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ら
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まちなか会場マップ
ホッと一息できる天井の高い街のカフェ。
ジュースやランチもおすすめ。

NON CAFE

旧三福の情報は
裏面へ☞

小田原市栄町 2-12-16

本が好きな人で集まって本の話をしたり、好きなものへの気持ちやどこまでも尽きない興味を、本を介して交換してみたい。
小田原ブックマーケットはそんな気持ちで 2013 年にスタートしました。

今回は、緑公民館・旧三福・平井書店に 30 組、
まちなか 14 カ所で、小さな本屋さんがこだわりのセレクションでオープンします。
ぜひ、歩いたことのない路地を散歩して、入ったことない場所にも入ってみてください。

竹の花

彩酒亭 洞

心の中にそっと存在しつづけ、いつかあなたの一部になる、

美しい器と美味しい日本酒。
オーナーは柳家三三師匠のお兄さん！

そんな「運命の 1 冊」に、まちのどこかで出会えますように。

緑公民館の情報は
裏面へ☞
小田原市栄町 3-12-8

ラッコアメーノ

ピザといえばラッコアメーノ。
オダワラーナは小田原の魚のピザ。
アツアツの一枚を。

メトロマルタ

改札をでてすぐ左
駅がみえるカフェです

小田原駅東口駐車場
UMECO

神 奈 川 県 足 柄 下 郡 箱 根 町 宮 ノ 下 404 -1 3

小田原駅から箱根登山鉄道に揺られ、旅行気分満載の景色と
アナウンスを満喫しながら 40 分。宮ノ下駅のすぐ前にある足
湯のあるカフェ「 NARAYA CAFE 」
今年の 9 月にブックカフェ「NARAYA TABI BOOKS」がオープ
ンします。ブックマーケット当日もプレオープン中。雄大な箱
根の山々と緑の香りを楽しみにぜひ箱根宮ノ下へ。
翌月 7 月 15 日（土）16（日）の二日間は「遠足・小田原ブック
マーケット」
三福文庫と仲間たちが NARAYA CAFE で二日間、古本屋をオー
プンします。どうぞお楽しみに。

の引き出し
① 「う」
izumi ジュエリーシマノ

（地下街 HaRuNe 小田原内）

おしゃれさんが集まる服と雑貨のお店。
あの伝説の古本屋さん「猫企画」
ドンキ
の実店舗が店内に！
ホーテ
小田原の魚が食べたい！って時にはまずここへ。
メニュー豊富でリーズナブルな食事処。
本格的なシチリア料理と
SAKANA
CUISINE Ryo
自然派ワインが楽しめる、
カウターでいただける幸せな
RYO universal
オービック
イタリアン。
6/17 蚤の市開催中！手芸好き必見！
相模湾の海の幸や
ビル
808 hachi hachi
chercher 大人かわいいアンティーク＆ハンドメイドショップ。
西湘エリアなどのスペシャルな
食材を楽しめる、しっとり
mieux-work. おしゃれでシックな手作り雑貨のお店。
レプス座・八起
落ち着いた大人のバー。
東口駐車場 UMECO1F
メニュー豊富な食事処＆カフェ。
mame 元 cafe 豆を中心としたヘルシーで優しいメニューの地産地消カフェ。

