★主催者の連絡先は本誌巻末に掲載しています｡開催情報の右端の番号と照し合せて連絡して下さい｡
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体

■東京都

東東東東 京都

10時～16時 約80店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持
受付
雨天中止 JR浜松町駅よりﾓﾉﾚｰﾙで一駅｢天王洲ｱｲﾙ｣下車すぐ 郵船ﾋﾞﾙ前広場
有料 隣接して一坪ｼｮｯﾌﾟ｢ｽﾘﾌﾄ･ﾓｰﾙ｣も毎日ｵｰﾌﾟﾝ ｱｸｾｻﾘｰ､ｵﾓﾁｬがよく出る

1

青山ＣＩプラザ

★ 10時～16時 約50店 アマ2000円 手作り3000円 プロ5000円 手持出店
受付 雨天･強風中止 地下鉄｢青山1丁目｣駅徒歩5分 神宮外苑銀杏並木隣
有料 オフィスビルの広場にて 手作りのアクセサリーなどの出店者が多い

2

杉並 蚕糸の森公園

9時～15時 約100店 料金問合せ 会員制(年会費2000円) 手持 当日受付
プロ不可 雨天中止 丸の内線｢東高円寺｣駅1分 環状7号線･青梅街道交差地点
無し 雰囲気良く､毎回好評の会場 住宅街のなかにあり､年齢層は幅広い

3

～16日 南蒲田テクノポート

10時～15時 約120店 1500円～(広さで異なる) プロ可(同料金) 食品不可
当日受付(朝7時30分～) 京急｢蒲田｣駅より徒歩5分 大田区南蒲田2-16-1
有り ﾚｽﾄﾗﾝの入った大きなﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ 屋外開催
第一京浜道路沿い

6

杉並

★ 9時～15時 約70店 1000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
雨天中止 西武新宿線｢井荻｣駅より徒歩3分
無し
会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

7月15日 (土) 天王洲アイル

井草森公園

19

北千住イベント広場

★ 9時～15時 約70店 車出店2500円 手持1000円 会費2000円(2年間)
受付 雨天中止 JR｢北千住｣駅より徒歩5分 足立区千住1-4-18
プロ不可
元区役所跡地 会員はポイントにより出店が無料になる等の特典あり

19

富岡八幡宮

10時～日没
約100店 2000円～(広さによる) 非会員はプラス1500円 年会
費3000円･6000円 プロ可 食品不可
問合せ 雨天中止 東西線｢門前仲町｣
1日1000円 骨董出店あり
駅1番出口より永代通り沿を木場方面へ徒歩3分

21

足立 六木団地商店街

◎毎月第三土曜日開催 ★ 15時分～19時 約30店 1000円
受付 雨天中止 JR｢亀有｣駅から｢六木団地｣行きバス20分
出 無料 来 無し

73

ﾘｻｲｸﾙﾊｳｽ かざぐるま

◎6～10月の第2･3土曜日 10時～15時 約7店 無料 出店は18歳以上の
区内在住･在勤･在学者 プロ不可 往復葉書受付 詳細は毎月1日の区報参照
無し
荒天中止 地下鉄日比谷線｢築地｣駅徒歩10分 中央区明石町14-1

101

新宿中央公園

9時～15時 約100店 2000円(2×2ｍ) 登録料500円(年会費) プロ出店不可
FAX＆葉書受付 空きあれば当日受付可(アマのみ) 雨天中止
丸の内線｢都庁｣駅すぐ 付近 利用 ※違法駐車厳禁!

114

都立武蔵野公園

★ 10時～15時 約50店 会員制:正会員1500円(年会費3800円)
受付(八王子事務局)
準会員2500円(年会費300円) プロ不可
東八道路沿い 運転免許試験場隣
無料

132

足立東栗原団地公園

★ 9時～15時 約100店 2000円 車出店可
受付 雨天中止
千代田線｢綾瀬｣駅から東武バス｢一ツ家一丁目｣下車徒歩3分 一ツ家2-15
有り マンモス団地商店街前にある広い公園

263

田無神社境内

★ 8時～16時 約50店 手持1000円 車出店2500円(10台分) プロ2500円
受付(先着順･前日まで) 雨天中止
飲食物不可
西武線｢田無｣駅より徒歩5分 本町3-7-4 出 有料(制限有り) 来 無し

277

プロ不可

雨天中止

10時～16時 約700店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
受付･先着順 雨天中止 ゆりかも
会員4200円 お試し4700円 プロ8200円
め｢有明｣駅すぐ
1日1000円 入場料300円 ｺﾚｸﾀｰ的な出店多く若者率高い

1

10時～16時 約130店 会員2700円 お試し3200円 プロ不可 手持
受付
雨天中止 浅草駅すぐ 吾妻橋手前の川沿い､水上ﾊﾞｽ発着所前 隅田川を眺め
ながらﾋﾟｸﾆｯｸ気分で出店できる風流な会場 下町っぽくレトロな物多し

1

明治公園

★ 10時～16時 約400店 車出店:アマ3000円 手作り5000円 手持:アマ2000円
手作り3000円 プロ不可
受付 雨天中止 JR千駄ヶ谷駅より徒歩7分
家庭の不用品(服･雑貨等)が盛り沢山!1日中いても飽きないほど出店数が多い

2

大井競馬場

9時～15時 約700店 手持3000円 車出店4000円 会員制(年会費2000円)
プロ不可
受付 小雨決行 京急｢立会川｣駅徒歩10分 ﾓﾉﾚｰﾙ｢大井
競馬場｣駅3分 第一駐車場にて
有料(1日500円) 大規模な人気会場！

3

小金井公園

9時～15時 約150店 3000円 会員制(年会費2000円) お試し3500円
手持出店 プロ不可
受付 西武新宿線｢花小金井｣駅よりバス 五日市街道
沿い いこいの広場 有料 1時間200円 家族での出店が目立つ会場

3

京王八王子駅ビル屋上

11時～16時 約90店 2500円 プロ出店不可
受付
雨天時は7月22日に延期 京王線｢八王子｣駅すぐ
無し
駅から近く､人が多く集まる 出店者は20～30代が多い

8

八王子 みなみ野駅前広場

10時～15時 約80店 2000円 プロ出店可
受付 雨天決行
JR横浜線｢みなみ野｣駅前イベント広場
無料
新しくできた駅の前でのフリマ 屋根があるので雨でもＯＫ

9

亀戸中央公園

9時～15時 約70店 2000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
雨天中止 東武亀戸線｢亀戸水神｣駅より徒歩3分 江東区亀戸8丁目
無し 会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

原宿

10時～16時 約300店 2000円
受付 会費2000円(2年間) プロ不可
雨天中止 JR原宿駅､営団千代田線｢明治神宮｣駅より徒歩3分 NHKﾎｰﾙ隣
1500円(限定･先着順) 会員はポイントにより出店が無料になる特典あり

19

新宿中央公園

8時～16時 約200店 2000円(3×2ｍ)
＆当日受付(7時～10時)･予約優先
プロ不可 手持出店 雨天中止 ｢新宿｣駅西口徒歩8分 都庁前
水の広場にて
無し 付近有料 を利用

51

北区富士見橋エコー広場館

◎毎月第三＆第四日曜日 10時～14時 約30店 500円 プロ出店不可
受付･先着順 JR｢田端｣駅北口より徒歩8分 北区田端5－16－1
無し
出店者､来場者ともに主婦層と若者が半々くらい

96

7月16日 (日) 有明ジャンボＦＭ
浅草

8

受付

隅田公園

代々木公園

受付

■フリーマーケット開催スケジュールの右端(団体)に記されている番号と、フリーマーケットガイド本誌３４～３５ページの
「主催団体連絡先｣の番号を照らし合わせて、各主催団体にお問合せ下さい。

19

★本誌掲載のフリーマーケット開催情報の無断転写・複製は法律違反です。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

109

東京サマーランド

10時～15時 約300店 一般3000円 プロ5000円 車出店 出店は締切済
雨天中止 五日市線｢秋川｣駅よりﾊﾞｽ5分 八王子IC第2出口から7㎞
フリマ来場者は駐車料金､スプラッシュガーデンの入園料が無料に！

110

杉並 蚕糸の森公園

9時～15時 約100店 1000円(1.5×2ｍ) 登録料500円(年会費) 手持出店
プロ不可 FAX＆葉書受付 雨天中止 地下鉄丸の内線｢東高円寺｣駅徒歩1分
無し 車は持ちかえること

114

保谷市 文理台公園

★ 10時～15時 約80店 会員制:正会員1000円(年会費3800円) 準会員2000円
(年会費300円) プロ不可
受付(八王子事務局) 雨天中止
無料(市役所 利用)
西武池袋線｢保谷｣駅南口より徒歩8分 東町1丁目178-2

132

杉並

10時～14時 約60店 1000円 プロ不可 往復葉書受付(3日前まで)〒167-0021
杉並区井草2-22-11-101 荘司リュウ子宛 雨天中止 西武新宿線｢下井草｣駅
より徒歩10分 科学センター近く 杉並区清水3丁目 開催歴長く地域に密着

138

足立区リサイクルセンター

◎毎月第一＆第三日曜日 10時～15時 約10店 500円 出店は区内在住･
在勤者 プロ不可 ｾﾝﾀｰに備え付けの用紙で申込(無理なら でも) 雨天中止
無し 2階はﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ
東武線｢五反野｣駅より徒歩10分 中央本町2-9-1

156

立川市 諏訪の森公園

★ 10時～15時 約40店予定 2000円 プロ不可 会費等は一切不要 ｺﾋﾟｰ品
＆Fax受付 雨天中止 JR｢立川｣駅南口より徒歩15分
飲食物等の販売不可
柴崎町1-1-8
無し 周辺は立川中央病院､公民館､真如苑等 人通り多い

202

東久留米市役所

★ 10時～14時 約40店 1000円 出店は締切済 雨天中止
西武池袋線｢東久留米｣駅西口より徒歩5分 本町3－3－1 市民プラザにて
有料 東南アジア屋台も出店 5年前から毎月開催していて市民に定着

229

八王子

9時～15時 約150店 2000円 プロ出店不可
八王子駅南口よりバス13分｢富士森公園前｣下車

234

7月16日 (日) 目黒不動尊境内

妙正寺公園

富士森公園

受付 雨天中止
台町2-2
無料

足立区 古千谷会場

★ 9時～15時 約100店 車出店4000円 手持2000円 野菜の店等も出店可
(要問合せ)
受付 雨天翌週に延期 東武伊勢崎線｢竹の塚｣駅より東武バス
｢古千谷｣下車1分 ＊町内の方々のご協力で､活発な宣伝･募集を展開中！

263

ナムコＩＮＴＩ渋谷

■７月３０日も開催■ 13時～20時 約20店 4000円 食品不可
受付
雨天翌週に延期 JR｢渋谷｣駅より徒歩5分 渋谷区宇田川町31-2 BEAMﾋﾞﾙ
無し 小規模ながら､立地のよさからﾚｺｰﾄﾞ､古着､ｹﾞｰﾑ等よく売れます!

316

7月20日 (祝) 江東区

B＆Gｾﾝﾀｰ

10時～15時 約100店 1000円
･FAX･Eﾒｰﾙ受付･先着順 雨天中止 東西線｢門前
仲町｣駅より徒歩8分 B＆Gｾﾝﾀｰ内ﾃﾆｽｺｰﾄにて ｢海の日｣を記念して ｲﾍﾞﾝﾄも予定
問:B＆G東京海洋ｾﾝﾀｰ ０３－３６４３－３１２１･FAX０３－３６３０－２７２２

～21日 有明ｲｰｽﾄﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

15時～21時 約400店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持出店
受付･先着順 雨天中止 ゆりかもめ｢国際展示場正門前｣又は臨海副都心線
｢国際展示場駅｣すぐ 予約 1000円 遊歩道での｢夕涼みFM｣ ﾗｲﾄｱｯﾌﾟあり！

1

亀戸中央公園

9時～15時 約50店 3000円 お試し3500円 手持出店 プロ不可
当日受付 東武亀戸線｢亀戸水神｣駅より徒歩2分 江東区亀戸8丁目
緑のなかでのフリマ 値段も安く買物客にお勧め

3

目黒ふれあい橋

9時～15時 約50店 3000円 会員制(年会費2000円) プロ不可 当日受付
無し
雨天中止 JR山手線｢目黒｣駅徒歩10分 目黒2丁目 目黒区民ｾﾝﾀｰ前
食堂･ボーリング場･図書館･プールがある 出店は少ないが､ひそかな人気

3

多摩動物公園駅

10時～16時 約200店 一般:電車内2000円 ホーム3000円 プロ:駅前広場
受付 雨天中止 京王線｢多摩動物公園｣
5000円 会員制(年会費2000円)
駅下車すぐ 入場無料
1日1400円 当日､多摩動物公園がﾌﾘﾏ会場に変身!

3

蒲田西口ﾊﾞｰﾎﾞﾝﾛｰﾄﾞ

11時～17時 約50店 1500円 プロ可(同料金) 食品不可 当日受付
(朝11時～) 雨天中止 JR･東急｢蒲田｣駅西口より徒歩2分 商店街裏手の路地
ﾊﾞｰﾎﾞﾝ･ﾛｰﾄﾞにて 骨董＆リサイクルﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｢我楽多市｣ 毎月祝日に開催

6

国分寺 丸井屋上

10時30分～15時 約100店 2500円 手持出店 プロ出店不可
雨天時は10月23日に延期 JR｢国分寺｣駅ビル屋上
有料
駅からすぐなので車が無い人にもオススメ

8

新宿区

9時～15時 約60店 2000円 会費2000円(2年間) お試し3000円 プロ不可
受付 雨天中止 当日も可 JR｢新大久保｣駅より徒歩20分､東西線｢早稲田｣
若干有り 都営住宅､公団等多く人の集まる場所
駅より徒歩12分

19

中目黒 船入場

★ 9時～15時 約70店 2000円 会員制（会費:2年間2000円） 手持出店
プロ出店不可
受付･先着順 雨天中止 東横線｢中目黒｣駅より徒歩5分
無し 会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

19

ﾏﾙﾌｼﾞ

★ 10時～15時 約50店 会員制:正会員1500円(年会費3800円)準会員2500円
(年会費300円)プロ:3800円(年会費5000円)お試し4500円 車出店 食品不可
受付(八王子事務局) 雨天中止 八高線｢東福生｣駅下車すぐ
無料

132

大宮八幡宮

9時～15時 約50店 手持2000円 車出店3000円 プロ出店応相談
雨天中止 京王井の頭線｢西永福｣駅より徒歩2分
無し
杜の緑の参道が､フリーマーケット･ストリートに!

