
主催：札幌ブックフェス実行委員会　後援：札幌大通まちづくり株式会社、札幌市　お問い合わせ：sapporobookfes@gmail.com

（1）WORLD BOOK CAFE【カフェ】 スタッフ5人で選ぶこの秋読んでほしいオススメの旅本

コーナーで。 ●札幌市中央区南1条西1丁目2 大沢ビル5F ●011-206-7376 ●11:00～

23:00 ●不定休

（2）寿珈琲【喫茶店】 鼻唄まじりで散歩したくなるような、コーヒーが似合う街並みの写真集などを

中心に「音」や「時間」の感じられる本をセレクト。 ●札幌市中央区南2条東1丁目1-6M s二条

横丁1Ｆ ●011-303-1450 ●9:00～24:00（日祝～20:00） ●無休

（3）ビーストキッチン【飲食店】 ミステリー、ホラー、怪談など小説、短編、漫画などわくわくドキドキを

楽しめるラインナップを並べてお待ちしております！！！！！ ●札幌市中央区南2条西1丁目5-7 第一広和

ビル1F ●011-222-7566 ●18:00～翌2:00（金・土・祝前日～翌3:00） ●日祝定休 

（4）Dininng & Sweets sinner【カフェ】 スタッフの好きな本を持ち寄りたいと思います。いろんな

ジャンルになるのではないかとおもいます。●札幌市中央区南4条西1丁目 ●011-241-3947 ●

月～土曜12:00～24:00／日祝12:00～22:00 ●無休

（5）さっぽろ大通コワーキングスペース ドリノキ【コワーキングスペース】 コワーキングスペースの会

員さんがチョイスした本を売ったり貸したりしちゃいます。さながら本屋さんごっこのように。●札幌市中

央区南1条西4丁目 日之出ビル9階 ●011-221-8900 ●9:30～18:00 ●土日祝定休

（6）ボーネルンド 札幌・大通り店【玩具店】 「あそび」の道具や環境を提供して、子どもたちの健

やかな成長を願っています。子どもたちが大好きな良書絵本が充実しています。●札幌市中央区大

通西5丁目8 昭和ビル1Ｆ ●011-242-7323 ●10:00～19:00 ●第２水曜定休

（7）道産ワイン応援団 wine café Veraison【ワインカフェ】 北海道のワイン、日本のワイン、そし

て美味しいワインと、道産食材を味わいながら、それにまつわるお話を私達がご案内致します。●札

幌市中央区南2条西5丁目 HUGイート内 ●011-211-5239 ●11:00～ 14:00／ 17:30～

22:00 ●日祝定休（不定休あり）

（8）美容院kamiya【美容室】 私どもは「スタッフおすすめほっこりするマンガ」を集めました！是非カ

ラーやパーマの待ち時間に手に取ってみてください！ ●札幌市中央区南3条西8丁目kakuイマジ

ネーション1階 ●011-281-2909 ●11:00～20:00 ●火曜定休

（9）kitchen TORONJA【カフェ＆バー】 ニット作家「ナゴウ ミエコ」による絵本からゲーテまで幅

広いジャンルのセレクト。●札幌市中央区南3条西9丁目998-5 ●011-242-0224 ●火～土

曜11:30～23:30／ 日曜11:30～21:30 ●月曜定休

（10）器と雑貨asa【小売業】 今回のテーマは「食いしん坊の本棚」。食べ物にまつわる本を並べ

ます。●札幌市中央区大通西8丁目2-39 北大通ビル11Ｆ ●011-206-6975 ●11:00～

17:00 ●日・月定休（火曜不定休）

（11）トロニカ【古本屋】 普段は店頭に並べていない店主の私物を展示・販売いたします。●札

幌市中央区南1条西13丁目317-2 三誠ビル2F ●011-596-0909 ●月～金曜12:00～

19:00／土曜 12:00～17:00 ●日祝定休

（12）HAND MADE CRAFT 闇月創房【真鍮・銅クラフト】 闇月創房の創作の原点のような、

絵本や童話・写真集などなど。●札幌市中央区南1条西15丁目1-319シャトールレェーヴ203

号室（space1-15内） ●011-632-7772 ●11:00～19:00 ●月・火・水定休