②

Bread＆English Pub Desture

銀座通り

③
高校

ママまんがルーム サマサマ

マツシタ靴店 ギョサンといえばマツシタ靴店。

お気に入りの一足に履き替えて街歩きへ GO ！

郵便局
3F mama's hug books
3F gamin&gamine

⑥

平井書店の情報は
裏面へ☞

⑤ ④シセロシスコ装飾

一号線

郷土文化館

裁判所

（レンタサイクル）

小田原市城内６−１

台数 : 普通自転車 20 台
（子ども用含む）

マツウラスポーツ

（Brooklyngallery）

● 小田原駅東口駐車場（UMECO）

070-5456-2288
（予約できます） 小田原市栄町 1

台数 : 普通自転車 19 台
（子ども用含む）
、電動アシスト付自転車 4 台

…飲食

【料金】

普通自転車 : 1 日 300 円

電動アシスト付自転車 : 1 日 1,000 円 4 時間
保証金 : 1,000 円
（返却時に全額返金）

500 円

利用時間 : 午前 9 時 00 分〜午後 4 時 30 分（最終貸出は午後 3 時 30 分まで）

小学校

izumi ジュエリーシマノ
小田原市栄町 2-7-2

ジュエリーショップになぜか集まる、美味しい
もの好きの人たち。みんなの美味しいもの楽し
いことが詰まった本棚を紹介します。

小田原市栄町 1-16-13

もちもち感が特徴の”心を満たす”自家製天然酵母ぱんと
イギリス＆アイルランドのビールにこだわりを持った
昼間から飲める English Pub です！

⑩

⑧

grit

※地図に記載した店名や住所は 2017.06.01 現在の情報です。

⑩
⑩

小田原市城内 2-16 城内奥津ビル 100 号室

小田原市本町 2-10-16

宮小路の Cafe mint cocoa にて、
現在開店準備中
の絵本屋さん
「LUMOTOMOTOMO」
がこの日に限
り一足お先に開店します。
また、
イラストレーター
の山田花菜さんの作品の販売や、
シンガーソング
ライターみちるさんのフリー LIVE を 13 時・15
時に行う予定です。

⑤
⑤

小田原城のお堀を見渡せるアジアンカフェ。お堀端通り
から小道に入り、和風の門をくぐった 2 階にある、まる
で隠れ家のようなお店です。窓いっぱいに広がるお堀の
風景と一緒に、インターナショナルなお食事・和洋ス
イーツ・アルコール・季節の限定メニューなどお楽し
みいただけます。

小田原市本町 2-13-5

⑦
⑦

小田原城のお堀沿いにある小さなアクセサ
リー屋です。
今回も一日だけの小さな本屋を
開かせていただきます。

⑥ -3F
⑥

毎日、着たくなる服。毎日、持ちたくなる小物。
をモットーに洋服や布小物を作っています。

⑥-3F
⑥

小田原市城内 2-16 おほりばたビル 3A

子育ての本、アメリカの絵本、アメリカの料理本など置
いてます。いつもはクローズな事務所の開放日ですの
で、お寄りくださると嬉しいです。

宮小路にある Good Trip Hostel & Bar というゲストハウ
スです。普段は宿＆飲み屋として営業していますが、一
日限りの book cafe として旅や人、暮らしに関係した本
をご用意いたします。歩き疲れたらどうぞお越しくださ
い。
（お酒も飲めますよ。）

⑪
⑪

小田原市浜町 3-1-22

⑧
⑧

小田原市本町 1-9-32

写真集やスポーツの本など、好きで読んできた本をいろ
いろ出します。店内では、店主が撮影し去年の 8 月に飛
鳥画廊で展覧会を行なった海の写真を展示しています。
よかったら遊びに来てください。

小田原市城内 2-16 おほりばたビル 3D

子連れママと妊婦さん歓迎、女性限定のまんがルーム☆
通常営業では入店不可の男性も、当日は見学入店可能で
す。授乳やおむつ替え、赤ちゃんをゴロンと休ませてあ
げる場所にもお使いください。
当日は特別イベント【おひるねアート撮影体験会】を開
催します！