218

北千住イベント広場

★ 10時～15時 約100店 1000円
受付
JR･千代田線･東武線｢北千住｣駅西口より徒歩5分 足立区千住1-4-18
駅から近くて便利 フリマの開催が定着してきた会場

戸山公園

東福生店駐車場

東東東東 京都

9時～16時 約200店 手持2000円 車3000円 プロ4000円～
受付 入会金･
年会費無し 雨天中止 ｢目黒｣駅徒歩10分 下目黒3-20-26 来 無料 巨木
が多く夏でも涼しい 古民具大骨董市同時開催･出店者募集中▼く～ぽん有り

無し

受付

受付

263

7月21日 (金) ～22日 東京ｼﾃｨｴｱﾀｰﾐﾅﾙ

10時～16時 約50店 3000円 会員制(年会費2000円) 手持出店
プロ出店可 当日受付 地下鉄半蔵門線｢水天宮前｣駅出口1a目の前
2階ｲﾍﾞﾝﾄ広場にて
1日1000円 室内につき雨天決行

7月22日 (土) ～23日 三鷹市公会堂別館前

13時～20時 約60店 出店は締切済 小雨決行 JR｢三鷹｣駅南口よりバス｢市役所前｣
下車 公会堂別館前にて
無し なるべく公共の交通機関にてご来場ください
食器などの家庭雑貨や衣類が中心 問:三鷹商工会 ０４２２－４９－３１１１

■本誌掲載の開催情報を編集部の許可なく無断でコピーすることを固く禁じます。著作権法に違反することになります。
また、本誌掲載の開催情報を無断転載したり、無断再加工して他の媒体（インターネットのホームページなども含む)に掲載
することを固く禁じます。

3

9

★前月号掲載分の東京都のフリマの中止や変更を､開催スケジュールの下に掲載しています。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

東東東東 京都

1

～23日 明治公園

9時～15時 約500店 車出店4000円 手持3000円 会員制(年会費2000円)
お試し:車出店4500円 手持3500円 プロ不可 往復葉書受付 葉書の書き方
はFAXｻｰﾋﾞｽで確認を ｢千駄ヶ谷｣駅徒歩7分
無し 知名度NO.1のBIGﾌﾘﾏ

3

～23日 木場公園

9時～15時 約150店 3000円 会員制(年会費2000円) お試し3500円
受付 東西線｢木場｣駅徒歩10分 南駐車場にて
手持出店 プロ不可
下町感覚で安い 開催歴が長く、出店者も多い

3

～23日 南蒲田テクノポート

10時～15時 約120店 1500円～(広さで異なる) プロ可(同料金) 食品不可
当日受付(朝7時30分～) 京急｢蒲田｣駅より徒歩5分 大田区南蒲田2-16-1
有り ﾚｽﾄﾗﾝの入った大きなﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ 屋外開催
第一京浜道路沿い

6

～23日 調布駅南口前広場

10時～15時 約120店 1000円 出店は18才以上の市内在住者のみ プロ不可
毎月20日号の市報に掲載後､往復葉書受付･25日消印有効(20日以前の申込は無
無し 運営のお手伝いを募集中
効となるので注意!) 雨天中止

102

～23日 北千住イベント広場

9時～15時 約150店 手持出店(1.5×2ｍ)1000円 車出店(2.5×6ｍ･小型車
に限る)2000円 プロ出店不可 ｢北千住｣駅より徒歩5分 足立区千住1-4-18
フリマの開催が定着した会場 車ごと出店がでるので人気高い

114

namcoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ調布店

★ 10時～15時 約50店 会員制:正会員1200円(年会費3800円)準会員2200円
受付(八王子
(年会費300円)ﾌﾟﾛ:3800円(年会費5000円)お試し4500円 手持
事務局) 雨天中止 出 1区画1台分･来 無料 京王線｢柴崎｣駅より徒歩5分

132

足立東栗原団地公園

★ 9時～15時 約100店 2000円 車出店可
受付 雨天中止
千代田線｢綾瀬｣駅から東武バス｢一ツ家一丁目｣下車徒歩3分 一ツ家2-15
有り マンモス団地商店街前にある広い公園

263

東大和市 清水神社

★ 9時～15時 30店 手持1000円 車出店(10台分)1500円食品不可
受付 空きがあれば当日受付可 雨天中止 西武多摩湖線｢武蔵大和｣駅より
無し
徒歩5分神社の広場にて 東大和市清水3-855

317

7月22日 (土) 江戸川区

船堀駅前

7月23日 (日) 武蔵野クリーンセンター

10

団体

10時～17時 約80店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 都営地下鉄新宿線｢船堀｣駅南口すぐ TOKIﾋﾞﾙ広場にて
出店者には駐車､買物割引券を配布 駅前なので通行人自体が多い ｱｸｾｽ良し

9時～12時 約60店 無料 出店は締切済 雨天中止 JR｢三鷹｣駅北口よりバス10分
｢市役所前｣下車すぐ 緑町3-1-2 来場者用 無し 年4回開催 出店も大人気のﾌﾘﾏ
問：ごみ総合対策室 ０４２－２６０－１８４３

立川競輪場

10時～14時 約86店 出店は締切済 雨天決行(屋根有り)
JR｢立川｣駅北口より徒歩15分 曙町3-32-5 来場者用 無し※来場は自転車か歩きで!
問：女性総合センター ０４２－５２８－６８０１

有明ジャンボＦＭ

10時～16時 約700店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
受付･先着順 雨天中止 ゆりかも
会員4200円 お試し4700円 プロ8200円
め｢有明｣駅すぐ
1日1000円 入場料300円 ｺﾚｸﾀｰ的な出店多く若者率高い

1

中野坂上パオ

10時～16時 約200店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持
受付
無し ﾋﾟｶﾋﾟｶの駅前ビル
雨天中止 丸の内線･都営12号線｢中野坂上｣駅前
のﾀｲﾙ敷きの広場にて 城西･城北地域の中心会場 カフェや飲食店も充実

1

錦糸町

10時～16時 約150店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
無し
往復葉書受付･抽選 雨天中止 JR錦糸町駅北口徒歩3分 ﾛｯﾃ会館裏
車での来場不可 開催歴長く人気! 下町ﾌﾘﾏのメッカ 来場者の年齢層は高め

1

墨田区 リバーピア吾妻橋

10時～16時 約70店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持
受付
無し 吾妻橋を渡ってｱｻﾋﾋﾞｰﾙと区役所の横
雨天中止 浅草駅より徒歩3分
公団住宅前三角広場にて 第二日曜は午後から大道芸や寄席もあり､楽しめる

1

錦糸町丸井屋上

10時30分～15時 約80店 2500円 手持出店 プロ出店不可
受付
無し
雨天時は7月29日に延期 JR｢錦糸町｣駅南口より徒歩2分
駅前なので､アクセス抜群の会場 20～30代の女性の出店が多い

7

京王多摩センター北口広場

10時～15時 約100店 2500円 手持出店 プロ出店不可
受付
雨天決行 京王線･小田急線｢多摩センター｣駅の高架下 京王クラウン街
付近有料 駅からすぐなので､車の無い人にもオススメ

8

八王子

10時～15時 約150店 2000円 プロ出店可 手持出店
受付＆空きがあれ
ば当日受付も 雨天中止 八王子駅南口よりバス15分｢富士森公園前｣下車
無料 家族連れにオススメ

9

北区 中央公園

★ 9時～16時 約80店 2000円 手持出店 区民優先
完全予約制(24時間留守録OK) 雨天時は翌週 JR埼京線｢王子｣駅より
徒歩8分 中央公園内多目的広場 人の集まりの多い所
▼く～ぽん有り

17

夢の島公園

9時～15時 約50店 2000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
受付
雨天中止 京葉線｢新木場｣駅より徒歩10分 江東区夢の島3-2
有料
会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

19

府中市

野川公園

9時～15時 約60店 2000円 会費2000円(2年間) お試し3000円 プロ不可
受付･当日可 雨天中止 西武多摩川線｢新小金井｣駅または｢多摩墓地前｣
駅より徒歩15分
有料 会員はポイントにより出店が無料になる特典あり

19

板橋区

浮間公園

9時～15時 約60店 2000円 会費2000円(2年間) お試し3000円
受付･当日可 雨天中止 JR埼京線｢浮間舟渡｣駅すぐ
無し
会員はポイントをためると出店が無料になる特典あり

19

錦糸公園

富士森公園

六木団地ﾊﾞｽ停前公園

★ 9時～15時 約60店 1000円 手持出店 プロ不可
JR｢亀有｣駅より六木団地行きバスにて約20分
500円
団地内にある六木公園でのフリーマーケット

北区富士見橋エコー広場館

◎毎月第三＆第四日曜日 10時～14時 約30店 500円 プロ出店不可
受付･先着順 JR｢田端｣駅北口より徒歩8分 北区田端5－16－1
無し
出店者､来場者ともに主婦層と若者が半々くらい

都立

★ 10時～15時 約200店 会費制:正会員1500円(年会費3800円) 準会員2500円
(年会費300円) プロ不可
受付(神奈川事務局) 雨天中止 JR中央線｢武蔵
小金井｣駅からバス｢小金井公園前｣下車 憩いの広場にて 隣接 1時間200円

小金井公園

●前月号掲載分の東京都のフリマ中止＆変更情報●
○本誌掲載団体番号234番主催の7月20日八王子そごうデパートは主催者の都合により中止となりました。
○本誌掲載団体番号310番主催の7月16日と8月20日の錦糸堀公園は主催者の都合により中止となりました。

受付

プロ不可

雨天中止

75
96
132

★前月号掲載分の東京都のフリマの中止や変更を､開催スケジュールの下に掲載しています。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

133

足立 西新井 諏訪木西公園

★ 10時～14時30分 約60店 1000円 手持出店 プロ出店不可
受付
雨天時は翌週 東武伊勢崎線｢西新井｣駅西口から東武バス竹ノ塚車庫行き
｢西新井消防署前｣下車徒歩1分 西新井4-38-1 出 無料(要予約) 来 無し

171

三多摩食品市場前

★ 10時～15時 約60店予定 2000円 プロ不可 会費等は不要 車出店･手持可
&FAX受付 雨天中止 車にて五日市街道を立川方面より福生方面へ､天王橋
を左折して約2kmの三多摩市場交差点の左かど 昭島市武蔵野3-5-1
無料

202

荒川公園

9時～15時 約100店 詳細はお問合せを
＆FAX受付 常磐線｢三河島｣駅よ
り徒歩10分 都電三ノ輪線｢荒川区役所前｣駅すぐ 区役所前の公園
無し

212

千住神社ゑびす市

9時～16時 約40店 一般1500円 プロ2500円
受付･先着順 雨天中止
JR｢北千住｣駅より徒歩10分 足立区千住宮元町24-1 出店者 1日1000円
来場者 無し 出店者に神主さんが無料でお祓いをしてくれます！

315

メッセ昭島

10時～16時 約100店 手持1000円 車出店2000円 プロ出店可
＆FAX＆
当日受付 雨天中止 JR青梅線｢昭島｣より徒歩5分 昭島市つつじが丘2-8-55
有り 団地が隣接しているので人出が多い マンガのイベント同時開催!

319

7月23日 (日) 福生市ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

駐車場

7月24日 (月) ～28日 北千住イベント広場

9時～15時 約100店 手持3000円 車出店4000円 会員制(年会費2000円)
当日受付 雨天中止 JR北千住駅徒歩5分 旧足立区役所跡地 千住1-4-18
有料(30台) 商店街の近くで人出多い フリマの開催が定着した場所

3

7月25日 (火) ～26日 小金井北口商店街

17時～20時 約30店 無料 プロ可
受付 雨天中止
JR中央線｢武蔵小金井｣駅北口より3分の仲通り商店街にて 周辺 有料
ﾌﾘﾏ出店以外も可(マッサージ等) 机貸し出し 夕焼けこみちフェスタ2000

278

7月27日 (木) 小金井市 上之原会館

◎毎月第三木曜日 10時～11時30分 約50店 200円 出店は市内在住者
プロ不可 当日受付(9時30分～) 屋内開催 中央線｢武蔵小金井｣駅北口徒歩
無し 車での来場不可 平日だが近所の主婦がよく来る
10分 本町5-6-19

～28日 足立東栗原団地公園

★ 16時～21時(予定) 約100店 2000円 車出店可
受付 雨天中止
千代田線｢綾瀬｣駅から東武バス｢一ツ家一丁目｣下車徒歩3分 一ツ家2-15
有り マンモス団地商店街前にある広い公園
10時30分～14時 約23店 出店は締切済 JR･地下鉄｢四谷｣駅より徒歩5分
問:コミニティ振興公社 ０３－５２７５－０１２３

7月28日 (金) 東郷公園
～30日 成増 ｱｸﾄｲﾍﾞﾝﾄ広場

★ 10時～16時 約70店 一般2000円 プロ5000円 手持
受付 雨天中止
東武東上線｢成増｣駅北側出口より30秒 西友ｽﾄｱ3F入口前 板橋区成増3-11-3
ｱｸﾄ3Fｲﾍﾞﾝﾄ広場
有料 駅のすぐ前で､帰り道のｻﾗﾘｰﾏﾝや学生で賑わう

富岡八幡宮

10時～日没
約100店 2000円～(広さによる) 非会員はプラス1500円 年会
問合せ 雨天中止 東西線｢門前仲町｣
費3000円･6000円 プロ可 食品不可
駅1番出口より永代通り沿を木場方面へ徒歩3分
1日1000円 骨董出店あり

7月29日 (土) 三田納涼カーニバル

93

17時30分～21時 約40店 2000円 プロ出店不可
雨天中止 JR｢田町｣駅より徒歩10分 慶応大学前
問:クロワッサン ０３－３４５１－０５５５

食品不可
無し

263
無し

5
21

出店は締切済

品川区 宮前小学校 校庭

14時～17時30分 約20店 申込は締切済 雨天決行東急大井町線｢戸越公園｣駅より
無し 区民まつりでの親子フリマ 模擬店や盆踊り等のイベントも有り
徒歩8分
問：荏原第三出張所 ０３－３７８３－２０００

～30日 府中グリーンプラザ

12時30分～16時30分 約19店 1000円 出店は締切済 詳細は市報に掲載
無し ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞﾌｪｱ
屋内開催 ｢府中｣駅北口すぐ
子供向け映画上映､野菜販売等の催し 問:ﾘｻｲｸﾙ課 ０４２－３３５－４４３７

お台場ﾌｼﾞTV｢ﾛﾝﾄﾞﾝﾌﾞｰﾂ｣FM

12時～16時 約150店 会員2700円 お試し3200円 中古ﾌﾟﾛ4200円 新品ﾌﾟﾛ不可
受付 雨天決行 ゆりかもめ｢台場｣駅すぐ ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ本社大階段にて 周辺
有料 ﾀﾚﾝﾄ｢ﾛﾝﾄﾞﾝﾌﾞｰﾂ1号2号｣の番組連動企画 ﾃﾚﾋﾞ告知で来場者数期待大!

