庫
跡 を 改 修 し 、2 0 1 8 年 に ア ー テ ィ ス ト と 職 人
の協働の場として開設。国内外のアーティス
トが、制作、空間を共有している。

A RT

8
住所
URL
TEL

Atelier KOMA
神戸市長田区駒ケ林町 2-2-3
https://bit.ly/37zb5S9
078-641-9780

福祉事業型「専攻科」エコールKOBEが運営する
古民家をリノベーションしたアトリエ。エコー
ルKOBEの美術部の活動拠点として使用しなが
ら、下町芸術祭などのイベントの際には展示会
場の一つにもなっており、障害者と地域の橋渡
しの場になっている。

A RT

15
住所
Mail
URL

スタジオ・長田教坊
神戸市長田区二葉町 2 丁目 4-4
nagatakyoban@gmail.com
https://chingudul2006.wixsite.com/chingudul

パクウォン氏と趙恵美氏の2人が運営する朝鮮
半島の伝統芸能が学べるレッスンスタジオ。韓
国の打楽器「チャング」や舞踊などを2人が教え
る他、豪華ゲストによるボイストレーニングや
ピラティスのクラスも開講。時より、ライブなど
の企画も実施中。よもぎ蒸しなどココロとカラ
ダを整えるSalon Konganも開設。

CO MMUNITY

22
住所
Mail

LANG TOI
神戸市長田区浜添通 3 丁目 1-26 東角
oﬃcevian.fumi@gmail.com

ART

ATERIER LSDF CHU ENOKI

2
住所
URL

C R EAT IVE

29
住所

Lost Bird
神戸市兵庫区笠松通 7-1-9

URL

https://www.instagram.com/lostbird.kobe/
カルチア食堂の隣にある3階立てビル内にオー
プンした古着屋。2階にはlost birdに関わるクリ
エイターとの共用スペースがあり、3階は居住ス
ペースになっている。古着を藍染しリメイクし
た作品を発表したり、納豆をテーマにした書籍
を執筆したりと幅広く活動を展開！

コミュニティサロンGNU

3
住所
Mail
URL

型破りなパフォーマンス、銃や大砲、金属の廃材
を扱った作品など、独自の世界を展開している
現代美術家、榎忠氏の新たなアトリエとして
2021年にオープン。後に様々なアーティストや
職人が交流できる場としても活用する予定。

ART

9
住所
URL

神戸映画資料館
神戸市長田区腕塚町 5 丁目 5 番 1
アスタくにづか 1 番館北棟 2F
https://kobe-eiga.net/cinema/

国内有数の民間フィルムアーカイブ。映画の
フィルムや映画に関連する書籍、ポスター、機材
などを収集、保存、公開する施設。収蔵している
フィルムは18,000本以上あり、定期的に上映会
が開催されるなど、映画発祥地である神戸から
映画の魅力を発信。

COMMUNITY

16
住所
Mail
URL

コアクション
神戸市長田区久保町 2-2-8
info@kobe-action.com
http://kobe-action.com/

地方公務員たちが役所を飛び出て、まちの中で、
一市民として地域に貢献していくことを目指し
て生まれた団体。市内各地でDIYワークショッ
プ、まち歩きイベントなどを開催。また、拠点は
下町芸術祭の会場になるなど、まちに開かれた
場所として運営している。

CREATIVE

23
住所
URL

日本とベトナムの文化芸術交流を目的に活動し
ている団体「ＶＩＡＮ」の創作スタジオ。ベトナ
ム文化の発信基地を目指しながら、日本とベト
ナム間の文化交流イベントも行っている。その
他、地域住民やアーティスト等がものづくりに
取り組む場の「日曜大工レンタルスタジオ」とし
て空間を提供する。

神戸市長田区久保町 9
http://www.chuenoki.com/

C R E AT I V E

WAGOMUClimbing Gym
神戸市長田区菅原通 7-41-1
ゴールドウッズシューズタウンビル 503
https://www.wagomu.jp/

2017年にオープンしたボルダリング専用ジム。
運営団体のWGM(Water Ground Mountain)は、
障害者から健常者まで「Outdoor for ALL」、全て
の人が余暇を楽しめる社会を、という理念で設
立。施設内にはフリースペースが併設され、ワー
クショップや講座、喜劇などの公演も開催して
いる。