青物町

Book Trip cafe & bar

なりわい交流館

⑨

小田原市城内 2-16 城内奥津ビル 203 号室

②
②

小田原市栄町 1-17-31

⑪

⑦ Cafe mint cocoa

…カフェ

④
④

①

③
③

器・生活道具ー日和

松原神社

● 小田原城歴史見聞館横（小田原城址公園内）
0465-22-5795

国際通り

（国道

小田原市立図書館

二宮金次郎（二宮尊徳）をお祀りする神社。
境内にはおいしいレストランや気持ちのいいカフェ、ショップがあります。

小田原市栄町 1-16-29

東海道（国道一号線）

東海道

報徳二宮神社

市民
会館

）

だるま
小田原城
歴史見聞館

⑫
新宿

病院

カフェおほり

喫茶 mago
UCHI ROCK BOOKS

⑨
⑨

小田原市本町 1-11-14

ブラジル生まれのチーズパンポンデケージョと湘南シ
フォンケーキを毎日手作りして焼き上げています。当日
は生活の本や雑誌と一緒に食器や雑貨の蚤の市も開催し
ます。テラスで一休みしながら楽しんで行ってください。

陶器やガラスなど毎日使いたくなる生活道具のお
店です。
当日は暮らしにまつわる本や新刊の豆盆
栽本も販売します。
少し離れたエリアになりますが是非遊びに来てく
ださい！

⑫
⑫

小田原市浜町 1-11-27

音源持ち寄りスタイルで県下最小級パーティとして月 1
で開催してきた UCHI ROCK。今回はブックマーケットと
初のコラボ企画として、UCHI ROCK に参加してくれたお
客さんのオススメ本が読めてしまう 1 日限りのライブ
ラリーに喫茶 mago が変身します！毎夜個性的な音楽
がたくさん集まる UCHI ROCK、今回の特別企画でも一味
違う選書に乞うご期待です！

web ● www.kumazawa.jp/mokichi/okeba

茅ヶ 崎 に あ る okeba gallery & shop の 古 書 コ ー ナ ー
「okeba books」が、絵本や児童書、生活の本を出品しま
す。
自分や大切な人に贈りたくなるような、心に響く物語を
揃えてお待ちしています。

twitter ● @shigerumania
blog ● shintama2014.hatenabrog.com

水木しげる原理主義者として、一箱古本市で水木本など
を売っております。
とはいえ、それ以外の本も豊富なの
で、ぜひお越しください。なお、バナナは売っていません。

blog ● http://hokkyokubk.exblog.jp

北極書店は店舗を持たない、
放浪の古書店です。
訳のあ
る個人のお宅に伺って、ひっそり蔵書をお引き取り致
します。
知人であるツバメ活版堂に店番をさせて一箱
古本市などに出店することもあります。
常連からは喫
茶部などと揶揄されておりますが、お宅にお邪魔する
際はつもる話もおありでしょうから、コーヒーをいれ
るためにお台所をお借りさせてもらっています。

twitter ● @pJw4F04PzoIIokC
小田原での出店は初になります、どうぞよろしくお願
いします。店主の好みはミステリー、文芸、本の本など
です。ぜひご来場ください！

twitter ● @suicatoh

食べ物とか美術の本を持っていきます。小田原駅
の鯵寿司が大大大好きなので、いまから帰りのロ
マンスカーが待ちきれません…。楽しみにしてい
ます！

ふだんは建築設計事務所をやっています。
まちが好き、
ひとが好き、草木も虫も鳥たちも好き、食べるの飲むの
だいすきです。
ちいさいときに何度も手にした本、ふる
くさいレシピ本、母が何着も作ってくれた子ども服の本
など。ひとかかえ持っていきます。

わたしたちはいろんな本を持ち寄って、美味しい本のサ
ラダボウルをご用意してお待ちしております♪
食わず嫌いで苦手な本も、いろんな本と一緒に並んで
いると、ほら、なんだか美味しそう♪
私たちがご用意するサラダの具はこちら。
漫画、小説、旅本、音楽の本、
アートの本…etc.

web ● www.chinoribunko.com
twitter ● @chinoribunko

web ● http://www.seiyosha.net

こわい本だけの一箱です。
ゾゾッと心霊・怪談本、ジッ
トリ民俗本を主軸に、マンガ、未確認生物系まで、洗髪
時の背後が楽しみになる本たちを厳選しました。お買い
上げの方には特製怪談パズルをプレゼント。「こわいも
のは暮らしを楽しくする」。
ちのり文庫は、そんなコンセ
プトのもと活動しています。