1

～30日 南蒲田テクノポート

10時～15時 約120店 1500円～(広さで異なる) プロ可(同料金) 食品不可
当日受付(朝7時30分～) 京急｢蒲田｣駅より徒歩5分 大田区南蒲田2-16-1
第一京浜道路沿い
有り ﾚｽﾄﾗﾝの入った大きなﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ 屋外開催

6

～30日 品川区

10時～16時 約35店 車出店3000円 手持2000円 プロ可(同料金)
＆FAX受付
雨天中止 東急大井町線｢荏原町｣駅前 旗の台3-6-18
1台1000円
出店は骨董品が多く、衣類が少ない 七福神の恵比寿様がまつられている

15

～30日 北千住イベント広場

★ 9時～15時 約70店 車出店2500円 手持1000円 会費2000円(2年間)
プロ不可
受付 雨天中止 JR｢北千住｣駅より徒歩5分 足立区千住1-4-18
元区役所跡地 会員はポイントにより出店が無料になる等の特典あり

19

～30日 墨田区

8時～15時 約200店 6000円(2日間）登録会員は3000円(2日間)
受付･先着順
7月20日締切 プロ不可 東武線東向島･鐘ヶ淵駅より徒歩10分 公園内ふれあい
広場 周辺 有料 車での来場不可 会員登録は随時受付け中

131

namcoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ調布店

★ 10時～15時 約50店 会員制:正会員1200円(年会費3800円)準会員2200円
(年会費300円)ﾌﾟﾛ:3800円(年会費5000円)お試し4500円 手持
受付(八王子
事務局) 雨天中止 出 1区画1台分･来 無料 京王線｢柴崎｣駅より徒歩5分

132

～30日 大森ベルポート

★ 10時～16時 約80店 3000円 プロ出店は問合せ 手持
&FAX受付 小雨決行
JR｢大森駅｣京急｢大森海岸駅｣徒歩2分 品川区南大井6-26-2 南側正面入口広場
1日1500円 1階にﾚｽﾄﾗﾝがあり､撮影にもよく使われるきれいなﾋﾞﾙ

181

テクノプラザ葛飾

★ 17時30分～21時30分 約60店 3000円 手持 プロ可(同料金)
受付
雨天決行(屋内) 京成線｢青戸｣駅より徒歩12分
有料 ﾃｰﾌﾞﾙ･椅子等無料で
貸出し 搬入も簡単にでき､今までのフリマとは一味ちがう!一度お試しあれ!

263

法蓮寺

東白鬚公園

7月30日 (日) 東村山中央公園

10時～15時 約100店 1000円 出店は締切済 雨天中止
西武線｢八坂｣駅より徒歩5分 富士見町 出･ 無料 来･ 無し
イベント多数あり 問:東村山青年会議所 ０４２－３９１－７４９０

●前月号掲載分の東京都のフリマ中止＆変更情報●
○本誌掲載団体番号303番主催の7月22日23日と8月19日20日の烏山区民センターは主催者の都合で中止となりました。
○本誌掲載団体番号114番主催の7月16日の杉並井草森公園は杉並蚕糸の森公園の誤りでした。お詫びして訂正致します。

11

東東東東 京都

★ 10時～15時30分 50店 会員制:正会員1500円(年会費3800円)
＆FAX受付 雨天中止
準会員2500円(年会費300円) 手持出店 プロ不可
JR｢拝島｣駅より徒歩16分 五日市街道沿い
無料
▼く～ぽん有り

★ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞでは年間購読者と特別会員を大募集しています。詳細は本誌裏表紙でご確認を!
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体

東東東東 京都

10時～16時 約300店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持出店
受付･先着順 雨天中止 新宿駅西口徒歩5分 青梅街道沿い 新宿警察署の
手前 ｱｸｾｽ､規模､商品の質やﾊﾞﾗｴﾃｨ等､総合的にみて魅力ある会場のひとつ

1

品川インターシティ

10時～16時 150店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円
受付 雨天決行(半屋内) JR｢品川｣駅港南口から直通、陽射しの注ぐ
有料
アトリウム＆ガレリアにて

1

らくとく市ｉｎﾒｯｾ昭島

9時～16時 約300店 手持(ﾎｰﾙ内):3000円 新品ﾌﾟﾛ5000円 車出店(屋外):
受付 雨天:手持のみ開催
4000円 新品ﾌﾟﾛ6000円 会員制(年会費2000円)
車出店(屋外)は中止 JR｢昭島｣駅徒歩5分
有料 入場料100円 Ｃﾎｰﾙにて

3

永山ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ

★ 10時～16時 約130店 一般2000円 プロ5000円 手持出店
受付
雨天中止 小田急多摩線･京王相模原線｢永山｣駅前 多摩市永山1-3-4
有料 地域密着型フリマ 只今人気急上昇中！ 沿線名物

5

八王子

8時30分～15時 約70店 2000円 プロ出店可
受付
留守番電話にﾒｯｾｰｼﾞをいれておくと折り返しかかってくる
無し
京王線｢北野｣駅より徒歩15分 八王子青果市場裏

9

7月30日 (日) 新宿野村ビル

北野公園

雨天中止

★ 10時～15時 約150店 会員制:正会員1000円(年会費3800円)準会員2000円
(年会費300円) プロ不可
＆FAX受付 雨天中止 JR五日市線｢秋川｣駅より
▼く～ぽん有り
徒歩10分 五日市街道沿い 市民体育館隣 無料 有り

133

★ 10時～14時 約50店 1000円 プロ不可 会費等は不要
＆FAX受付
雨天中止 ｢立川｣駅北口より村山団地行きﾊﾞｽ20分｢団地中央｣下車
無料 都営村山団地に隣接､比較的高齢者の来場が多い
緑が丘2542番地

202

富士森公園浅間神社

9時～15時 約50店 2000円 車出店可 プロ出店可
受付 雨天中止
｢八王子｣駅南口よりバス13分｢富士森公園前｣下車 台町2-2
無料
公園内にある神社の境内にて 別の日に骨董市が開催されている会場

234

中央卸売市場足立市場内

★ 9時～14時 約250店 車出店2500円～5000円 手持1500円
受付
雨天翌週に延期 京成電鉄｢千住大橋｣駅より徒歩3分 国道4号沿い
有り
足立区と荒川区の境にあり人通りも多い 立地条件も抜群！

263

多摩テック

9時～17時 約120店 一般3000円 プロ3500円 車出店
受付(当日まで)
雨天中止 京王線｢多摩動物園｣前より徒歩8分 日野市程久保5-22-1 出 無料
来 有料 私共のﾁﾗｼ(会場名ある広報や雑誌)を持参すると入場料が割引きに

287

8月 4日 (金) 北千住イベント広場

★ 9時～16時 約80店 手持:区民2000円 17歳以下1000円(親の承諾書要)
車出店:区民2500円～3500円 一般500円増
受付(24時間留守録OK)･当日可
有料 ▼く～ぽん有り
プロ応相談 雨天中止 JR｢北千住｣駅より徒歩6分

17

8月 5日 (土) 福生市 栄町通り

13時～21時 約150店 出店は締切済 雨天中止
来場者用無料 有り 七夕まつりでのフリマ
問：経済課 ０４２－５５１－１５１１

都立

あきる台公園

武蔵村山市

12

大南公園

福生駅より徒歩5分

北区豊島いなり通り商店会

15時～19時 約18店 無料 出店は締切済 雨天中止
JR･地下鉄南北線｢王子｣駅徒歩10分 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾛｰﾄﾞにて 豊島1･2丁目
｢きつね夏まつり｣でのフリマ 問:長岡佑一 ０３－３９１１－０７７５

杉並区

6時～15時 約5店 手持出店のみ:一般1000円 プロ7000円(駐車場料金込み)
受付 空きがあれば当日も可 小雨決行 JR中央線｢阿佐ヶ谷｣駅北口より徒歩1分
出 有料1000円 来 無し 問:砂川 ０９０－３２１６－１９７３

神明宮境内

国立市 一ツ橋大学通り

10時～15時 約70店 1000円 市内在住･在勤･在学者 7月21日市民総合体育館にて
受付･先着順 雨天翌日 ｢国立｣駅南口より徒歩5分 一ツ橋通りの緑地帯にて
来 無し 恒例のｶﾞﾚｰｼﾞｾｰﾙ 問:消費者団体連絡会事務局 ０４２－５７６－２１１１

千代田区 いきいきプラザ

11時～15時 約30店 500円 出店は締切済 詳細は区報を参照 屋内開催
無し 特養ﾎｰﾑ地下1階ｶｽｹｰﾄﾞﾎｰﾙにて
｢半蔵門｣駅徒歩5分 一番町12
問:環境･ﾘｻｲｸﾙ係 ０３－３２６４－０１５１

高田馬場

10時～16時 約120店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 高田馬場駅戸山口より山手線沿い大久保方面へ徒歩5分
戸山公園と間違えやすいので気を付けて 山手線から見える公園
無し

1

～6日 新宿パークタワー

10時～16時 約120店 会員2700円 お試し3200円 手持出店(2×2ｍ)
プロ出店不可
受付 雨天決行 新宿駅西口より徒歩12分
都庁並び､東京ｶﾞｽ本社ﾋﾞﾙの地下1階ｼｮｯﾌﾟ街｢ｱﾍﾞﾆｭｰ通り｣にて ｴｱｺﾝあり!

1

～6日 有明ｲｰｽﾄﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

15時～21時 約400店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持出店
受付･先着順 雨天中止 ゆりかもめ｢国際展示場正門前｣又は臨海副都心線
｢国際展示場駅｣すぐ 予約 1000円 遊歩道での｢夕涼みFM｣ ﾗｲﾄｱｯﾌﾟあり！

1

～6日 原宿

10時～16時 約800店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 JR｢原宿｣駅より徒歩5分 NHKﾎｰﾙ隣
無し ｱｰﾄ解放区･
衣類回収あり 場所がら､流行物多い 朝早くから夕方まで人出が途切れない

1

青山ＣＩプラザ

★ 10時～16時 約50店 アマ2000円 手作り3000円 プロ5000円 手持出店
受付 雨天･強風中止 地下鉄｢青山1丁目｣駅徒歩5分 神宮外苑銀杏並木隣
有料 オフィスビルの広場にて 手作りのアクセサリーなどの出店者が多い

2

～6日 明治公園

9時～15時 約500店 車出店4000円 手持3000円 会員制(年会費2000円)
お試し:車出店4500円 手持3500円 プロ不可 往復葉書受付 葉書の書き方
はFAXｻｰﾋﾞｽで確認を ｢千駄ヶ谷｣駅徒歩7分
無し 知名度NO.1のBIGﾌﾘﾏ

3

～6日 南蒲田テクノポート

10時～15時 約120店 1500円～(広さで異なる) プロ可(同料金) 食品不可
当日受付(朝7時30分～) 京急｢蒲田｣駅より徒歩5分 大田区南蒲田2-16-1
第一京浜道路沿い
有り ﾚｽﾄﾗﾝの入った大きなﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ 屋外開催

6

～6日 北千住イベント広場

★ 9時～15時 約70店 車出店2500円 手持1000円 会費2000円(2年間)
プロ不可
受付 雨天中止 JR｢北千住｣駅より徒歩5分 足立区千住1-4-18
元区役所跡地 会員はポイントにより出店が無料になる等の特典あり

19

三鷹ボランティアセンター

(予定) 8時～20時 約20店 500円 プロ不可 1週間前から 受付(初回は
ｾﾝﾀｰで登録) 雨天中止 ｢三鷹｣駅よりバス10分｢三鷹警察｣下車3分
無し
上連雀8-3-10 10年以上開催しており地域に定着 今回は納涼まつり同時開催

23

西戸山公園

代々木公園

■フリーマーケットガイドの購読システムが変更になりました。詳細は本誌の裏表紙を参照してください。
フリーマーケットのヘビーユーザー向けの特別会員制度もできました！ 特にプロ出店の方は、特別会員制度の目玉企画
「イベント＆お祭りフリマ出店先取り口コミ情報」がオススメです。特別会員制度についてのお問合せは編集部まで。

★一部の大型書店や大手スーパーでフリーマーケットガイドの購入が可能になりました！
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
受付

団体

63

新宿中央公園

9時～15時 約100店 2000円(2×2ｍ) 登録料500円(年会費) プロ出店不可
FAX＆葉書受付 空きあれば当日受付可(アマのみ) 雨天中止
丸の内線｢都庁｣駅すぐ 付近 利用 ※違法駐車厳禁!

