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特集 1

今月は、下辰野商店街から少し離れて、川島地区にある「O to &」（オトト）というお店を

ご紹介します！ O to & さんは音楽と古着などをとカフェを融合させた不思議な空間のお店
です。今回は店主の金井さんにインタビューをさせていただきました。

まずは、この「O to &」という空間のコンセプトについてお聞きしました。

金井さんは観客と演者の境界を曖昧にすることを大切にされており、『「誰かがサービスを提

供して、誰かがその価値を消費する」のではなくて、「みんなでひとつの良い時間と空間をつ
くる」っていうのがこの店のコンセプト』だとおっしゃっていました。

金井さんにとって、音楽は 1 番やりたいこと。ですが、音楽だけで生きていくには厳しい世界だそうです。音楽や古着、
民泊などが、セルフ喫茶が融合した空間について金井さんは「店主の自信のなさの現れ」だとおっしゃっていました。

「1 個の専門性があるわけではないから、やりたいこと 10 個くらいを「音と共に走らせる」」というところが「O to &」
という名前につながっています。ちなみに、この「O to &」を漢字で書くと、「音十 ( おとと )」となり、十 ( じゅう )

が＋( プラス ) にもみえるというのも、由来とマッチしていて素敵ですね♪また、字面がきれいでデザインがいらないと
いう理由もあるそうです。

突然ですが、ここでお知らせです！

ゴールデンウィーク明けから、下辰野商店街・&garage 内に新 O to & がオー
プンします！コンセプトは「植物園」。植物の中に服の花を咲かせるという、想
像しただけでワクワクするような空間になるそうです！ぜひ足を運んでみてく
ださい！そんな O to & のこれからは…。新 O to & は元気に派手に！
本 O to & は奥の院のようなまったりとできるお店を目指して活動されていく
そうです！今後を乞うご期待！

特集 2
\\ バレンタイン企画 //

周りの人に感謝を
伝えるのもいいね！

トビチ商店街では、ワンコインからちょっと気合
の入ったプレゼントまで幅広く選べるお店があり
ます。今回は、編集長の”ゆうなん”に普段お世話
になっている人たちへのプレゼントを買ってもら
いました。裏に記載の「トビチ商店街マップ」で
ご覧あれ！
詳細レポは
トビチ商店街HPにて
近日公開予定！！！

トビチ通信づくりの
仲間が増えました！
初めまして！あまねです。
このトビチ通信では、写真
を撮るのが好きなので、自
分の写真で商店街が
興味が出る場所に
なったら良いなと
思います。

編集後記

お店の店主さんがみなさんとても気さくで優しくて、人のあたたかさを感じることが
できた企画でした！素敵なバレンタインをお過ごしください♪
（ゆうな）今月は新し
いお店のご紹介ができて嬉しいです！下辰野商店街以外でもマップに載せきれなかっ
たお店があるので、トビチ商店街の HP をぜひチェックしてみてください♡
（山下）

発行人：トコと /（一社）○と編集社
お問い合わせ：辰野町辰野 1704 TOBOX 2F
（一社）○と編集社 山下（090-5756-8474）
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川島郵便局

Good Local Bar さゝ家

＜川島地区＞
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信濃川島駅
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農民家ふぇ あずかぼ
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辰野町大字上島758／営業時間：11時半〜17時／定休日：
月・火・水／築130年の古民家をリノベーションしたカフェで、
植物性素材にこだわって食事とお菓子をつくっています。日テ
レ系「ヒルナンデス
（1/21放映）」
でも取り上げられました。
ご
来店の際はぜひご予約ください／連絡先：090-1203-1006

Equinox STORE

（イクイノックス ストア）

(旧春日薬局)

high-ﬁve coffee（ハイファイブコーヒー）

（コーヒー）

Rocaltus TATSUNO（ロカルタスタツノ）

（アパレル・雑貨）
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リバーサイドSTAYtionary

(旧桂林堂)
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ガレージ）

(旧伊那バス停車場)
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コインランドリー「B Blue」
の建物裏側／営業時間：トビチ商店街HPのスケジ
ュールカレンダー参照ください／様々なジャンルのダンスレッスンプログラム
が体験できるかっこいい場所です。
レッスンの予約等は不要です。
当日直接受
付可能です。
また辰野の皆さんにお譲りいただいたレコードのライブラリーが
併設されています。5月ごろからは、Oto&新店舗もできるとか…！？

伊那
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ブラザーミシン
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5

味香月堂さん

大好きなおばあちゃんには、
ちょっとした和菓子で感謝
の気持ちを。

サン・スペース白木屋

月夜のこまもの店（仮称・カフェ）
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（スタジオリバ ー ）
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営業時間：Instagramにて告知／地元の方はご存知、酒蔵でこだわり
の専用米麹を開発して、地元のフルーツやお野菜を使った自家製シロッ
プ入りの移動販売スタイルの甘酒屋です。現在は不定期営業ですが、
月
曜日に役場にいくと移動販売車のアンちゃんに会えるかも？！

従姉妹へのプレゼントに
「紙束」
の花瓶手作りキッ
ト。
それと、
お母さんには
ハンカチとチョコレート
で決まり！

9 STUDIOリバー
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3月末にOPNE！！

フジタヤ/甘酒屋 anʼs （アンズ）

旅する古物商 hito.to（1F）
「人と人を旅したモノの物語」
をテーマに、
アン
ティーク食器や海外買付け品、地域の古いもの
を扱っています。／連絡先：090-5992-2206
トコと（2F）
中高生の中高生による中高生のための場所で
す。詳しくは、
トビチ通信vol.1を見てね！
トビチ放送室（3F）
ブラザー３Fにある、
ラジオや動画の配信スタジ
オです。撮影に必要な機材を、会員さん限定で
利用できます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