CREATIVE

30
住所
TEL

アトリエハウス浜本陣小豆屋
神戸市兵庫区和田宮通 3 丁目 2-3
078-222-1765

ケミカルシューズの縫製場を改修したコミュニ
ティサロン。建築・まちづくりオフィス「こと・デ
ザイン」や裁縫屋の「柳谷縫務店」が入居。まち歩
きマップや地域情報誌などのライブラリーを備
えたり、アート会場に使用されるなど、地域に関
わる人のコミュニティハブを目指す。

C O MMUNI T Y

10
住所
URL

野瀬病院
神戸市長田区二葉町 5-1-36
http://nose.webmedipr.jp/

駒４工房

4
住所
URL

神戸市長田区駒ヶ林町４丁目 4-8
https://www.instagram.com/dmocba/

ART

5
住所
URL

2020年に駒ヶ林に移ってきた画家CBA氏のア
トリエ兼ショールーム。作品を鑑賞し、気に入っ
たものがあれば購入も可能。2021年はバルセロ
ナのフランクミューラーで個展を開催するなど
世界で活躍。Instagramでは制作された作品が公
開されている。
要チェック！

C R E AT I VE

11
住所
TEL

スタヂオ・カタリスト
神戸市長田区駒ケ林町 1 丁目 5-13
078-220-8652

C R E AT I V E

17
住所
Mail

SAKAZUKI Production
神戸市長田区二葉町 2 丁目 4-8
sionlife0622@gmail.com

まちづくりコンサルタントとして、関西各地の
地域づくりに携わっている一級建築士事務所。
駒ヶ林にある築130年を超える建物をリノベー
ションし、事務所兼カフェとして運営。駒ヶ林エ
リアのまちづくりにも深く関わり、空き家の活
用を進める
「一般社団法人空き縁ネット」
を設立。

AR T

18
住所
TEL
TEL

映像作家・脚本家の池田浩基氏のスタジオ兼
バー。2021年1月に完成したばかりで、バー営業
はまだこれからとのこと。長く空き家だった長
屋を活用した下町ならではのスタジオで、写真
撮影なども可能。映像や写真の相談があればぜ
ひ一度、
伺ってみてはいかが。

C O MMUNI T Y

24
住所
Mail
URL

北の椅子と
神戸市兵庫区材木町 1-3 運河側倉庫
info@kitanoisu-to.com
https://kitanoisu-to.com

製材所の一部をリノベーションした家具屋さん
兼カフェ。家具は北欧ビンテージを輸入、リペア
したものを販売。北欧雑貨も多く取り揃える。カ
フェでは販売しているような椅子や机、雑貨な
どが使用され、お洒落な空間が広がっている。神
戸の食材が使われたランチもオススメ。

C R E AT I V E

31
住所
Mail

KNOCKS:BESPOKE
神戸市兵庫区上庄通 2 丁目 1-3
knocksbespoke@qit.ne.jp
http://knocksbespoke.xyz/

３人の靴職人が集うアトリエ。オーダーメイド
の靴を作る工房兼ショップ。作っているものは
紳士靴、婦人靴、バイカー用ブーツ、革ジャンな
ど、職人の技と個性が光る。
ちなみにNHKの朝ド
ラ「べっぴんさん」で靴の制作協力も担当。ワー
クショップも随時、
開催中！

URL

city gallery 2320
神戸市長田区二葉町 2 丁目 3-20
078-611-4959
090-3845-7279（向井）
http://www.citygallery2320.com/

様々なジャンルの美術作品（絵画・彫刻・映像・工
芸・写真）を展示するギャラリーを開設。展覧会
のほか、アートシンポジウムやワークショップ
など、地域に開かれた来訪者参加型のイベント
も開催する。

C R E AT I VE

25
住所
TEL
URL

三栄
神戸市兵庫区材木町１−２
078-681-4131
http://www.sanei-kobe.co.jp/

大正時代から材木業が盛んだった兵庫運河で唯
一、製材を今も行っている材木屋。地域の子ども
たちを対象にした木材を使ったワークショップ
などを地域と連携し実施。神戸市内の街路樹を
使ってベンチを作るなど、材木を使った教育「木
育」
の活動も行なっている。