114

中野リサイクルセンター

10時～14時 約19店 無料 都内在住･在勤 プロ不可 葉書を持参しﾘｻｲｸﾙ
ｾﾝﾀｰで申込(前月開催日の翌日から1週間受付･月曜日は休み) 雨天時屋内開催
西武新宿線｢新井薬師前｣駅より徒歩3分 中野区松ヶ岡1-6-3
無し

130

namcoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ調布店

★ 10時～15時 約50店 会員制:正会員1200円(年会費3800円)準会員2200円
(年会費300円)ﾌﾟﾛ:3800円(年会費5000円)お試し4500円 手持
受付(八王子
事務局) 雨天中止 出 1区画1台分･来 無料 京王線｢柴崎｣駅より徒歩5分

132

杉並 蚕糸の森公園

★ 9時～15時 約100店 1000円（2.5×2ｍ） プロ出店不可
＆当日受付
無し 出店料は障害者の
雨天中止 丸の内線｢東高円寺｣駅より徒歩1分
作業場等に寄付 駅の真上で便利 大通りに面している小ぢんまりとした公園

154

★ 10時～15時 約30店予定 2000円 手持出店 プロ不可 会費等一切不要
コピー品､タバコ､飲食物､違法品等の販売は不可
受付 雨天中止 JR｢立川｣
無し 中心街で人通り多く人気
駅北口より徒歩5分 多摩信本店横

202

八王子 船森公園

9時～15時 約30店 2000円(2×3ｍ) 手持出店 プロ出店不可
受付
無し
雨天中止 京王線｢京王八王子｣駅前
駅前のオフィスビルに囲まれたオアシス公園でのフリマ
▼く～ぽん有り

218

東久留米駅前バザール

★ 17時～21時 約30店 1000円 プロ不可 FAX受付 雨天中止 西武池袋線
｢東久留米｣駅北口すぐ 北口駅前商店街＆ｴﾝｾﾞﾙｽﾄﾘｰﾄ 出 無料 来 無し
商店街の活性化を目的とするｲﾍﾞﾝﾄの一環 今回はナイトバザール

229

足立東栗原団地公園

★ 9時～15時 約100店 2000円 車出店可
受付 雨天中止
千代田線｢綾瀬｣駅から東武バス｢一ツ家一丁目｣下車徒歩3分 一ツ家2-15
有り マンモス団地商店街前にある広い公園

263

～6日 立川

憩いの場

8月 6日 (日) 品川 ゆたか商店会通り

12時～17時 約40店 無料 プロ出店不可 飲食物や生き物不可
受付 雨天中止
大井町線｢戸越公園｣駅すぐ
無し やきそば､焼きもちなど商店街の模擬店あり
問：花吉 ０３－３７８１－８７８３

新宿野村ビル

10時～16時 約300店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持出店
受付･先着順 雨天中止 新宿駅西口徒歩5分 青梅街道沿い 新宿警察署の
手前 ｱｸｾｽ､規模､商品の質やﾊﾞﾗｴﾃｨ等､総合的にみて魅力ある会場のひとつ

1

新宿中央公園

10時～16時 約250店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 新宿駅西口より徒歩8分 都庁奥、水の広場にて
無し
フリマ会場として定着している感じ 新宿フリマのハシゴがオススメ

1

夢の島公園

◎毎月第一日曜日 9時～15時 約50店 手持出店3000円 会員制(年会費
2000円) お試し3500円 プロ不可 当日受付 京葉線｢新木場｣駅徒歩10分
江東区夢の島3-2 有料 1時間200円 植物館通りでの開催で人通りが多い

3

杉並 蚕糸の森公園

9時～15時 約100店 料金問合せ 会員制(年会費2000円) 手持 当日受付
プロ不可 雨天中止 丸の内線｢東高円寺｣駅1分 環状7号線･青梅街道交差地点
無し 雰囲気良く､毎回好評の会場 住宅街のなかにあり､年齢層は幅広い

3

らくとく市ｉｎﾒｯｾ昭島

9時～16時 約300店 手持(ﾎｰﾙ内):3000円 新品ﾌﾟﾛ5000円 車出店(屋外):
受付 雨天:手持のみ決行
4000円 新品ﾌﾟﾛ6000円 会員制(年会費2000円)
車出店(屋外)は中止 JR｢昭島｣駅徒歩5分
有料 入場料100円 Ｃﾎｰﾙにて

3

赤羽公園

★ 10時～15時 約80店 2000円 出店は北区在住者のみ プロ出店不可
搬入の際に車を使用しない人優先 往復葉書受付･抽選(7月21日必着) 雨天中止
無し 路上駐車厳禁! 家庭用品が安い!!
JR｢赤羽｣駅東口より徒歩5分 西友隣

4

木場公園

9時～15時 約70店 2000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
雨天中止 地下鉄東西線｢木場｣駅より徒歩10分 江東区平野4-6-1
会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

受付
有料

19

小金井公園

9時～15時 約100店 2000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
雨天中止 JR中央線｢武蔵小金井｣駅からバス｢小金井公園前｣下車
会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

受付
有料

19

六木団地ﾊﾞｽ停前公園

★ 9時～15時 約60店 1000円 手持出店 プロ不可
JR｢亀有｣駅より六木団地行きバスにて約20分
500円
団地内にある六木公園でのフリーマーケット

田無市役所

9時～12時 約50店 無料 市内在住･在勤 手作り食品や生物不可 雨天決行
(屋根無し) 直接窓口にて申込み(一ヶ月前から 定員になり次第締切) 西武
新宿線｢田無｣駅南口より徒歩2分
無し 粗大リサイクル品無料抽選あり

墨田区

市民広場

東白鬚公園

8時～15時 約200店 3000円 登録会員は無料
東武線｢東向島｣｢鐘ヶ淵｣駅より徒歩10分 周辺
産直販売あり 会員登録は随時受付中

受付

雨天中止

受付･先着順 プロ不可
有料 車での来場は不可

75
89
131

立川市 諏訪の森公園

★ 10時～15時 約60店 会員制:正会員1000円(年会費3800円) 準会員2000円
(年会費300円) 食品･手作り品が全体の1/3以上は1000円増し(新品のみの出店
は不可)
＆FAX受付 JR｢立川｣駅南口より徒歩8分
▼く～ぽん有り

133

八王子市 北野公園

★ 9時～15時 約50店 2000円 手持出店 プロ出店不可
京王線｢北野｣駅より徒歩15分 八王子総合卸売センター裏
広いスペースで､のんびりとフリマを楽しみましょう!

218

足立区 古千谷会場

★ 9時～15時 約100店 車出店4000円 手持2000円 野菜の店等も出店可
(要問合せ)
受付 雨天翌週に延期 東武伊勢崎線｢竹の塚｣駅より東武バス
｢古千谷｣下車1分 ＊町内の方々のご協力で､活発な宣伝･募集を展開中！

263

杉並区 浜田山公園

10時～15時 約30店 1000円 初回登録料500円
雨天中止 井の頭線｢浜田山｣駅前 浜田山2-17

278

手持出店

受付 雨天中止
無し
▼く～ぽん有り

受付

■これまで皆様にご利用頂いておりました新着フリマ情報のFAXBOXサービスは、5月15日をもちまして終了いたしました。
新着情報は、年間購読者へのはさみ込みの特典に変更となります。
新着情報以外のFAXBOXサービスは引続きご利用頂けます。

13

東東東東 京都

8月 5日 (土) 平和島ミハラ通り商店街

★ 10時～16時 約100店 1500円 プロ出店可 食品可(ﾅﾏﾓﾉ不可)
無し
雨天中止 京急｢平和島｣駅より徒歩3分
商店街ｶﾞﾚｰｼﾞｾｰﾙと合同開催!今回初の試みです!

★データ欄に星印のついているフリーマーケットは、会場の本部で本誌の購入が可能です。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

東東東東 京都

3

★ 10時～16時 約120店 一般2000円 プロ5000円 手持 雨天中止
地下鉄｢表参道｣駅徒歩3分 渋谷区神宮前5-52-2 ｢こどもの城｣並び
ブランドの掘り出し物をさがすなら、ここで決まり！

受付
有料

5

～13日 大森入新井公園

10時～15時 約50店 1500円～(広さで異なる) プロ可(同料金) 手持出店
当日受付(朝７時30分～) 雨天中止 JR｢大森｣駅東口3分 京急｢大森海岸｣駅
4分 NTT裏 大森北1丁目 通称｢三角公園｣
有り ﾏﾝｼｮﾝに囲まれた公園

6

北千住イベント広場

★ 9時～15時 約70店 車出店2500円 手持1000円 会費2000円(2年間)
プロ不可
受付 雨天中止 JR｢北千住｣駅より徒歩5分 足立区千住1-4-18
元区役所跡地 会員はポイントにより出店が無料になる等の特典あり

19

港区

◎毎月第二土曜日 10時～13時 約30店 無料 プロ不可 雨天決行(屋根付)
往復葉書受付(希望日､出店内容明記･前月20日締切)〒105-8511港区役所ﾘｻｲｸﾙ
推進係宛 日比谷線｢神谷町｣駅徒歩5分 虎ﾉ門3-6-9 旧鞆絵小学校 出 無料

90

8月12日 (土) ～13日 京王高井戸駅前
～13日 青山

オーバルビル

エコプラザ

ﾘｻｲｸﾙﾊｳｽ かざぐるま

◎6～10月の第2･3土曜日 10時～15時 約7店 無料 出店は18歳以上の
区内在住･在勤･在学者 プロ不可 往復葉書受付 詳細は毎月1日の区報参照
無し
荒天中止 地下鉄日比谷線｢築地｣駅徒歩10分 中央区明石町14-1

101

namcoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ調布店

★ 10時～15時 約50店 会員制:正会員1200円(年会費3800円)準会員2200円
受付(八王子
(年会費300円)ﾌﾟﾛ:3800円(年会費5000円)お試し4500円 手持
事務局) 雨天中止 出 1区画1台分･来 無料 京王線｢柴崎｣駅より徒歩5分

132

立川曙三西児童遊園

◎毎月第二土曜日 ★ 9時～16時 1500円 手持 当日受付(朝8時～)
雨天中止 JR｢立川｣駅北口より徒歩7分 緑川通り第二小学校前
市営 有料 アスファルト空き地にて 周りには工場や住宅､学校がある

183

足立東栗原団地公園

★ 9時～15時 約100店 2000円 車出店可
受付 雨天中止
千代田線｢綾瀬｣駅から東武バス｢一ツ家一丁目｣下車徒歩3分 一ツ家2-15
有り マンモス団地商店街前にある広い公園

263

練馬区四季の香公園

9時～12時 約100店 手持700円 プロ出店･生き物･食品は不可 往復葉書①
住所②氏名③電話番号を明記 〒181-0002 三鷹市牟礼6-25-23-811 林 敏彦
無し
雨天翌週に延期 都営12号線｢光が丘｣駅より徒歩7分

294

～13日 ナムコＩＮＴＩ渋谷

■８月２７日も開催■ 13時～20時 約20店 4000円 食品不可
受付
雨天翌週に延期 JR｢渋谷｣駅より徒歩5分 渋谷区宇田川町31-2 BEAMﾋﾞﾙ
無し 小規模ながら､立地のよさからﾚｺｰﾄﾞ､古着､ｹﾞｰﾑ等よく売れます!

316

8月13日 (日) 福生市 熊川神社境内

6時～15時 約5店 手持出店のみ:一般1000円 プロ6000円(駐車場料金込み)
受付 空きがあれば当日も可 小雨決行 JR青梅線｢拝島｣駅南口より徒歩8分
出 有料1000円 来 無し 問:砂川 ０９０－３２１６－１９７３

足立東栗原団地公園

10時～15時 約100店 2000円 車出店
受付 雨天中止 東武伊勢崎線｢竹ノ塚｣駅
無料 東栗原団地商店街の前にある広い公園
より綾瀬行バス｢団地前｣下車すぐ
家族連れが多い 問:ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄｸﾗﾌﾞ ０４８９ー３６ー４０２４

墨田区 リバーピア吾妻橋

10時～16時 約70店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持
受付
無し 吾妻橋を渡ってｱｻﾋﾋﾞｰﾙと区役所の横
雨天中止 浅草駅より徒歩3分
公団住宅前三角広場にて 第二日曜は午後から大道芸や寄席もあり､楽しめる

1

明治公園

10時～16時 約650店 車出店3000円 手持2000円 プロ出店不可 雨天中止
無し
JR千駄ヶ谷駅より徒歩5分 日本青年館が目印
車出店ができる会場では最大級 小型の家具や家電もあり、出店物が豊富

2

亀戸中央公園

9時～15時 約50店 手持出店3000円 お試し3500円 プロ不可
当日受付 東武亀戸線｢亀戸水神｣駅より徒歩2分 江東区亀戸8丁目
緑のなかでのフリマ 値段も安く買物客にお勧め

3

駒沢公園

9時～15時 約200店 手持出店3000円 会員制(年会費2000円) お試し3500円
プロ不可 往復葉書受付 二子玉川線｢駒沢｣駅より徒歩15分､または｢恵比寿｣
駅よりバス ｢駒沢公園｣下車すぐ
1時間400円 ｽﾎﾟｰﾂ関連物が多い

原宿

10時～16時 約300店 2000円
受付 会費2000円(2年間) プロ不可
雨天中止 JR原宿駅､営団千代田線｢明治神宮｣駅より徒歩3分 NHKﾎｰﾙ隣
1500円(限定･先着順) 会員はポイントにより出店が無料になる特典あり

19

町田 小野路共働学舎

◎毎月第二日曜日 14時～15時30分 約20店 500円 手持出店
受付
雨天は室内 小田急線｢鶴川｣駅よりバス｢下堤｣下車徒歩15分 町田市小野路町
無料 山中にある障害者の授産施設 来場者約200人には常連が多い
2203

22

目黒不動尊境内

9時～16時 約200店 手持2000円 車3000円 プロ4000円～
受付 入会金･
年会費無し 雨天中止 ｢目黒｣駅徒歩10分 下目黒3-20-26 来 無料 巨木
が多く夏でも涼しい 古民具大骨董市同時開催･出店者募集中▼く～ぽん有り

109

北千住イベント広場

9時～15時 約150店 手持出店(1.5×2ｍ)1000円 車出店(2.5×6ｍ･小型車
に限る)2000円 プロ出店不可 ｢北千住｣駅より徒歩5分 足立区千住1-4-18
フリマの開催が定着した会場 車ごと出店がでるので人気高い

114

都立

★ 10時～15時 約200店 会費制:正会員1500円(年会費3800円) 準会員2500円
(年会費300円) プロ不可
受付(八王子事務局) 雨天中止 JR中央線｢武蔵
小金井｣駅からバス｢小金井公園前｣下車 憩いの広場にて 隣接 1時間200円

132

9時～15時 約100店 1500円 手持出店
京王線｢南大沢｣駅前
有料1時間120円
駅前の人気会場でのフリマ

218

代々木公園

小金井公園

八王子市

14

団体

9時～15時 約50店 3000円 会員制（年会費2000円） 手持出店 当日受付
無し
雨天中止 京王井の頭線｢高井戸｣駅1分 京王クラウン街広場にて
車での来場厳禁！ 駅の下ということで人通りあり 雑貨の出店多い

