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- まっぷるやことりっぷなどの新刊情報やイベント情報をお届けします - 2021.4.27

ことりっぷ国内版

Topics - 2021.4②

ことりっぷの改訂版を
お知らせいたします。

※ことりっぷは全国の主要書店および
ことりっぷオンラインストアでも販売中

電子書籍版も同時発売

https://www.mapple.co.jp/

|| NEWS LETTER

『鎌倉 江ノ電』
社寺めぐりにカフェ、スイー
ツ…鎌倉の話題&定番を
ぎゅっと詰め込んだ一冊

『出雲・松江 石見銀山』
旧暦の10月、神々が集いはなやぐ
「神在月の出雲」へのおでかけに

春爛漫♪
旅行ガイドブック「ことりっぷ」シリーズ
は、現在3回目の全面大改訂を順次
行っています。
今月は『ことりっぷ国内版』改訂4点が
出版です。

ことりっぷ国内版

ことりっぷ国内版

ことりっぷ国内版

『軽井沢』
美しい緑、雰囲気のある
教会…軽井沢でめぐりたい
すてきなスポットを凝縮

『京都』
いま気になるテーマから、
王道の定番スポットまで
京の魅力満載

『香川 小豆島・アートな島々』
近年注目を集める瀬戸内
の島々に加え、定番のうどん
情報もブラッシュアップ



ことりっぷ国内版

鎌倉旅の醍醐味、社寺めぐりにカフェ、スイーツ…話題&定番を
ぎゅっと詰め込んだ一冊。江ノ電＆江の島さんぽもおすすめ♪

- 商品名：『ことりっぷ鎌倉江ノ電』 -

)) 主な掲載内容 (( ※は画像を掲載したページ
気になる鎌倉
鎌倉で食べたい朝ごはん
最旬個性派スイーツのお店 ※
鎌倉の隠れ家カフェ
由緒あるお寺でまったりお茶時間 ※
鎌倉の鳩サブレーやグッズ ※
若宮大路を行ったり来たり
小町通りで食べ歩き
御成通りで見つけたおいしいもの
レトロな街並みが残る長谷界隈
大人かわいい雑貨屋さん
アンティークにめぐりあう
金沢街道＆二階堂のステキなお店
地元で愛されるパン屋さん
駅周辺で買える定番みやげ
清潔で居心地のいいホテル
おさんぽの途中で出会ったネコたち ほか
おいしい鎌倉
長居したくなる鎌倉の定番カフェ
鎌倉の森カフェ
笑顔こぼれる至福のスイーツ
鎌倉で寄りたい和スイーツのお店
カレー好きが通う人気店 ※
古民家カフェ＆レストランへ
旬の地魚がいただける店
ローカル気分でゆっくり飲める店へ
鎌倉･江の島でみつけたかわいい看板 ほか
鎌倉の神社仏閣へ
鶴岡八幡宮をじっくりと
鎌倉彫に挑戦
報国寺ならではの竹林浴を ※
ご利益を求めて銭洗弁財天へ
見どころがいっぱいの長谷寺
日本で二番目に大きい鎌倉大仏
北条時宗が創建した円覚寺
鎌倉御朱印コレクション
禅の世界にふれるひととき
かわいいお守りをさがして
鎌倉の寺で花を愛でる ほか
鎌倉からひと足のばす
江ノ電途中下車の旅
海の見える特等席
江ノ電沿線のおいしいランチ
江ノ電ビューのカフェ
江の島をほっこりさんぽ ほか

～週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅～

)) 商品概要 ((
体裁・頁数：A5変型判、本体128頁
発売日 ： 2021年4月15日

全国の主要書店で販売
定価 ： 935円（本体850円＋税10%）
発売元 ：昭文社



ことりっぷ国内版

美しい緑、雰囲気のある教会…軽井沢でめぐりたいすてきなスポット
を凝縮定番の旧軽銀座、人気の中軽井沢・星野エリアも充実

- 商品名：『ことりっぷ軽井沢』 -

)) 主な掲載内容 (( ※は画像を掲載したページ
軽井沢でしたいこと
新緑ウォーキング ※
森の中の聖なる教会
爽快サイクリング
川と緑に囲まれたハルニレテラス
星野エリアの2つのおいしいスポット
ゆったり温泉へ
ピッキオのネイチャーウォッチング
旧軽銀座周辺をぶらり ※
旧軽銀座周辺のかわいい雑貨 ※
濃厚ソフトクリーム
軽井沢コンフィチュール
軽井沢のおいしいスーベニール
おいしい軽井沢
しっかり朝ごはん
スローカフェでほっこり
新緑カフェのスイーツ
ホテルのティーラウンジ
至福のコーヒータイム
名物パン屋さん
フレッシュな牧場グルメ
乙女の和&洋スイーツ
美空間レストラン
やっぱりフレンチ
自然の恵み、ヘルシーランチ
イタリアンもおすすめ
味自慢のビストロ
軽井沢のそば
名店秘伝の味
夜遅カフェ&レストラン
大自然の中にたたずむすてきな場所へ
軽井沢タリアセン
ノスタルジックなムーゼの森
美術館＆博物館
花と緑のあふれるスポット
北軽井沢ドライブ
北軽井沢の美しい洋館ルオムの森 ※
信濃追分さんぽ
軽井沢・プリンスショッピングプラザ
軽井沢で叶えるすてきな宿泊
リニューアル＆ニューオープンの宿 ※
避暑地の老舗ホテル
緑に包まれたリゾートホテル
味わい深いオーベルジュ
森の中のリラックスコテージ ほか