C R E AT I VE

32
住所
Mail
URL

38 silver works
神戸市兵庫区上庄通２丁目１−２
info@38sw.jp
http://38sw.shop-pro.jp/

2013年にオープンした彫金師 宮達朗氏のアク
セサリーショップ兼アトリエ。シルバーや真鍮、
プラチナなどを使った作品は、和田岬ならでは
の港や海から着想を得たもの、バイク乗りに人
気なものなどが多くある。ウェブサイトには作
品がたくさん掲載されているので要チェック！

DANCE BOX
神戸市長田区久保町 6 丁目 1 番
アスタくにづか 4 番館４階
https://db-dancebox.org/

ArtTheater dB KOBEを拠点に、コンテンポラ
リーダンスを中心とした公演や、若手アーティ
スト育成、子どもの豊かな感性を育てるプログ
ラム、国際交流、地域連携などの事業を展開。多
様な人が共生する社会の実現に向けたアートプ
ログラムを展開中。

ART

12
住所
Mai l

地域を支える病院として長い歴史のある野瀬病
院。移転をきっかけに病院の７階には地域の
方々が集うことのできるフリースペースを開設
し交流の拠点に。定期的にコンサートなどが開
催される他、地域のアーティストなどが作品発
表を行うギャラリーとしても場を開いている。

URL

空き屋を再生し、株式会社トゥエンティワンに
所属するデザイナー・クリエイター等の新たな
活動拠点として2020年にオープン。拠点は交流
のあるアーティスト等にも開放している。有馬
温泉に和雑貨・和カフェを経営していることか
ら、
商品の開発・ギャラリー機能も備えている。

神戸市長田区久保町 8 丁目 2-3
kadonof@gmail.com
https://bit.ly/37AwYAz

AR T

URL

がらす庵
神戸市長田区久保町 4-3-6
クレセール M２, 2F
glassan@hotmail.co.jp
https://www.facebook.com/glassand/

2010年にパート・ド・ヴェール専門のstudio&
s c h o o l と し て o p e n 。教 室 で は パ ー ト・ド・
ヴェール技法の制作、体験ができる。吉田延泰
氏はガラス 作家/キュレーター として「令和
元年度神戸文化奨励賞」
「 第15回 神戸長田文
化賞」を受賞。

CREATIVE

19
住所
TEL
URL

F:machine
神戸市長田区南駒栄町 3-6
078-742-6654
http://f-machine.net/

新湊川沿岸に広がる昔ながらの工場エリアに､
オフィス兼工場を構え、木工機械の販売、修理を
行っている。この地域の地場産業だった製材業
や靴や家具の制作に必要な機械を取り扱ってい
る縁の下の力持ち。工場では木工機械の展示会
や近隣のクリエイターを招いた交流会も開催｡

ART

26
住所
Mai l
URL

手作りの家
神戸市兵庫区御崎町 1 丁目５−２
info@todayuka.com
http://todayuka.com/

空き家の2階部分をリノベーションし、切り絵作
家「トダ ユカ」のアトリエと、共用のギャラリー
スペースとして2021年に開設。1階は、コーヒー
とお酒のお店、
「 豆醍珈琲(トウダイコーヒー)」
を構え、
新たな地域の交流の場を提供している。

CREATIVE

33
住所
Mai l
URL

ウズラボ
神戸市兵庫区須佐野通 1 丁目 2-9-102
info@uzulab.info
http://uzulab.info/

建築を通じて”うず”をつくるというコンセプト
で、住宅や店舗の設計を中心にしつつ、さまざま
なデザイン活動に取り組む建築設計事務所。
木材のまちとして発展した地域のポテンシャル
を引き継ぐための試行錯誤を続けている。

COM M U NITY

6
住所
URL

PHYSIO DESIGN BASE
神戸市長田区二葉町 6 丁目 7-1-105
https://plast-project.jp/

訪問看護事業やリハビリ施設などを運営する株
式会社プラストが運営する福祉用具のデザイン
スタジオ。介護のプロフェッショナルとして
培ってきた現場での経験を活かし、高齢者や障
害をもった方に必要とされる福祉用具を開発。
相互理解を深めるためのイベントなども開催し
ている。