南大沢中郷公園

都立

中川公園

足立区

西新井大師境内

プロ出店不可

無し

雨天中止

3

★ 9時～15時 約100店 2000円 手持
受付 雨天翌週に延期
常磐線｢亀有｣駅北口よりﾊﾞｽにて｢大谷田1丁目｣下車すぐ
無し
環七沿いの新会場です！

263

9時～15時 約100店 手持2500円(足立区民2000円) プロ出店可
受付
雨天中止 東武伊勢崎線｢大師前｣駅すぐ 出店 有料60台1日1000円(要予約)
関東三大厄払い大師 普段でも参拝客が多く､国宝に囲まれた出店場所も魅力

302

■本誌編集部では、できるだけ正確な情報を掲載できるように細心の注意を払って編集しておりますが、万が一掲載情報に
誤りがあった場合は、編集部までお知らせ下さいますようお願い申し上げます。

★フリーマーケットガイドの発行日は毎月１回１５日の発行です。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

51

8月17日 (木) 小金井市 上之原会館

◎毎月第三木曜日 10時～11時30分 約50店 200円 出店は市内在住者
プロ不可 当日受付(9時30分～) 屋内開催 中央線｢武蔵小金井｣駅北口徒歩
10分 本町5-6-19
無し 車での来場不可 平日だが近所の主婦がよく来る

93

8月19日 (土) 天王洲アイル

10時～16時 約80店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持
受付
雨天中止 JR浜松町駅よりﾓﾉﾚｰﾙで一駅｢天王洲ｱｲﾙ｣下車すぐ 郵船ﾋﾞﾙ前広場
有料 隣接して一坪ｼｮｯﾌﾟ｢ｽﾘﾌﾄ･ﾓｰﾙ｣も毎日ｵｰﾌﾟﾝ ｱｸｾｻﾘｰ､ｵﾓﾁｬがよく出る

1

10時～16時 約800店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 JR｢原宿｣駅より徒歩5分 NHKﾎｰﾙ隣
無し ｱｰﾄ解放区･
衣類回収あり 場所がら､流行物多い 朝早くから夕方まで人出が途切れない

1

青山ＣＩプラザ

★ 10時～16時 約50店 アマ2000円 手作り3000円 プロ5000円 手持出店
受付 雨天･強風中止 地下鉄｢青山1丁目｣駅徒歩5分 神宮外苑銀杏並木隣
有料 オフィスビルの広場にて 手作りのアクセサリーなどの出店者が多い

2

～25日 北千住イベント広場

9時～15時 約100店 手持3000円 車出店4000円 会員制(年会費2000円)
当日受付 雨天中止 JR北千住駅徒歩5分 旧足立区役所跡地 千住1-4-18
有料(30台) 商店街の近くで人出多い フリマの開催が定着した場所

3

～20日 南蒲田テクノポート

10時～15時 約120店 1500円～(広さで異なる) プロ可(同料金) 食品不可
当日受付(朝7時30分～) 京急｢蒲田｣駅より徒歩5分 大田区南蒲田2-16-1
有り ﾚｽﾄﾗﾝの入った大きなﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ 屋外開催
第一京浜道路沿い

6

～20日 杉並

★ 9時～15時 約70店 1000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
雨天中止 西武新宿線｢井荻｣駅より徒歩3分
無し
会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

～20日 原宿

代々木公園

井草森公園

受付

19

～20日 杉並 蚕糸の森公園

9時～15時 約100店 1000円(1.5×2ｍ) 登録料500円(年会費) 手持出店
プロ不可 FAX＆葉書受付 雨天中止 地下鉄丸の内線｢東高円寺｣駅徒歩1分
無し 車は持ちかえること

114

namcoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ調布店

★ 10時～15時 約50店 会員制:正会員1200円(年会費3800円)準会員2200円
(年会費300円)ﾌﾟﾛ:3800円(年会費5000円)お試し4500円 手持
受付(八王子
事務局) 雨天中止 出 1区画1台分･来 無料 京王線｢柴崎｣駅より徒歩5分

132

～20日 自然体験広場

★ 19日12時～16時 20日10時～16時 1800円＋賛同支援金(寄付金)
プロ不可
受付(1週間前まで) 雨天中止 詳細は問合せ下さい
｢参加型リサイクル福祉｣ 施設､作業所の参加歓迎 ﾘﾌｫｰﾑ手作り品可

150

～20日 池上ﾄｰﾖｰﾎﾞｰﾙ屋内FM

★ 10時～16時 約55店 2500円 ﾌﾟﾛ出店は問合せ 手持
受付･先着順
雨天決行(屋内開催) 東急池上線｢池上｣駅･都営地下鉄｢西馬込｣駅より10分
有料 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場のﾜﾝﾌﾛｱ全体を利用してのﾌﾘﾏ 冷暖房完備は魅力!

181

テクノプラザ葛飾

★ 9時～15時と16時～21時の2部制 各約60店 9時～3000円 16時～4000円
受付 雨天決行(屋内開催) 京成線｢青戸｣駅より
手持 プロ可(同料金)
徒歩12分
有料 今までのフリマとは一味ちがう!一度お試しあれ!

263

田無神社境内

★ 8時～16時 約50店 手持1000円 車出店2500円(10台分) プロ2500円
受付(先着順･前日まで) 雨天中止
飲食物不可
西武線｢田無｣駅より徒歩5分 本町3-7-4 出 有料(制限有り) 来 無し

277

8月20日 (日) 目黒区 平町ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ

10時～15時30分 約11店 一般1000円 会員700円 出店は区内在住･在勤･在学者
ﾌﾟﾛ不可 往復葉書受付 詳細は区報を参照 屋内開催 ｢都立大学｣駅より徒歩15分
平町1-5-3
無し 問:ﾘｻｲｸﾙ目黒推進協会 ０３－３７１５－１１１１

JR金町駅前公団広場

10時～16時 約100店 2000円 手持出店 往復葉書受付･先着順 〒125-0062葛飾区
無*公共
青戸7-3-14 日本ｲﾍﾞﾝﾄ振興ｾﾝﾀｰ宛 JR｢金町｣駅北口より徒歩1分 小雨決行
の交通機関をご利用下さい 問:日本ｲﾍﾞﾝﾄ振興ｾﾝﾀｰ ０３－３６９０－５５８２

中野坂上パオ

10時～16時 約200店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持
受付
雨天中止 丸の内線･都営12号線｢中野坂上｣駅前
無し ﾋﾟｶﾋﾟｶの駅前ビル
のﾀｲﾙ敷きの広場にて 城西･城北地域の中心会場 カフェや飲食店も充実

1

有明ジャンボＦＭ

10時～16時 約700店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
会員4200円 お試し4700円 プロ8200円
受付･先着順 雨天中止 ゆりかも
め｢有明｣駅すぐ
1日1000円 入場料300円 ｺﾚｸﾀｰ的な出店多く若者率高い

1

浅草

10時～16時 約130店 会員2700円 お試し3200円 プロ不可 手持
受付
雨天中止 浅草駅すぐ 吾妻橋手前の川沿い､水上ﾊﾞｽ発着所前 隅田川を眺め
ながらﾋﾟｸﾆｯｸ気分で出店できる風流な会場 下町っぽくレトロな物多し

1

高円寺ＦＭ in妙法寺

10時～16時 約70店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持出店
受付･先着順 地下鉄丸の内線｢東高円寺｣駅より徒歩10分
環七沿い
無し ｱｰﾄ開放区あり!出展者募集中 来場者層が幅広い

1

小金井公園

9時～15時 約150店 3000円 会員制(年会費2000円) お試し3500円
手持出店 プロ出店不可
受付 西武新宿線｢花小金井｣駅よりバス 五日市
街道沿い 憩いの広場 有料 1時間200円 家族での出店が目立つ会場

3

大井競馬場

9時～15時 約600店 手持3000円 車出店4000円 会員制(年会費2000円)
プロ不可 往復葉書受付 小雨決行 京急｢立会川｣駅徒歩10分 ﾓﾉﾚｰﾙ｢大井
競馬場｣駅3分 第一駐車場にて
有料(1日500円) 大規模な人気会場！

3

亀戸中央公園

9時～15時 約70店 2000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
雨天中止 東武亀戸線｢亀戸水神｣駅より徒歩3分 江東区亀戸8丁目
無し 会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

目黒不動尊境内

9時～16時 約200店 手持2000円 車3000円 プロ4000円～
受付 入会金･
年会費無し 雨天中止 ｢目黒｣駅徒歩10分 下目黒3-20-26 来 無料 巨木
が多く夏でも涼しい 古民具大骨董市同時開催･出店者募集中 境内 200台

109

明治公園

★ 9時～15時30分 約300店 手持出店1900円 車出店2900円
プロ出店不可
受付 雨天中止 JR｢千駄ヶ谷｣駅より徒歩7分
無し
＊ﾘｻｲｸﾙ福祉ﾌｪｱです 大人気の会場 都営大江戸線も開通してとっても便利！

154

隅田公園

受付

■各開催情報の中にはプロ出店の可否が記されています。プロ出店が可能な会場でもいろいろ制限がある場合もありますので
出店申込の際に主催者に確認してください。プロの方はプロ出店不可と書いてある会場には絶対に出店しないでください。

19

15

東東東東 京都

8月14日 (月) ～15日 北千住イベント広場

8時～15時 約60店 手持1000円(2m×2.5m) 車出店も可
受付･予約制
雨天中止 JR｢北千住｣駅より徒歩5分 旧足立区役所跡地 千住1-4-18
出 無料 来 無料(数に限り有り) フリマが定着した会場で来場者も多い

★ｽﾍﾟｰｽの都合上､毎月定期的に開催されている会場は7月のみを掲載し8月分を省略しています。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体

東東東東 京都

★ 10時～15時 約40店予定 2000円 プロ不可 会費等は一切不要 ｺﾋﾟｰ品
＆Fax受付 雨天中止 JR｢立川｣駅南口より徒歩15分
飲食物等の販売不可
柴崎町1-1-8
無し 周辺は立川中央病院､公民館､真如苑等 人通り多い

202

大宮八幡宮

9時～15時 約50店 手持2000円 車出店3000円 プロ出店応相談
雨天中止 京王井の頭線｢西永福｣駅より徒歩2分
無し
杜の緑の参道が､フリーマーケット･ストリートに!

218

北鹿浜都営ｱﾊﾟｰﾄ中央公園

★ 9時～15時 約60店 1000円
受付 雨天時は翌週に延期
｢西新井｣駅から東武バス｢都市農業公園行き｣終点下車すぐ 足立区鹿浜2丁目
家庭内の不用品整理に､1日楽しく過ごしましょう！

221

南大沢中郷公園

9時～15時 約100店 2000円 プロ出店不可
受付 雨天中止
京王線｢南大沢｣駅前 造成地のなかにある、新しくてきれいな公園
有料

234

テクノプラザ葛飾

★ 9時～16時 約60店 3500円 手持 プロ可(同料金)
受付 雨天決行
有料 テーブル･椅子等無料で
(屋内開催) 京成線｢青戸｣駅より徒歩12分
貸出し 搬入も簡単にでき､今までのフリマとは一味ちがう!一度お試しあれ!

263

練馬区 武蔵関公園

9時～13時 約100店 700円 プロ不可 往復ハガキ受付 〒177-0045
練馬区石神井台7-11-7-102 ﾗﾌﾞｱｰｽﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｻｰｸﾙ宛 雨天は翌週
有料 関町北3町目 広い公園
西武新宿線｢武蔵関｣駅より徒歩5分

284

8月20日 (日) 立川市 諏訪の森公園

受付

8月24日 (木) 東京競馬場内

13時～17時 約61店 1000円 出店は市内在住者 プロ不可 往復葉書受付(7月11日
～18日) 詳細は市報7月11日号に掲載予定 京王線｢競馬正門前｣駅より徒歩5分
｢サマーフェスティバル｣ 問：リサイクル課 ０４２－３３５－４４３７

8月25日 (金) ～27日 成増 ｱｸﾄｲﾍﾞﾝﾄ広場

★ 10時～16時 約70店 一般2000円 プロ5000円 手持
受付 雨天中止
東武東上線｢成増｣駅北側出口より30秒 西友ｽﾄｱ3F入口前 板橋区成増3-11-3
有料 駅のすぐ前で､帰り道のｻﾗﾘｰﾏﾝや学生で賑わう
ｱｸﾄ3Fｲﾍﾞﾝﾄ広場

5

8月26日 (土) 江戸川区

10時～17時 約80店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 都営地下鉄新宿線｢船堀｣駅南口すぐ TOKIﾋﾞﾙ広場にて
出店者には駐車､買物割引券を配布 駅前なので通行人自体が多い ｱｸｾｽ良し

1

目黒ふれあい橋

9時～15時 約50店 3000円 会員制(年会費2000円) プロ不可 当日受付
雨天中止 JR山手線｢目黒｣駅徒歩10分 目黒2丁目 目黒区民ｾﾝﾀｰ前
無し
食堂･ボーリング場･図書館･プールがある 出店は少ないが､ひそかな人気

3

～27日 木場公園

9時～15時 約150店 3000円 お試し3500円 会員制(年会費2000円)
手持出店 プロ不可
受付 東西線｢木場｣駅徒歩10分 南駐車場にて
下町感覚で安い 開催歴が長く、出店者も多い

3

～27日 南蒲田テクノポート

10時～15時 約120店 1500円～(広さで異なる) プロ可(同料金) 食品不可
当日受付(朝7時30分～) 京急｢蒲田｣駅より徒歩5分 大田区南蒲田2-16-1
第一京浜道路沿い
有り ﾚｽﾄﾗﾝの入った大きなﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ 屋外開催

6

～27日 品川区

10時～16時 約35店 車出店3000円 手持2000円 プロ可(同料金)
＆FAX受付
1台1000円
雨天中止 東急大井町線｢荏原町｣駅前 旗の台3-6-18
出店は骨董品が多く、衣類が少ない 七福神の恵比寿様がまつられている

船堀駅前

法蓮寺

北千住イベント広場

9時～15時 約150店 手持出店(1.5×2ｍ)1000円 車出店(2.5×6ｍ･小型車
に限る)2000円 プロ出店不可 ｢北千住｣駅より徒歩5分 足立区千住1-4-18
フリマの開催が定着した会場 車ごと出店がでるので人気高い

114

～27日 大森ベルポート

★ 10時～16時 約80店 3000円 プロ出店は問合せ 手持
&FAX受付 小雨決行
JR｢大森駅｣京急｢大森海岸駅｣徒歩2分 品川区南大井6-26-2 南側正面入口広場
1日1500円 1階にﾚｽﾄﾗﾝがあり､撮影にもよく使われるきれいなﾋﾞﾙ