トビチ美術館
○と編集社が運営するギャラリーです！不定期
開催。
タナカセイサクショ
鉄筋やシマイタ等を使ったアウトドア用品や雑
貨・小物など、
カッコいいショーウィンドウが見
どころ！オリジナル商品を注文できます。
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gallery +ooo（トオー）（1F/地下）
○と編集社が企画・運営するギャラリーです。ʻ21年秋に開催されていたトビ
チ美術館の展示室にもなっていました。地下の白い空間は、撮影スタジオとし
てもご利用可能です！連絡先：090-7193-3589
コワーキングスペースKrindo（ケーリンドー）（2F/3F）
仕事、勉強、読書、遊びなど、
自由に利用できます。営業日内はご予約不要です
。
ボードゲームの貸し出しもあります！
総合進学ゼミナール 蛍照会（3F）
小学生から高校生を対象に、生徒ひとりひとりに寄り添った、
「あなたのため
の授業」
をしてくれます！とってもわかりやすい！連絡先：080-9665-1362

&garage （アンド

辰野駅から
STUDIOリバーまで
徒歩約8分
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駅

JR辰野駅

靴のフジタヤさん

営業時間：12時~18時（土曜のみ13
バレンタインっぽく、
ダブ
時~）／定休日：木（隔週）
・日・祝日／
ルチョコレートカンノーリ
2021年の9月にオープン！お肉のスペ
買っちゃった…！！
シャリストによるテイクアウト専門のお
店です。平日から土曜日までの日替わり “トコと”で
弁当のほか、話題のカンノーリを中心と 勉強しながら、
したスイーツも美味。
お店の隣やグラバ 食べよっと！
イステーションの隣にあるベンダーマシ
ンでもアマリージョさんのお菓子が買え
ます。
お弁当・カンノーリは、予約がおす
すめ！／連絡先：080-5646-8576
7

Instagram

野

＜下辰野商店街＞

お父さんに靴磨きオ
イルを購入。
たまには
靴磨いてあげようか
な〜。

amarillo（あまりーじょ）

自分へのプレゼントとして、
計り売りのシャンプーと、
マグカップをゲット。
帰り際には、
ホット
チョコレートで
癒される…。

kaymakli（カイマクル）
（美容雑貨）
営業時間：
（平日）12時〜18時
（土）11時〜18時（日祝）11時〜17時／
定休日：木・金／3つの店舗が一つの空間で営業している辰
野のオアシスです！辰野イチ・おしゃれスポット！？
（リバ ーサイドステイショナリー ）

いつもお世話になっている
先輩には、癒される水耕栽
培のお花を。
喜んでくれる
かな！？

facebook

辰

たかだや花園さん
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☟トビチ商店街の情報はコチラ☟

1

○と編集社が運営する飲食店営業許可付きのイベント
スペース。不定期営業ですが、
オープン時には、遠くから
でもわざわざ足を運びたくなるような美味しいお店の
ご飯が食べられます。
イベント情報はトビチ商店街の
HPにて★

塩尻

O to & （オトト）
12
辰野町横川４５７７／営業時間：12時頃〜日暮れ頃まで
／楽器を奏でて踊って泊まれる古着屋です。2018年にス
タートし、百姓目指してまず十の仕事を生業とする最初の
10年です。4月下旬まで買い付けのため臨時休業中。店主・
金井さんのインタビューは表面でお楽しみください。

トビチ商店街のお店は記載以外にもまだまだありますが、2017年6月以降
に開店した店舗紹介とともに、今回企画でお邪魔した店舗で購入・体験した
こともコラムにしています。
＊MAP以外のエリアにも、
トビチ商店街のお店があります。
詳細はトビチ商店街HPへ！
＊各店舗紹介で個別に連絡先が記載されていない場所のお問い合わせは、
こちら：090-5756-8474（◯と編集社・山下）

6
(旧洋装のリバー)

営業時間：24時間365日／利用料金：2000円〜／
◯と編集社が運営する個人の方向けの会員制シェア
オフィスです。
フリーアドレスや固定デスクにより、様々
な方が利用しています！地下は、
コミュニティスペース
として、貸し出し可能です。
◯とen-shouten（1F）
営業時間：月・火・水 11時〜18時／“○と編集社”が
木曽福島にある”en-shouten”とコラボした日用雑貨
店です。環境や身体に優しい食料品や洗剤、衣料品な
ど、
ちょっと良いもの、
プレゼントしたいものが売られ
ています！

5
TOBOX
(旧吉江プロパン)
（トボックス）
grav bicycle station（1F）
自転車を使った観光事業から、
パンク修理まで、
いろんな活動をする、
まちの自転車ステーション
です。電動自転車の貸し出しができます！2月末
まで冬季休業中です。
ゆがふ農園（1F）
無肥料無農薬のお野菜を無人販売！定期配送も
やっています！連絡先：080-6540-0821
D18 room（1F）
箕輪町を中心に上伊那の飲食店の皆さんによる
話題のフードベンダーです！！
トビチのオフィス（2F/3F）
法人向けのシェアサテライトオフィスが4月に新
たにOPEN！！
トビチ商店街 駐車場

7

トビチ商店街の店舗にお越しの際は、ぜひご利用
ください！22台まで停められます！契約駐車場も
含まれていますので、
ご注意を。
暖かい季節になったら、
キッチン
カーが定期的にOPENするかも！？