横浜の夫婦ふたり出版社「星羊社」です。
「横浜は下町こそ面白
い！」をテーマに、2013年より酒のツマミになる横濱民衆文化誌
「はま太郎」を刊行。2015年には横浜にだけ存在する老舗飲食
店組合「市民酒場組合」の歴史と酒肴をめぐる本『横濱市民酒
場グルリと』刊行しました。小田原ブックマーケットでは、弊社刊
行本のほかにオリジナルグッズ、手作り雑貨を販売致します。

instagram ● @toudaikurashi̲

【意味】身近な状況はかえって分かりにくいというこ
と。
【類語】岡目八目 / 足下の鳥は逃げる／近くて見
えぬは睫／提灯持ち足下暗し。
【一言】大好きな本を
通じての出会いに興奮した前回からはや１年半。
今
回も静かにたのしさを秘めた日常に、光を当てま
す。
見るだけ大歓迎。
ワクワクをお裾分けします。

web ● http://manapub.com
FB ● @manazurupublishing
instagram ● @manazurupublishing

web ● http://b-tiroir.com
FB ● @b-tiroir

ボークー ドゥ ティロワールです。屋根裏部屋をイメージした小さ
なお店はフレンチクラシカルスタイルのハンドメイド&ルームデ
コールを取り揃えています。ブックマーケットでは国内外のイン
テリア雑誌や、カラフルなオリジナルペーパーブックカバー等ハ
ンドメイドや雑貨もご用意して皆さまのお越しをお待ちしており
ます。

真鶴出版は、出版物を発行しながら、宿泊施設も運営する
「泊まれる出版社」です。真鶴の名産であるひものを題材に
した『やさしいひもの』
（ひもの引換券付き！）の販売や、真
鶴に関するフリペーパーの配布を行います。トラベルマ
ガジン『WYP』を合わせて販売します。旅に行きたくなる
ようなそんな本たちです！

FB ● @umichika2016

twitter ● @rainbb48

絵本やビジュアルの多めの本を持ってまいります！

twitter ● @Yazuki̲Michiko

今年も伊勢治書店さんにご協力頂き、自分の本を著者
自らが手売りするというすばらしい企画『椰月美智子書
店』
を出店させて頂くことになりました。
みなさまとお会
いできることを、
とてもたのしみにしております！ぜひぜ
ひご来店くださいませ。
【椰月美智子さんプロフィール】
神奈川県小田原市在住。2002 年に『十二歳』で第 42
回講談社児童文芸賞を受賞しデビュー。
『しずかな
日々』で第 45 回野間児童文芸賞と第 23 回坪田譲治文
学賞をダブル受賞。
【著書】
『消えてなくなっても』
（角川文庫）
『14 歳の水平線』
（双葉社）
『伶也と』
（文藝春秋）
『その青の、
その先の、
（
』幻冬舎文庫）
など他多数

海辺の暮らしをより楽しくするフリーマガジン
『海の近く』の編集部です。
最新号の配布とバック
ナンバーの販売を予定しています。

twitter ● @fuyukawatomoko

こんにちは！漫画家の冬川智子です。伊勢治書店さん
のご協力のもと、自著の販売という形で出店させてい
ただくことになりました。
気になる、読んでみたい、と思
う作品に出会っていただけたらうれしいです。
お買い
上げいただいた方にはサインいたします。
ご来店お待
ちしております〜。
【冬川智子さんプロフィール】
漫画家。1979 年うまれ。
神奈川県小田原市出身、同南
足柄市在住。2008 年のデビュー後、各メディアで漫画
を連載。
淡々とした空気感で情感を描く。
【著書】
この春映画化された『マスタード・チョコレート』
（イー
スト・プレス）
の他、
『水曜日』
、
『あんずのど飴』
（ともに
小学館）
、
『深夜 0 時にこんばんは』
（太田出版）などが
ある。