（13）あじと【飲食店】 健康にまつわる本を並べる予定です。●札幌市中央区南16条西4丁目

1-10 ●011-552-3729 ●11:00～18:00（金・土曜～22:00） ●木曜定休

（14）ブックカフェ 壘・Louie【ブックカフェ】 札幌市中央図書館にほど近いブックカフェ。絵本・

児童書が充実しています（購入可）。コーヒーを片手にごゆっくり過ごせます。●札幌市中央区南

22条西15丁目 サニークレスト札幌1Ｆ ●011-533-8123 ●12:00～17:00 ●土日祝定休

（15）CAFE ESQUISSE【ギャラリーカフェ】 北海道の郷土史等、明治・大正・昭和の生活

や文化を垣間見る事のできる本を集めました。珈琲を飲みながらゆっくりとご覧下さい。 ●札幌市

中央区北1条西23丁目1-1 メゾンドブーケ円山1F ●011-615-2334 ●12:00～ 24:00（日

祝～21:00） ●水曜定休（月に一度不定休日あり） 

（16）shu-shu【インポートセレクトショップ】 アンティークのコーナーには古書を、カラフルな雑貨

コーナーには洋書の絵本を。ディスプレイに合わせて、本を選んで展示します。●札幌市中央区南

1条西22丁目2-1 ZON1Ｆ ●011-616-3172 ●10:00～19:00 ●火曜定休

（17）クスクスオーブンプラスホッパーズ【焼き菓子・雑貨販売】 今年もミセナカ図書室を開きます。

スタッフおすすめの本（クッキング、生活、小説、絵本、などなど）を展示、貸し出しもします。●札幌市

中央区南2条西23丁目2-1 ●011-614-2753 ●11:00～17:00 ●月・火定休（日曜不定休）

（18）  】店貨雑【imagiro 暮らしの手帖（60年代～ 70年代）と雑貨関係の本。●札幌市中央

区南2条西25丁目1-21 ●011-699-5698 ●12:00～18:00 ●日・月定休

（19）喫茶とお酒 ヘンチキ屋【飲食店】 南円山のレトロなカフェ。ジャンル問わずマスターが読んで

きた歴代の趣味本を用意。期間中、普段は予約時のみ使用の2階席を開放。●札幌市中央区南

6条西23丁目5-6 ●080-6064-3196 ●12:00～24:00 ●だいたい月曜定休（不定休あり）

（20）JEDI's【カフェバー】 今回は2回目の参加なので、いろいろな種類の専門書を並べたいと

思います。中古ですが、販売可能な物もご用意しております。●札幌市中央区北6条西25丁目

1-6 ●011-251-4323 ●11:30～23:30 ●火曜・第１月曜定休

（21）wake cafe【カフェ】 テーマは、旅とコーヒーです（販売もします）。●札幌市中央区宮の森

1条10丁目3-51 ●011-598-8088 ●10:00～21:00（日曜～18:00） ●月曜定休

（22）花さき山【中古絵本・児童書・雑貨・カード】 山を見上げる坂道の小さな自宅ショップ。い

つか読んだ思い出の本、心にしみるお気に入りの絵本を見つけに足を運んでください。●札幌市西

区山の手2条11丁目5-7 ●011-622-2327 ●火・水・木曜11:30～ 16:00／第２土曜

14:00～17:00 ●日・月曜、金曜、第１・３・４土曜定休

（23）ソクラテスのカフェ【ブックカフェ】 おいしい珈琲があって、ゆっくり静かに本が読める、本好き

のためのブックカフェです。昭和40～ 50年代の文芸書中心です。●札幌市西区琴似2条7丁目 

メシアニカビルBF ●011-611-7121 ●月～木曜11:00～ 18:00（土日祝13:00～） ●金曜・

第４土曜定休

（24）Queseran Pasaran【雑貨屋】 雑貨の本、3周年記念「Zakka ZOO」に向けて動物の

本などをご用意します。●札幌市西区二十四軒4条2丁目9-28 ●090-6873-3770 ●11:00

～17:00 ●月・火定休

（25）集い処えん【古民家カフェ】 住宅街にひっそりと佇むギャラリーカフェ。店主秘蔵の古書他、

お気に入りの絵本などをご用意します。●札幌市西区発寒1条3丁目3-23 ●011-661-9611 