181

足立東栗原団地公園

★ 9時～15時 約100店 2000円 車出店可
受付 雨天中止
千代田線｢綾瀬｣駅から東武バス｢一ツ家一丁目｣下車徒歩3分 一ツ家2-15
有り マンモス団地商店街前にある広い公園

263

～27日 墨田区

9時～16時 約500店 本誌掲載のく～ぽんで出店無料 プロ不可 返信用封筒
同封し封書申込(8月15日締切) 〒131-0034墨田区堤通り2-7-24 ｶｯﾄ倶楽部宛
雨天中止 東武線｢東向島｣駅徒歩10分
無し 車での来場不可▼く～ぽん有り

285

★ 9時～15時 30店 手持1000円 車出店(10台分)1500円 食品不可
受付 空きがあれば当日受付可 雨天中止 西武多摩湖線｢武蔵大和｣駅より
徒歩5分神社の広場にて 東大和市清水3-855
無し

317

東白鬚公園

東大和市 清水神社

10時～16時 約70店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持
受付
雨天中止 浅草駅より徒歩3分
無し 吾妻橋を渡ってｱｻﾋﾋﾞｰﾙと区役所の横
公団住宅前三角広場にて 第二日曜は午後から大道芸や寄席もあり､楽しめる

1

10時～16時 約150店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
往復葉書受付･抽選 雨天中止 JR錦糸町駅北口徒歩3分 ﾛｯﾃ会館裏
無し
車での来場不可 開催歴長く人気! 下町ﾌﾘﾏのメッカ 来場者の年齢層は高め

1

品川インターシティ

10時～16時 150店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円
受付 雨天決行(半屋内) JR｢品川｣駅港南口から直通、陽射しの注ぐ
アトリウム＆ガレリアにて
有料

1

新宿野村ビル

10時～16時 約300店 会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 手持出店
受付･先着順 雨天中止 ｢新宿｣駅西口徒歩5分 青梅街道沿い 新宿警察署
手前 ｱｸｾｽ､規模､商品の質やﾊﾞﾗｴﾃｨ等､総合的にみて魅力ある会場のひとつ

1

大井ﾄｩｲﾝｸﾙﾚｰｽFM

14時30分～21時 約200店 手持出店3000円 会員制(年会費2000円) プロ可
受付 雨天中止 京急｢立会川｣駅徒歩10分 ﾓﾉﾚｰﾙ｢大井競馬場｣駅3分
有料1日1000円 入場料100円 ペットの入場は禁止 ﾄｩｲﾝｸﾙﾚｰｽ中に開催！

3

多摩動物公園駅

10時～16時 約200店 一般:電車内2000円 ホーム3000円 プロ:駅前広場
5000円 会員制(年会費2000円)
受付 雨天中止 京王線｢多摩動物公園｣
駅下車すぐ 入場無料
1日1400円 当日､多摩動物公園がﾌﾘﾏ会場に変身!

3

北千住イベント広場

9時～15時 約100店 手持3000円 車出店4000円 会員制(年会費2000円)
当日受付 雨天中止 JR北千住駅徒歩5分 旧足立区役所跡地 千住1-4-18
有料(30台) 商店街の近くで人出多い フリマの開催が定着した場所

3

8月27日 (日) 墨田区 リバーピア吾妻橋
錦糸町

16

15

錦糸公園

■本誌掲載の開催情報を編集部の許可なく無断でコピーすることを固く禁じます。著作権法に違反することになります。
また、本誌掲載の開催情報を無断転載したり、無断再加工して他の媒体（インターネットのホームページなども含む)に掲載
することを固く禁じます。

★データ欄に星印のついているフリーマーケットは、会場の本部で本誌の購入が可能です。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

5

9時～15時 約60店 2000円 会費2000円(2年間) お試し3000円 プロ不可
受付･当日可 雨天中止 西武多摩川線｢新小金井｣駅または｢多摩墓地前｣
有料 会員はポイントにより出店が無料になる特典あり
駅より徒歩15分

19

夢の島公園

9時～15時 約50店 2000円 会費2000円(2年間) プロ出店不可
受付
有料
雨天中止 京葉線｢新木場｣駅より徒歩10分 江東区夢の島3-2
会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

19

中目黒 船入場

★ 9時～15時 約70店 2000円 会員制（会費:2年間2000円） 手持出店
プロ出店不可
受付･先着順 雨天中止 東横線｢中目黒｣駅より徒歩5分
無し 会員はポイントをためると出店が無料になる等の特典あり

19

足立 西新井 諏訪木西公園

★ 10時～15時 約80店 1000円
受付 東武伊勢崎線｢西新井｣駅西口
から東武バス竹ノ塚車庫行き｢西新井消防署前｣下車徒歩1分 西新井4-38-1
有り

73

武蔵村山市

★ 10時～14時 約50店 1000円 プロ不可 会費等は不要
＆FAX受付
雨天中止 ｢立川｣駅北口より村山団地行きﾊﾞｽ20分｢団地中央｣下車
無料 都営村山団地に隣接､比較的高齢者の来場が多い
緑が丘2542番地

202

多摩テック

9時～17時 約120店 一般3000円 プロ3500円 車出店
受付(当日まで)
雨天中止 京王線｢多摩動物園｣前より徒歩8分 日野市程久保5-22-1 出 無料
来 有料 私共のﾁﾗｼ(会場名ある広報や雑誌)を持参すると入場料が割引きに

287

千住神社ゑびす市

9時～16時 約40店 一般1500円 プロ2500円
受付･先着順 雨天中止
JR｢北千住｣駅より徒歩10分 足立区千住宮元町24-1 出店者 1日1000円
来場者 無し 出店者に神主さんが無料でお祓いをしてくれます！

315

メッセ昭島

10時～16時 約100店 手持1000円 車出店2000円 プロ出店可
＆FAX＆
当日受付 雨天中止 JR青梅線｢昭島｣より徒歩5分 昭島市つつじが丘2-8-55
有り 団地が隣接しているので人出が多い マンガのイベント同時開催!

319

府中市

野川公園

大南公園

駐車場

8月28日 (月) 富岡八幡宮

10時～日没
約100店 2000円～(広さによる) 非会員はプラス1500円 年会
費3000円･6000円 プロ可 食品不可
問合せ 雨天中止 東西線｢門前仲町｣
1日1000円 骨董出店あり
駅1番出口より永代通り沿を木場方面へ徒歩3分

21

8月30日 (水) ～31日 北千住イベント広場

★ 9時～16時 約80店 手持:区民2000円17歳以下1000円(親の承諾書要)
車出店:区民2500円～3500円 一般500円増
受付(24時間留守録OK)･当日可
有料 ▼く～ぽん有り
プロ応相談 雨天中止 JR｢北千住｣駅より徒歩6分

17

東東東東 京都

8月27日 (日) 永山ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ

団体

★ 10時～16時 約130店 一般2000円 プロ5000円 手持出店
受付
雨天中止 小田急多摩線･京王相模原線｢永山｣駅前 多摩市永山1-3-4
有料 地域密着型フリマ 只今人気急上昇中！ 沿線名物

■神奈川県
7月15日から8月末まで毎週土日曜日に開催 10時～18時 約60店 1500円 ﾌﾟﾛ2000円
受付 雨天中止 京浜急行｢上大岡｣駅前 港南区上大岡西1-18-3
手持出店
無し 問：松田
０４５－８４６－２９９５

毎週土日曜 バザール藤沢

10時～17時 約42店 2900円 プロ可
受付 屋内開催 JR東海道線･小田急･
有料 1坪ｼｮｯﾌﾟ各種同時募集中
江ノ電｢藤沢｣駅より徒歩5分 鵠沼石上1－13
7～8月は日程要問合せ 問:藤沢リサイクル市民の会 ０７０－５０７４－５６８８

7月15日 (土) 西区

杉山神社

10時～15時 約30店 1000円 出店は区民のみ プロ不可 手持出店
受付･先着順
無し 境内にて有機野菜の新鮮朝
雨天中止 京急｢戸部｣駅より徒歩5分 中央1-13-1
市あり 8月はお休み 問:自然とくらしを考える会 ０９０－２４４６－４４６４

旭区 鶴ヶ峰公園

◎毎月第三土曜日 9時～14時 約20店 500円 出店は締切済
有料 8月はお休み 次回は9月
雨天中止 相鉄線｢鶴ヶ峰｣駅より徒歩5分
問:鶴ヶ峰商店街協同組合 ０４５－９５５－３０１９(10時～17時)

～16日 座間

鈴鹿明神社

10時～16時 約80店 1500円 プロ可(同料金) 手持
＆FAX受付 雨天中止
小田急線｢座間｣駅より徒歩10分 座間市入谷1-3500 スーパーユニーの前
1台500円 結婚式場も併設しているので､特に大安の日は非常に賑わう

15

～16日 スパーク湘南台店

10時～16時 約80店 手持2000円 車出店3500円 プロは1000円増し 希望者に
年会費3000円(手作り4000円､プロ5000円)で出店料･駐車場代500円引
受付
雨天中止 小田急線｢湘南台｣駅徒歩8分 藤沢市湘南台7-36-1 旧｢元町ﾕﾆｵﾝ｣

39

川崎大師公園

8時～16時 約200店 間口3ｍまで:2000円 3ｍ以上:3000円 プロ出店可
飲食物不可 当日受付(先着順) 雨天中止 京浜急行｢川崎大師｣駅徒歩3分
1日1000円 神社の目の前で､通りがかりの観光客も立ち寄る会場

51

横浜ドリームランド

◎毎月第一＆第三土曜日 9時～15時 約200店 軽3000円 普3500円 大型4000円
プロ可 出店は締切済 雨天中止 JR｢大船｣駅か｢戸塚｣駅よりバス
8月はお休みです

111

～16日 横須賀市役所前公園

★ 9時～16時 約200店 2000円
利用は1200円増し プロ可 食品不可
受付 空きがあれば当日も可 雨天中止 京急｢横須賀中央｣駅より徒歩2分
横須賀中央ｱﾒﾘｶﾝﾏｰｹｯﾄ 駅から続く大通りのそば 客層幅広い

172

三浦海岸駅前通り

◎毎月第一＆第三土曜日 13時～18時 約50店 2000円
受付 プロ可（露
天商は不可）小雨決行 京急｢三浦海岸駅｣前
無料 ｢わいわい市｣ ﾌﾘﾏの他
にも安くて新鮮な鮮魚や朝どり野菜などあり 夏は海水浴の人出で更に賑わう

187

7月16日 (日) エコライフかながわ

10時～16時 約16店 500円 出店は締切済 屋内開催
東急東横線｢東白楽｣駅より徒歩5分
無し 奇数月の第三日曜に開催予定
問:エコライフかながわ ０４５－４１３－３１９６(水曜休)

ヤオハン渋沢店

9時～15時 約37店 1500円 生もの不可
受付 雨天中止
小田急線｢渋沢｣駅より徒歩7分
無料 家庭的ななごやかな雰囲気の会場
8月はお休み 問:フレンズ ０４６３－８８－９９１６

都筑区 ｾﾝﾀｰ南駅前広場

10時～15時 約40店 1000円 出店は締切済 雨天中止
横浜市営地下鉄｢ｾﾝﾀｰ南｣駅前ｽｷｯﾌﾟ広場にて 周辺有料 利用
問:地域振興課 ０４５－９４８－２２３２

■フリーマーケットは会場の都合などで突然、中止や変更になることがあります。参加の際は必ず主催者に確認して下さい。
また、フリーマーケットガイドでは掲載情報の変更がわかり次第、フリマ情報変更ダイヤルにて、変更内容のご案内をして
います。主催者に連絡がつかないような場合にご利用下さい。フリマ情報変更案内ダイヤル ０４７-４７４-４４８３

17

神神神神 奈川 県県県県

奈川

毎週土日曜 上大岡三越ｶﾞｰﾃﾞﾝｽｸｴｱ屋上

★主催者の連絡先は本誌巻末に掲載しています｡開催情報の右端の番号と照し合せて連絡して下さい｡
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体

神神神神 奈川 県県県県

奈川

10時～16時 約250店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可
受付
JR桜木町駅より徒歩7分 みなとみらい21 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ･ｸｨｰﾝｽﾞｽｸｴｱ手前
帆船｢日本丸｣周りの広場｢日本丸メモリアルパーク｣にて ｱｰﾄ解放区あり!