books moblo x 三福文庫

twitter ● @papiko̲suzuki

こんにちは！イラストレーターの鈴木さちこです。旅に
役立つ本を揃えています。
路面電車、
ローカル線、神社、
プチ居住体験、各地の美味しいもの、穴場スポットなど
など、
お好きですか？
強力なパワーの神社を巡ったコミックエッセイを出版
後、
良縁と子宝に恵まれました。
『路面電車すごろく散歩』
は昨年、台湾版が発売。
気にな
る方はぜひお立ち寄りください！
【鈴木さちこさんプロフィール】
旅好きのイラストレーター、ライター。
1975 年東京生ま
れ、
多摩美術大学卒業。
東北新社にて CM プランナーを経て独立。
ホクト「きの
こ組」
、キッコーマン
「うちのごはん隊」
のキャラクターな
どを手がける。
【著書】
『鉄子と駅男』(MdN）
『電車の顔』
（成美堂出版）
『日本全
国ゆるゆる神社の旅』
（サンクチュアリ出版）
『住むぞ都！』
（東京出版）
『路面電車すごろく散歩』
（木楽舎）がある。

今回もやってきました！鎌倉の何かが見つかる本の
森 "books moblo" と × 小田原の暮らしに驚きとハッ
ピーを灯す " 三福文庫 " がお送りする zine 企画！
今回は
「旅」
をテーマにフリーペーパーやリトルプレ
ス、
books moblo セレクションの古本を並べます。
zine を切符に、
全国に旅立つ本物の
「旅」
のお手伝い
ができたら幸いです。

books moblo（ブックスモブロ・古書店）
鎌倉市大町 1-1-12 WALK 大町Ⅱ 2F-D
http://moblo.ocnk.net

web ● http://hikitachisato.com
tumblr ● @life-hontowatashi
FB ● @hikitac instagram ● @hikitac

フォトグラファーとライターを中心とした生活の
なかにある本をつたえるユニット。
疋田 千里 Chisato Hikita
フリーランスのフォトグラファー。クライアント
ワークでは人物や料理の撮影を、ライフワークと
して旅と日常の間にある様々なモノを撮る。
西子 智 Sato Nishiko ライター／翻訳者
米留学中にビートニクや NY のストリートカル
チャーに影響を受ける。

twitter ● @aoiro̲zakkaten

「青」をテーマに、心がほっこりするような本を選
びます。
一冊一冊に、その本をイメエジした栞をお
付けする予定です。それからそれから、大好きな
「銀河鉄道の夜」をちょっぴりフィーチャー。
てづ
くりの栞や本にちなんだ雑貨もございます。
どうぞ、
のんびり眺めにいらしてください。

本を運ぶのはいつも軽自動車。絶対に高速を走ら
ず下の道。
会場に近づくと緊張します。
私の本は誰の手に渡るのでしょうか？

twitter ● @alﬁeri̲cafe

挽きたてのコーヒーを飲みながら本選びを。スペシャ
ルティコーヒー豆を使用したコーヒーとコーヒー関連
の古本をご提供いたします。

web ● http://books-hirai.com

毎年恒例、平井書店店長が１年間読んだ本などが並びま
す。
（まちづくり・歴史・アートなど）

FB ● @ocha.iwashiya

いわしや所蔵の時代物の文庫本、本を読む時に良いお
茶の茶葉販売をいたします。

はだ３姉妹のうち２姉妹が実家の古本を売りまく
ります！美術書、国内外小説、漫画、おしゃれ雑誌、
カフェ本、
親父ミステリーなどなど。

twitter ● @cafemusic124

「本と帽子と音楽と」をテーマに日めくりカレンダーや
新刊本、そして文豪や作家をイメージした洒落たお帽子
の小商い。
「おと・こえ・ことば・うた」の artist ゆたに
まきこが店主を務めます。