CREATIVE

13
住所
URL

r3
神戸市長田区庄田町 3-5-10
http://www.rokkenmichi-3.com/

六間道商店街にあるレンタルスペース。食や健
康などをテーマにしたイベントやピアノ教室、
プログラミングスクールを定期的に開催。長田
らしくキッチンには本格的な鉄板もあり、1日
シェフを体験する方にも人気。リノベーション
された店内には地域内外の人々が集っている。

CREATIVE

20
住所
Mai l
URL

DOR
神戸市長田区大橋町 1 丁目 2-14 2F
info@dor.or.jp
https://dor.or.jp/

プロデューサー、ディレクターで構成するクリ
エイティブユニット。神戸市長田区に拠点を置
き、クリエイターやアーティストと協業しなが
ら、地域の仕事は地域のクリエイターやアー
ティストが担う、小さくて新しい循環型経済を
つくっていくことを目的としている。

ART

27
住所
Mai l
URL

音遊びの会
神戸市兵庫区浜山通３丁目４−５
otoasobinokai@gmail.com
http://otoasobi.main.jp/

2005年に結成された知的な障害のある人を含
むアーティスト大集団。2017年に和田岬に拠点
を移して活動中。楽譜や決まり事がなく、表現の
ジャンルを超えた自由な即興で生み出される音
楽の評価は高い。日本各地だけでなく、イギリス
ツアーの実績も。合言葉は「予測できないものだ
からこそ面白い！」

CREATIVE

34
住所

MAR ̲U

神戸市兵庫区西出町 1 丁目 2-8

ART

7
住所
Mail
URL

神戸市長田区駒ヶ林町 2 丁目 4-1
open2014pro@gmail.com
https://npo-geiho.jimdofree.com/

関西の若手アーティストの支援をするアート
NPO、芸法が駒ヶ林で運営する古民家を改装し
たスペース。2年に1度の下町芸術祭や若手作家
の展示、パフォーマンス会場にもなっている。特
に街中防災空地の事業にも積極的に関わり、地
域とアーティストを繋ぐ接点となっている。

COM M U NITY

14
住所
URL

本町まちづくり工房
神戸市長田区二葉町 3 丁目 1-10
https://bit.ly/3qIp4N7

本町筋商店街にあるレンタルスペース。ものづ
くりに関するワークショップを定期的に開催し
ており、街の魅力を高めている。また、まちづく
りの拠点として、地域の中で実施する企画や空
き物件のコーディネート、新しく街に引っ越し
てきた方と地域のコーディネートなども行なっ
ている地域のハブ的拠点。

CREATIVE

21
住所
Mai l
URL

MOU Trateknik&Design
神戸市長田区苅藻通 6-1-10
info@mou-design.com
https://product.mou-design.com/

高松線に面した場所にある家具職人のアトリ
エ。戦前から建っている建物の中で、日々、オー
ダーメイドの家具が制作されている。神戸洋家
具の伝統的な技術を活かした、柔らかな質感の
家具が特徴。椅子作りのワークショップなども
定期的に開催し、
色んな人が訪れる場所に。

COM M U NITY

28
住所

カルチア食堂
神戸市兵庫区笠松通 7-1-8

料理人と建築家の2人が作った飲み屋兼ギャラ
リースペース。夜な夜な兵庫や長田のクリエイ
ターやアーティストが集まってくるディープス
ポット。アーティストの展示や音楽家によるラ
イブなどのイベントも開催。シタマチのディー
プな人たちと触れたい方におすすめ！

CREATIVE

35
住所
Mail
URL

船大工の作業場だった工場で、家具のデザイン、
制作を行うクリエイターが集うシェア工房。六
甲山の間伐材を含め、神戸・兵庫の木材資源を活
用したプロジェクトなども展開。地元の企業と
コラボレーションした商品の企画、展覧会の什
器制作など多方面で活躍中！

角野邸

明後日デザイン制作所
神戸市中央区東川崎町７丁目１２−５
info@astt.jp
http://astt.jp/

要点が整理された、
親しみのあるグラフィックが
得意なデザイン事務所。
企業や公共施設のアイデ
ンティティ、商品のパッケージ、書籍やパンフ
レットなど、
グラフィックデザイン全般の制作を
行なっている。展覧会の広報物や飲食店、洋菓子
店など、
神戸でも多くの案件を手掛けている。