～週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅～

)) 商品概要 ((
体裁・頁数：A5変型判、本体112頁
発売日 ： 2021年4月15日

全国の主要書店で販売
定価 ： 935円（本体850円＋税10%）
発売元 ：昭文社



ことりっぷ国内版

いま気になるテーマから、王道の定番スポットまで京の魅力満載♪
社寺めぐり、京グルメ、和小物や逸品、四季折々の美景を一挙ご案内

- 商品名：『京都』 -

)) 主な掲載内容 (( ※は画像を掲載したページ
気になる京都
モダンな襖絵 ※
美しい庭
話題の美術館
アート＆カルチャーのまち岡崎
老舗が手がけるカフェ
魅惑の洋菓子
麗しのパフェ ※
しっとり楽しむ京のデザート
個性豊かなコーヒー店
暮らしを彩る器探し ※
古都の桜
心ほどける新緑
紅葉さんぽ
伏見稲荷大社
フォトジェニックな社寺

京のおいしいもん
すてきな京の朝ごはん ※
イチオシ京料理店
町家ごはん
有名店の麺＆丼
名物サンドイッチ
錦市場で京グルメ
地元でも評判のおばんざい店
京中華の人気店
おいしいお酒で乾杯
香り高い抹茶スイーツ
和素材たっぷりな京の甘味
レトロな喫茶店
世界遺産の境内でごはん＆おやつ
あこがれの本格和食ランチ

京都でお買いもの
和モダンアイテム
京都生まれの紙もの
大切にしたいキッチングッズ
手仕事から生まれるアクセサリー
四季の趣を映す京菓子 ※
地元で愛されるおやつ
すてきなショコラトリー
心おどるキュートな焼菓子
地元で人気のベーカリー
日々の食卓で楽しめるおみやげ
京都駅のおいしいもんカタログ
叡電沿線で本屋とカフェと雑貨屋さんめぐり
（右上に続く）

～週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅～

)) 商品概要 ((
体裁・頁数：A5変型判、本体160頁
発売日 ： 2021年4月15日

全国の主要書店で販売
定価 ： 935円（本体850円＋税10%）
発売元 ：昭文社

（左下より続く）
京都の定番を訪ねましょう
清水寺
東山
祇園
寺町通
伝統文化やもの作りを体験
銀閣寺
哲学の道
金閣寺
きぬかけの路
東寺
上賀茂神社・下鴨神社
鴨川のほとり
嵐山・嵯峨野
天龍寺
二条城から京都御所
西陣から北野天満宮
大原
鞍馬・貴船
宇治
お寺や神社の市
三大祭と夏の風物詩
アートなホテル
ゲストハウス・片泊まりの宿



ことりっぷ国内版

近年アートで注目を集める瀬戸内の島々に加え定番のうどん
特集、高松・琴平とその周辺情報もブラッシュアップ！

- 商品名：『ことりっぷ香川小豆島・アートな島々』 -

)) 主な掲載内容 (( ※は画像を掲載したページ
小豆島
小豆島をさくっと紹介します
オリーブパークを散策 ※
癒やしの絶景ドライブ
レトロな島さんぽ ※
とっておきの島ごはん
海辺のカフェでほっこりタイム
オリーブアイランドで見つけたアイテム
小豆島のとっておきみやげ
アートトリップ
ほっこりできる宿にお泊まり
島のギャラリーショップへ
直島・豊島アートな瀬戸内の島々
アートな瀬戸内の島々をさくっと紹介します
直島の美術館
直島・宮浦港周辺をのんびりさんぽ ※
直島・ほっこり島ごはんをいただきます
豊島・美しいアートを鑑賞
豊島・島時間が流れるカフェ
男木島、女木島の島アート
犬島の現代アート
海と田を眺める宿
高松・琴平と周辺の町
高松・琴平と周辺の町をさくっと紹介します
高松ベイエリアで瀬戸内さんぽ
北浜alleyでお買いもの
高松・特別名勝栗林公園へ
さぬきうどんを召し上がれ
うどんブームの火付け役の名店
かわいいおうどん、贅沢うどん ※
高松の名店案内
高松の建築＆アートなスポット
巨匠たちのミュージアムへ
ライフスタイルショップでお買いもの
メイド・イン香川のクラフトたち
高松のおいしいおみやげ
高松のカフェの魅惑のスイーツ
ロケーションカフェ
地元で愛されるご当地の味
瀬戸内の魚料理をいただきます
仏生山をおさんぽしましょう
こんぴらさんへ、しあわせ参り
門前町をそぞろ歩き
素朴な味わいのお菓子
瀬戸大橋周辺と四国水族館 ※ ほか

～週末に行く小さな贅沢、自分だけの旅～

)) 商品概要 ((
体裁・頁数：A5変型判、本体112頁
発売日 ： 2021年4月15日

全国の主要書店で販売
定価 ： 935円（本体850円＋税10%）
発売元 ：昭文社
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