1

東戸塚ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ屋上

10時～15時 約130店 2500円 プロ不可 雨天時7月20日に延期
有料 新しくオープンした大型ショッピングタウンでのフリマ
出店層が期待できる

8

藤沢

10時30分～15時 約100店 2500円 プロ出店不可
受付
無し 20代～30代の女性の出店者が
雨天時7月20日に延期 JR｢藤沢｣駅前
多い 駅前デパートの屋上なので幅広い層の来場あり

7月16日 (日) 日本丸メモリアルパーク

丸井屋上

幅広い

川崎大師公園

9時～16時 約60店 2000円 プロ可 食品可(生もの不可)
雨天中止 京浜急行｢川崎大師｣駅より徒歩10分
有料

戸塚荒井市場

◎毎月第三日曜日 ★ 9時～16時 約70店 手持2500円 車出店3000円 プロ可
受付 雨天時は翌週日曜日に延期 JR東海道線･横須賀線｢戸塚｣
(同料金)
駅よりバス｢辻前｣下車2分 栄区金井町467
無料 近くのｺﾝﾋﾞﾆで昼食調達可

40

ヤオハン開成店前

10時～16時 約12店 ﾃﾝﾄ付3000円 ﾃﾝﾄなし2500円 手持出店 プロ出店可
食品不可 まずは 問合せ･先着順 雨天中止 小田急線｢開成｣駅より徒歩15分
無料 各会場にてｹﾞﾘﾗ無料抽選会を実施中!
▼く～ぽん有り

44

平塚ドライビングスクール

9時～16時 約200店 3000円 車出店のみ
受付 雨天中止
JR｢平塚｣駅よりバス広川経由東海大行きで｢まとい公民館前｣下車2分
平塚市河内132

115

小田原マロニエ

★ 9時～16時 約60店 2000円 プロ可
受付＆当日受付有り 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 小田原市中里273-6 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣
無料 家庭の不用品 幅広い出店層が魅力
川東ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ内

275

ダイエー橋本店駐車場

9時30分～15時 約80店 一般2500円 プロ3000円 手持･車出店
受付(当日
まで) 雨天中止 JR横浜線｢橋本｣駅より徒歩5分 相模原市橋本5-1-1
無料 津久井街道沿い 朝市(野菜など)と同時開催 大好評の会場

287

7月20日 (祝) 横浜大通り公園

当日受付

8

10時～16時 約150店 会員･お試し2500円 手持出店 プロ出店不可
受付
雨天中止 JR根岸線｢関内｣駅南口前 園内｢石の広場｣にて ｢共に生きるふれ
あいﾊﾞｻﾞｰ｣ 主催/中区肢体障害者福祉協会 個人･企業の寄付品放出ｺｰﾅｰあり

13

1

平塚市東中原団地前歩道

10時30分～14時 約45店 1500円 手持
＆FAX受付 雨天決行(屋根なし)
JR｢平塚｣駅から球場四之宮経由平塚循環バス10分｢住宅前｣下車すぐ
無料 市のイベント｢平和のつどい｣でのフリマ
平塚市東中原2丁目

15

元町ﾕﾆｵﾝ湘南国際村

10時～16時 約100店 一般2000円 プロ3000円 手持 希望者に年会費3000円(手
受付 雨天中止 ｢逗子｣
作り4000円､プロ5000円)で出店料･駐車場代500円引
駅よりﾊﾞｽ｢湘南国際村ｾﾝﾀｰ前｣下車 三浦郡葉山町上山口1560-49
1日1500円

39

小田原マロニエ

9時～16時 約50店 2000円 プロ可 手持出店
受付 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 出 無料 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣 文化ｾﾝﾀｰ内
家庭の不用品を中心に幅広い出店層

115

7月21日 (金) ～23日 南万騎が原駅前広場

10時～16時 約100店 一般2000円 プロ3000円 希望者に年会費3000円(手作り
受付 雨天中止
4000円､プロ5000円)で出店料･駐車場代500円引き
相模鉄道｢南万騎が原｣駅下車すぐ
1日1500円 こども自然公園近い

7月22日 (土) ～23日 横須賀ﾄﾞﾌﾞｲﾀﾊﾞｻﾞｰﾙ

10時～日没 約120店 2日で6000円 出店は締切済 雨天決行 京浜急行線｢汐入｣駅
より徒歩2分 本町ﾄﾞﾌﾞｲﾀ通りとﾀﾞｲｴｰｼｮｯﾊﾟｰｽﾞ前広場にて 来 無し 年4回開催
ビンゴ大会等イベントも 問:本町商店会事務所 ０４６８－２４－４９１７

小田原マロニエ
7月23日 (日) 笛田リサイクルセンター

115

10時30分～14時 約60店 500円 出店は締切済 屋内開催 JR東海道線｢藤沢｣駅より
ﾊﾞｽ｢八反目｣下車徒歩3分 鎌倉市笛田47-1 来 無し 子ども工作教室も開かれる
問:笛田ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ内ﾘｻｲｸﾙ推進会議 ０４６７－３２－９０９４

横浜 花月園競輪場ﾋﾞｯｸﾞFM

10時～16時 約300店 車出店:会員4200円 お試し4700円 プロ8200円
受付 雨天中止 京急｢花月園前｣駅より徒歩7分 鶴見区鶴見1-1-1
入場料300円 競輪ｸﾞｯｽﾞ､格安自転車､地場野菜､飲食出店等あり

小田原マロニエ

10時～16時 約50店 ﾃﾝﾄ付2500円 ﾃﾝﾄなし2000円 プロ可(同料金) 飲食物不可
＆当日受付(初めての人は往復葉書で･まずは 問合せ) 雨天中止
無料
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 中里273－6 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣

横須賀 うみかぜ公園

9時～16時 約250店 車出店6000円 手持3000円 プロ可 食品不可
受付
雨天決行 京急｢横須賀中央｣駅20分 出 無料 来 有料 横須賀最大のｲﾍﾞﾝﾄ
｢ｱﾒﾘｶﾝﾌｪｽﾀ｣ ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ全国大会等 亡きXのﾋﾃﾞの記念館のｵｰﾌﾟﾝｲﾍﾞﾝﾄも!

7月29日 (土) ～30日 南区 蒔田公園

1
44
172

14時～20時 約50店 1000円 出店は締切済 雨天中止 地下鉄｢蒔田｣駅または
｢吉野町｣駅より徒歩10分 来 無し 縁日や模擬店も 絵灯篭は見ごたえあり
問：地域活動係 ０４５－７４３－８１９１

～30日 戸塚駅前特設会場

10時～15時 約150店 手持2500円 車4000円 プロは1000円増し プロ可
食品不可 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾋﾟｰ不可
受付(19時～22時) 雨天中止 JR東海道線･横須賀
線･市営地下鉄｢戸塚｣駅より徒歩1分 西口交番横 来 無し 駅前で人通り多し

39

三浦市 三崎町商店街

◎毎月最終土曜日 14時～18時 約20店 1000円 プロ可(同料金) 手持出店
受付 荒天中止 京浜急行｢三崎口｣駅よりﾊﾞｽ15分｢三崎港｣下車すぐ 三崎1～3
丁目 出 無料 来 有料(買物してｽﾀﾝﾌﾟもらえば無料) 本誌特集記事参照

80

小田原マロニエ

★ 9時～16時 約60店 2000円 プロ可
受付＆当日受付有り 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 小田原市中里273-6 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣
川東ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ内
無料 家庭の不用品 幅広い出店層が魅力

275

10時～16時 約70店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 駅ビル５Ｆ屋上スカイコートにて アクセス良し
フリマ初心者にオススメ 子供連れのお客さんが多い

1

7月30日 (日) 川崎駅ビル｢BE｣屋上
18

9時～16時 約50店 2000円 プロ可 手持出店
受付 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 出 無料 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣 文化ｾﾝﾀｰ内
家庭の不用品を中心に幅広い出店層

39

■フリーマーケット開催情報大募集！ まだ本誌に掲載されていないフリーマーケットがあったら教えてください。
ガレージセールやホームセールなどの小規模な開催でも結構です。毎月20日迄に編集部までFAXか郵便で送っていただければ
翌月の15日発行の本誌に掲載されます。

★一部の大手スーパーの店頭でフリーマーケットガイドの購入が可能になりました。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

1

川崎 等々力緑地

9時～15時 約150店 2000円 プロ不可
受付 雨天中止 東横線･JR南武
線｢武蔵小杉｣駅よりバス｢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ前｣下車 川崎市中原区等々力1-1
有料
野球場､ｻｯｶｰ場､釣り堀等がある大きな公園 夏にはプールも開かれる

111

藤沢 Ｔ’ｓメモリー

◎毎月最終日曜日 11時～15時 ﾎｰﾙ10店 ﾃﾗｽ3店 2000円 プロ相談 食品､生物
不可 直接来店して申込( 予約可) ﾃﾗｽは雨天中止 小田急江ノ島線｢本鵠沼｣
駅より徒歩10分 本鵠沼4-15-10 飲食持込不可(食事は20％引)
無料

257

小田原マロニエ

9時30分～15時30分 約50店 アマ2000円 プロ2500円 手持出店
受付
当日受付も有り 雨天中止 JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 中里273-6
イトーヨーカ堂隣り 子供から大人まで多数の人出

318

7月30日 (日) 横浜国際総合競技場

8月 4日 (金) 茅ヶ崎中央公園
厚木中央公園
～6日 南万騎が原駅前広場

8月 5日 (土) ～6日 川崎大師公園
～6日 金沢区

瀬戸神社

16時～20時 約80店 出店は締切済 雨天中止 JR｢茅ヶ崎｣駅北口より徒歩10分
無し ｢なんでも夜市｣ ﾌﾘﾏがﾒｲﾝだが、盆踊りや子ども野外映画等お祭り的催しも
問:市民活動推進課 ０４６７－８２－１１１１
8時～15時 約25店 1000円 プロ可 厚木市在住･在勤者 詳細は市報7月15日号参照
雨天決行 JR｢厚木｣駅より徒歩5分 ｢鮎まつり｣ ｺﾝｻｰﾄ､模擬店､ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ等
問:厚木青少年会議所 ０４６－２２４－８７１６
10時～16時 約100店 一般2000円 プロ3000円 希望者に年会費3000円(手作り
受付 雨天中止
4000円､プロ5000円)で出店料･駐車場代500円引き
相模鉄道｢南万騎が原｣駅下車すぐ
1日1500円 こども自然公園近い

39

9時～16時 約60店 2000円 プロ可 食品可(生もの不可)
雨天中止 京浜急行｢川崎大師｣駅より徒歩10分
有料

13

当日受付

10時～16時 約45店 2000円 プロ可(同料金) 手持
＆FAX受付 雨天中止
京浜急行｢金沢八景｣駅前 ﾀﾞｲｴｰ隣 付近有料 利用 八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽそば
向かいの琵琶島神社も雰囲気がよく､憩いの場となっている 客層は幅広い

15

三浦海岸駅前通り

◎毎月第一＆第三土曜日 13時～18時 約50店 2000円
受付 プロ可（露
天商は不可）小雨決行 京急｢三浦海岸｣駅前
無料 ｢わいわい市｣ ﾌﾘﾏの他
にも安くて新鮮な鮮魚や朝どり野菜などあり ｲﾍﾞﾝﾄもあり 海岸まで徒歩3分

187

小田原マロニエ

★ 9時～16時 約60店 2000円 プロ可
受付＆当日受付有り 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 小田原市中里273-6 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣
無料 家庭の不用品 幅広い出店層が魅力
川東ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ内

275

10時～16時 約60店 2000円 プロ不可 往復葉書受付(7月24日頃迄)･抽選
雨天中止 小田急｢本厚木｣駅より徒歩3分 通称｢ﾊﾄﾎﾟｯﾎﾟ公園｣ ｢ﾊﾄﾎﾟｯﾎﾟ ﾏｰｹｯﾄ｣
ｲﾍﾞﾝﾄあり 問:あつぎ商和会事務局 ０４６２－２３－０２６９(13～17時)

8月 6日 (日) 厚木公園
横浜ﾍﾞｲﾌﾞﾘｯｼﾞ ｽｶｲｳｫｰｸ

10時～15時 約100店 無料 出店は締切済 雨天中止
当日のみ無料開放になる 1階入口で模擬店もあり
問:ＴＦＦ実行委員会 ０４５－５８４－２６９８

横浜

◎毎月第一日曜 9時～16時 約200店 手持出店 アマ･中古プロ3000円
新品プロ5000円 会員制(会費2000円) 当日受付 雨天中止 JR根岸線
｢洋光台｣駅下車すぐ 出 有料 駅前で近くにも巨大団地があり､人出は多い

ｻﾝﾓｰﾙ洋光台

「道の日｣のイベント

座間 かにが沢公園

★ 9時～15時 約50店 2000円 手持 コピー品不可
受付
延期 小田急線｢相武台前｣駅より徒歩5分 出 無料 来 有り
品物の値段が安いので人気 ベースの外国人の出店も多い

小田原マロニエ

10時～16時 約50店 ﾃﾝﾄ付2500円 ﾃﾝﾄなし2000円 プロ可(同料金) 飲食物不可
＆当日受付(初めての人は往復葉書で･まずは 問合せ) 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 中里273－6 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣
無料

44

伊勢原市役所

◎毎月第一日曜日 6時30分～8時30分 約10店 300円 出店は市内在住者 2週間
前～5日前に窓口申込 雨天時は軒下開催 小田急線｢伊勢原｣駅北口より徒歩
10分 田中348番地
無料 ｢市民朝市｣ 農協の野菜や花､漬物､魚などの販売も

99

駐車場

雨天20日に

3
43

平塚ドライビングスクール

9時～16時 約200店 3000円 車出店のみ
受付 雨天中止
JR｢平塚｣駅よりバス広川経由東海大行きで｢まとい公民館前｣下車2分
平塚市河内132

115

都筑 コープすみれが丘店

◎毎月第一日曜日 10時～ 約8店 売上の5％ 出店は組合員のみ 前回開催の
翌日から店内ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰにて直接申込 雨天決行(屋根あり) JR横浜線｢中山｣
無料 人気の会場
駅より徒歩20分 すみれが丘13-1 正面玄関入口にて

274

城山

9時30分～15時30分 約60店 一般2500円(プロ同料金) 屋台3500円 手持
受付 雨天中止 JR横浜線｢橋本｣駅より津久井街道原宿信号側 津久井郡
城山町町屋4-9-5
無料 ﾌﾘﾏ＆野菜市＆屋台と楽しい会場 夏は涼しい

287

川尻八幡宮

8月12日 (土) ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｼﾃｨ湘南

10時～16時 約100店 手持出店 会員･お試しともに2700円 プロ不可
JR東海道線｢平塚｣駅南口より徒歩5分
大規模ショッピングセンター｢オリンピックシティ｣正面のオープンモール会場

1

～13日 元町ﾕﾆｵﾝ湘南国際村

10時～16時 約100店 一般2000円 プロ3000円 手持 希望者に年会費3000円(手
作り4000円､プロ5000円)で出店料･駐車場代500円引
受付 雨天中止 ｢逗子｣
駅よりﾊﾞｽ｢湘南国際村ｾﾝﾀｰ前｣下車 三浦郡葉山町上山口1560-49
1日1500円

妙福寺

◎毎月第二土曜日 10時～16時 約40店 2000円 車の人は3000円 プロ可
許可あれば食品可
受付 雨天中止 相鉄線｢西谷｣駅より16号を横浜方面に
徒歩5分 信号2つ目の所 出 有料 来 無料 賑やかな雰囲気のフリマ

112

小田原マロニエ

9時～16時 約50店 2000円 プロ可 手持出店
受付 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 出 無料 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣 文化ｾﾝﾀｰ内
家庭の不用品を中心に幅広い出店層

115

～13日 横須賀市役所前公園

★ 9時～16時 約200店 2000円
利用は1200円増し プロ可 食品不可
受付 空きがあれば当日も可 雨天中止 京急｢横須賀中央｣駅より徒歩2分
横須賀中央ｱﾒﾘｶﾝﾏｰｹｯﾄ 駅から続く大通りのそば 客層幅広い

172

■フリーマーケット開催スケジュール表の右端（団体）に記されている番号と、フリーマーケットガイド34～35ページの「首
都圏主催団体連絡先」の番号を照らし合わせて、各主催団体に「フリーマーケットガイドを見たんですけど～」と言ってお
問合せください。

39

19

神神神神 奈川 県県県県

奈川

10時～16時 約300店 車出店:会員4200円 お試し4700円 プロ8200円 手持:
受付 JR｢新横浜｣駅徒歩15分 労災病
会員2700円 お試し3200円 ﾌﾟﾛ4200円
院となり
2時間400円 ｱｰﾄ解放区あり!ｱｰﾄ車出店可

★本誌掲載のフリーマーケット開催情報の無断転写･複写を固く禁じます。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

神神神神 奈川 県県県県

奈川

8月13日 (日) 日本丸メモリアルパーク

10時～16時 約250店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可
受付
JR桜木町駅より徒歩7分 みなとみらい21 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ･ｸｨｰﾝｽﾞｽｸｴｱ手前
帆船｢日本丸｣周りの広場｢日本丸メモリアルパーク｣にて ｱｰﾄ解放区あり!