web ● http://www.waranobag.com
waranobag をつくった本を並べてお待ちしています。

（アウイアオデザイン）
web ● http://www.aui-ao.jp
FB ● AUI.AO twitter ● @AA̲Design

今回は本にまつわるペーパーアイテムのほか

手動式活版印刷による簡単な活版印刷体験ワーク

ショップ、開催しています。
予約もいりませんので、
ぜひ遊びに来てください！

twitter ● @vinylplanet

少し昔のアメリカの絵本を中心に、雑誌、図録、漫画な
どいろいろ持っていきます。
気になるものは遠慮なく
見て行ってください。
よろしくお願いします。

文芸、アート、暮らしのあれこれ、社会のあれこれ、絵本な
ど、手元に置いて時々パラパラめくりたくなる本をお届
けします。

協賛：●アジアンキッチンDee（鴨宮）小田原市南鴨宮1-9-22 twitter @D̲ee02 ●株式会社 尾崎商店http://levelya.livedoor.biz/
田原市栄町1-14-57ジャルダンビル1・2・3F
町3-4-17

（ヴァイツェンさえ）

web ● http://shonan-kisaragi.ocnk.net
twitter ● @terredeshommes1

●カフェアイラナ（平塚） 平塚市撫子原7-29 cafeailana.boy.jp/

●サンミッシェル（平塚） 平塚市 宝町9-1星和平塚宝町ハイツ101 Facebook サンミッシェル《タコスでお馴染みの平塚の洋食屋》

●808 hachi hachi 小田原市 栄町1-4-9

厳選した食材を使用したパンを焼きつづけて 25 年。
ナチュラル、オーガニック、ローカルにこだわってい
ます。
スパイシーなサンドイッチとホットドッグ、焼き菓
子などをご用意します。
( テイクアウト )

●ファクトリーマオ（厚木） 厚木市上落合694-2 http://www.factory-mao.com

●報徳二宮神社 小田原市城内8-10

●彩酒亭 洞 小田原市栄町2-5-5

●chercher 小田原市栄町2-9-46オービックビル1F

●マツシタ靴店 小田原市栄町1-16-33

●SAKANA CUISINE Ryo 小

●NON CAFE 小田原市栄

●mame元cafe 小田原市栄町1-16-3

●mieux-work. 小田原市栄町2-9-46オービックビル1F ●みのさんファーム ●メトロマルタ 小田原市栄町1-1-7 ●ラッコアメーノ 小田原市 栄町2-11-30 ●RYO universal 小田原市栄町1-14-57 ジャルダンビル4F ●リラクゼーションサロン 翡翠（南足柄）
南足柄市飯沢12-6 http://ameblo.jp/lotta543z●レプス座・八起 小田原市栄町1-1-27 （住所は全て神奈川県）

フライヤーと地図：イラスト・高橋 絢子
（ノスリ舎）制作・AUI-AO Design 編集・Studio PANDA しおり隊：磯部 いとよ・内田 茂昭・岡田 千秋・尾崎 貴行・貝塚 真琴・
川瀬 智幸・菊池 洋平・下田 英香・杉山 夏海・田中 麻衣・西尾 優貴・広田 陸・福島 菜緒 Special thanks：伊勢治書店ダイナシティ店
（小田原市中里 208 WEST MALL 4F）
・
平井書店
（小田原市栄町１丁目１６−２９）
・旧三福
（小田原市栄町 3-12-8）
・山口 一哉
（小田原市）
・出店者のみなさま
後援：小田原市・FM おだわら 78.7MHz・おだわら竹の花商店会

主催：小田原ブックマーケット実行委員会
（実行委員長・牛山 惠子
（Studio PANDA）
）

http://93puku.jp/schedule/4thbookmarket
Facebook ページ @odawarabookmarket