●11:00～18:00／火曜夜19:00～23:00 ●水曜定休

（26）札幌エルプラザ情報センター【公共施設】 「目からウロコな本」をご紹介。貸し出ししています。

日中はコーヒー販売も。コーヒーを飲みながら情報センターで読書をどうぞ。●札幌市北区北8条西

3丁目 札幌エルプラザ1階 ●011-728-1223 ●9:00～20:00 ●毎月最終日曜定休

（27）cafe Dolphin【飲食店】 店主が子供の頃から大切に持っている絵本たち。多少ボロボロ

になっても皆に手に取って読んでもらった方が、本もきっと嬉しいはず。●札幌市東区北14条東4

丁目1-1 ●011-743-5239 ●10:00～18:00 ●日曜定休

（28）フェアトレード雑貨＆レストラン みんたる【フェアトレード雑貨とレストラン】 3.11後の暮らしを考

える本シリーズ。フェアトレードや環境・原発・食などの本を店内でお読み頂けます。一部販売・貸出し可。

●札幌市北区北14条西3丁目2-19 ●011-756-3600 ●11:45～22:00 ●月曜、日祝定休

（29）えんじゅりーふ & Palupalu【ハンドメイド作品の販売、クラフト教室運営】 ソーイング、

パッチワーク、編物などクラフトやドール関連本をご用意。絵本の登場人物を実物化してウィンドー

の飾り付けも予定。●札幌市北区北20条西8丁目1-33 第2タムラビル1F  クラフトルーム ●

011-729-5101 ●10:30～16:30 ●日祝定休

（30）  】ェフカ【iakesomodok yb 42N efac オ・ドーロ「、らか中の書童児るあ冊004約に内店

ブ・ザ・リング（指輪物語）」関連のコーナーを用意。 お子様連れもお気軽に。●北区北24条西

6丁目2-2 チサンマンション札幌第3・1階 ●070-6607-2406 ●火～金曜11:00～21:00（ラ

ストオーダー20:30）／土曜12:30～21:00（ラストオーダー20:30）／日祝12:30～19:30（ラ

ストオーダー19:00） ●月曜定休

（31）  】ェフカ【.sap stitep a 「世界と自然の本。」ちいさなカフェでおおきな世界を想う時間を過ご

していただけたらと思います。●札幌市東区北28条東17丁目3-7 ●011-776-6332 ●火～土

曜11:00～19:00／日曜11:00～17:00 ●月曜定休

（32）cafe自休自足【カフェ】 北海道の作家さんの本や、店主が個人的に好きな作家さん、自休

自足のお客様に喜んでもらえそうな本や雑誌をセレクト。貸出ＯＫ。●札幌市北区新琴似3条7丁目

1-21 ●011-764-4224 ●11:00～17:00 ●第３日曜定休

（33）不思議の国のアリス【喫茶店】 ジャンルを問わず、店主が気に入っている本をご用意します。

暖かい珈琲を飲みながら、ゆっくりと本を楽しんでください。●札幌市豊平区中の島2条3丁目6-17 

●011-812-8798 ●9:00～20:00 ●不定休

（34）愚亭（ＧｏｏｄＴｅａ）ななくさ【カフェ（喫茶軽食）】 心と身体の健康をテーマに、安心安全な料

理本、心に響くエッセー集、健康に過ごす日々 の生活の方法などの本を並べます。販売可。●札幌

市南区川沿18条1丁目2-12 ●011-573-0577 ●火・水・木・日曜10:00～ 17:00／金・

土曜10:00～20:00 ●月曜、第１・第３・第５日曜、木曜定休

（35）ＣＡＦＥサーハビー【カフェ】 サーハビーのスタッフ、お客さんによる、個性溢れる様 な々本を紹

介します。●札幌市中央区南3条西6丁目和光ビル2F ●011-596-0235 ●12:00～ 24:00

（金土曜・祝前日～26:00） ●月曜定休（祝日の場合は振替）
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さらに新企画準備中

最新情報はこちら !
http://sapporobookfes.web.fc2.com

sapporobookfes

@sapporobookfes