団体

1

小田原城 水の公園

9時～16時 約50店 ﾃﾝﾄなし2500円 プロ可(同料金) 飲食物不可
＆当日受付(初めての人は往復葉書で･まずは 問合せ) 雨天中止 ｢小田原｣
無料 朝市＆ﾌﾘﾏ ゲリラ無料抽選会開催中！
駅より徒歩5分 警察署近く

ダイエー橋本店駐車場

9時30分～15時 約80店 一般2500円 プロ3000円 手持･車出店
受付(当日
まで) 雨天翌週 JR横浜線｢橋本｣駅より徒歩5分 相模原市橋本5-1-1
無料 津久井街道沿い 朝市(野菜など)と同時開催 大好評の会場

287

小田原マロニエ

9時30分～15時30分 約50店 アマ2000円 プロ2500円 手持出店
受付
当日受付も有り 雨天中止 JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 中里273-6
イトーヨーカ堂隣り 子供から大人まで多数の人出

318

44

8月18日 (金) ～20日 南万騎が原駅前広場

10時～16時 約100店 一般2000円 プロ3000円 希望者に年会費3000円(手作り
受付 雨天中止
4000円､プロ5000円)で出店料･駐車場代500円引き
相模鉄道｢南万騎が原｣駅下車すぐ
1日1500円 1日中人出が絶えない

39

8月19日 (土) ～20日 座間 鈴鹿明神社

10時～16時 約80店 1500円 プロ可(同料金) 手持
＆FAX受付 雨天中止
小田急線｢座間｣駅より徒歩10分 座間市入谷1-3500 スーパーユニーの前
1台500円 結婚式場も併設しているので､特に大安の日は非常に賑わう

15

～20日 元町ﾕﾆｵﾝ葉山店前

10時～16時 約30店 一般2000円 プロ3000円 手持出店
受付 雨天中止
京浜急行｢新逗子｣駅よりバス｢森戸海岸｣下車徒歩5分 三浦郡葉山町堀内851
出 1日1500円 来 有り 店頭の広場にて 夏には磯遊びのできる海も近い

39

川崎大師公園

8時～16時 約200店 間口3ｍまで:2000円 3ｍ以上:3000円 プロ出店可
飲食物不可 当日受付(先着順) 雨天中止 京浜急行｢川崎大師｣駅徒歩3分
1日1000円 神社の目の前で､通りがかりの観光客も立ち寄る会場

51

三浦海岸駅前通り

◎毎月第一＆第三土曜日 13時～18時 約50店 2000円
受付 プロ可（露
天商は不可）小雨決行 京急｢三浦海岸｣駅前
無料 ｢わいわい市｣ ﾌﾘﾏの他
にも安くて新鮮な鮮魚や朝どり野菜などあり ｲﾍﾞﾝﾄもあり 海岸まで徒歩3分

187

小田原マロニエ

★ 9時～16時 約60店 2000円 プロ可
受付＆当日受付有り 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 小田原市中里273-6 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣
無料 家庭の不用品 幅広い出店層が魅力
川東ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ内

275

8月20日 (日) 横浜国際総合競技場

10時～16時 約300店 車出店:会員4200円 お試し4700円 プロ8200円 手持:
会員2700円 お試し3200円 ﾌﾟﾛ4200円
受付 JR｢新横浜｣駅徒歩15分 労災病
2時間400円 ｱｰﾄ解放区あり!ｱｰﾄ車出店可
院となり

川崎大師公園

9時～16時 約60店 2000円 プロ可 食品可(生もの不可)
有料
雨天中止 京浜急行｢川崎大師｣駅より徒歩10分

戸塚荒井市場

◎毎月第三日曜日 ★ 9時～16時 約70店 手持2500円 車出店3000円 プロ可
受付 雨天時は翌週日曜日に延期 JR東海道線･横須賀線｢戸塚｣
(同料金)
駅よりバス｢辻前｣下車2分 栄区金井町467
無料
▼く～ぽん有り

40

ヤオハン開成店前

10時～16時 約12店 ﾃﾝﾄ付3000円 ﾃﾝﾄなし2500円 手持出店 プロ出店可
食品不可 まずは 問合せ･先着順 雨天中止 小田急線｢開成｣駅より徒歩15分
無料 各会場にてｹﾞﾘﾗ無料抽選会を実施中!どこで何があたるかお楽しみに

44

平塚ドライビングスクール

9時～16時 約200店 3000円 車出店のみ
受付 雨天中止
JR｢平塚｣駅よりバス広川経由東海大行きで｢まとい公民館前｣下車2分
平塚市河内132

115

小田原マロニエ

9時30分～15時30分 約50店 アマ2000円 プロ2500円 手持出店
受付
当日受付も有り 雨天中止 JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 中里273-6
イトーヨーカ堂隣り 子供から大人まで多数の人出

318

8月26日 (土) ～27日 戸塚駅前特設会場

当日受付

1

10時～15時 約150店 手持2500円 車4000円 プロは1000円増し プロ可
食品不可 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾋﾟｰ不可
受付(19時～22時) 雨天中止 JR東海道線･横須賀
線･市営地下鉄｢戸塚｣駅より徒歩1分 西口交番横 来 無し 駅前で人通り多し

13

39

横須賀三笠公園通り

9時～16時 約200店 3000円( 代含む) プロ出店可 食品不可
受付･先着
順 空きあれば当日受付可 雨天中止 京急｢横須賀中央｣駅より徒歩10分
出 無料 来 有料 同公園内にて横須賀海軍カレーフェスティバル

172

小田原マロニエ

★ 9時～16時 約60店 2000円 プロ可
受付＆当日受付有り 雨天中止
JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 小田原市中里273-6 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ隣
無料 家庭の不用品 幅広い出店層が魅力
川東ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ内

275

10時～16時 約70店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
受付 雨天中止 駅ビル５Ｆ屋上スカイコートにて アクセス良し
フリマ初心者にオススメ 子供連れのお客さんが多い

1

新川崎マンモス広場

約300店 手持出店3000円 車出店4000円 会員制(年会費2000円)
当日受付 雨天中止 横須賀線｢新川崎｣駅か南武線｢矢向｣駅徒歩10分
来 300台無料 来場者用の無料駐車場があり､ゆっくりお買物できます

3

小田原マロニエ

9時30分～15時30分 約50店 アマ2000円 プロ2500円 手持出店
受付
当日受付も有り 雨天中止 JR東海道線｢鴨宮｣駅より徒歩15分 中里273-6
イトーヨーカ堂隣り 子供から大人まで多数の人出

8月27日 (日) 川崎駅ビル｢BE｣屋上

318

■千葉県
毎日曜祝日 稲毛オーツーパーク
7月15日 (土) 八街
20

栄町商店会

★ 10時～14時30分 約30店 車出店3000円 手持2500円 プロは500円増し
受付 雨天中止 JR総武線｢稲毛｣駅よりﾊﾞｽ15分｢草野車庫入口｣下車すぐ
穴川IC～柏方面に車で3分 16号線沿 ｼﾞｮｲﾌﾙ本田向い 周りはﾚｽﾄﾗﾝ等
無し

4

◎毎月第三土曜日 ★ 17時～21時 約50店 1500円 プロ不可 クジは不可
手持
受付 雨天中止 JR総武本線｢八街｣駅より徒歩3分
無料 商店街
主催 ｢ﾅｲﾄﾊﾞｻﾞｰﾙ｣ 歩行者天国にて 毎回何かしらイベントをやっている

37

■これまで皆様にご利用頂いておりました新着フリマ情報のFAXBOXサービスは、5月15日をもちまして終了いたしました。
新着情報は、年間購読者へのはさみ込みの特典に変更となります。
新着情報以外のFAXBOXサービスは引続きご利用頂けます。

★前月号掲載分の千葉県のフリマの中止や変更を、開催スケジュールの下に掲載しています。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

304

7月16日 (日) 幕張ジャンボＦＭ

10時～16時 約500店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
会員4200円 お試し4700円 プロ8200円
受付 雨天中止 JR京葉線｢海浜幕
古着･古本･おもちゃの寄付受付コーナーあり
張｣駅北口すぐ 周辺有料

1

◎毎月第三日曜日 10時～15時 約50店 500円 プロ可(制限あり)
受付
雨天中止 木更津市井尻951 出 無料 特別養護老人ﾎｰﾑのロータリーにて
飲食関係が3～5店くらい出てる 出店者は若めの人 来場者は幅広い年齢層

38

市原市役所 市民広場

★ 9時～15時 約100店 2000円 プロ可(要問合せ)
受付 雨天中止
JR内房線｢五井｣駅より市役所方面｢国分寺台｣行バスで20分
無料
チャリティフリマ 全区画が角地 3時まで人出有り ファミレスなども充実

98

西白井

★ 10時～14時 約60店 1500円 プロ出店可
問合せ
雨天時は20日(祝)に延期 北総開発鉄道｢西白井｣駅より徒歩3分 印旛郡白井
無し 団地の中にある大きな公園 休日は周辺住民で賑わう
町清水口２

149

豊四季ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

◎毎月第三日曜日 ★ 9時～16時 約36店 1000円 プロ出店可 生物･食品
不可
受付 雨天時は翌週 東武野田線｢豊四季｣駅より徒歩3分 出 無料
(1店につき1台分) 会場は酒屋･生鮮食料品店などが入ったｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ中庭

266

牧の原ﾗｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸ

★ 10時～15時30分 約100店 ｺｰﾌﾟ組合員一般･ﾌﾟﾛとも1000円(当日会員証持参)
受付 小雨決行
印西在住一般1000円･ﾌﾟﾛ1500円 その他一般･ﾌﾟﾛとも2000円
北総開発鉄道｢印西牧の原｣駅徒歩5分 R464を駅方向へ
無料 広大な公園

282

中郷記念館

かがやきの郷

七次第一公園

7月20日 (祝) 大原町中央商店街

12時～22時 約20店 5000円 プロ出店可
受付 雨天中止 JR外房線｢大原｣駅
より徒歩5分 商店街ふれあいﾛｰﾄﾞにて
無料 ｢第四回大原ちょうちん時代祭｣
問:大原町商工会内ｲﾍﾞﾝﾄ係 ０４７０－６２－１１９１
8時～15時 約50店 2000円 手持出店 プロ出店可
受付 雨天中止
Ｒ296で成田空港を目指し､成田富里信金の三叉路を左折消防署隣
野菜即売会､手作り品､その他希望受付 時間厳守！出店者は1時間前に準備！

30

行徳駅前公園

10時～15時 約200店 1000円 プロ可
申込(詳細は葉書を送ってくれる)
雨天決行 東西線｢行徳｣駅より徒歩5分 市川市湊新田2-4
出 有料 来 無料 プロ出店多数有りのため、若い人にも人気

35

我孫子市

★ 8時～16時 約40店 プロ出店不可 雨天延期 詳細は 問合せ
JR常磐線｢我孫子｣駅より徒歩10分 手賀沼に隣接している公園
▼く～ぽん有り

58

富里中央公園

★ 9時～15時 約60店 2000円 福祉関係は無料 プロ可(要問合せ)
受付
雨天問合せ 京成線｢成田｣駅より八街･芝山方面行バスで20分 富里町役場隣
イベント広場にて
無料 ｢富里ふれあいﾌﾘﾏ｣ 人気あるので早めに申込を!

98

牧の原ﾗｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸ

★ 10時～14時 約150店 一般1000円 セミプロ2000円 プロ出店不可 FAX
無料
＆ 受付 雨天決行 北総開発鉄道｢印西牧の原｣駅南口より徒歩5分
通称｢マムズのフリマ｣ 路上駐車への住民の苦情あり！必ず駐車場へ！

206

野田GAP21青空市場

★ 10時～16時 約60店 車出店2500円 手持出店1500円 プロ車出店3500円
受付･申込前金制 雨天中止 東武野田線｢愛宕｣駅下車
手持出店2500円
徒歩5分 扇屋ジャスコ隣 出 有料 来 無料 人出多く年齢層も幅広！

283

成田

三里塚第一公園

手賀沼公園

7月22日 (土) のさかふれあいｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

13時～21時 約80店 出店は締切済 雨天翌日 JR総武本線｢八日市場｣駅下車ﾊﾞｽ15分
無料 のさかふれあい祭り 花火､演芸大会等有り
野栄町今泉6536-1 町役場前
問:野栄町農村環境改善ｾﾝﾀｰ ０４７９－６７－２００９(9時～16時･月曜休館)

船橋 本町宮本通り

11時～17時 約200店 2200円 出店は締切済 雨天中止 JR総武線｢船橋｣駅南口
無し 歩行者天国 ｢船橋産業まつり｣は21日～23日開催 全日ｽｸｴｱ21の3階に
徒歩5分
て工業祭､23日はﾊﾟﾚｰﾄﾞやお神輿等催し 問:商工振興課 ０４７－４３６－２４７３

～23日 中山商店会平成通り

13時～19時 約30店 1000円 出店は締切済 雨天中止
京成線｢中山｣駅から国道14号線までの間の道 ｢船橋産業市民まつり｣の中山会場
問:船橋市中山商店会 保険堂 関野 ０４７－３３４－０６２４

～23日 船橋オート駐車場

9時～15時 約300店 手持3000円 車出店4000円 会員制(年会費2000円)
当日受付 雨天中止 JR京葉線｢南船橋｣駅より徒歩5分 有料 1日500円
※車での来場は不可 周辺にららぽーとやザウススキー場があり､にぎやか

～23日 山武郡 芝山仁王尊

◎毎月第四土日曜日＆祭事 ★ 9時～ 約20店 先着20組(一般)と福祉は無料
他は1000円 プロ･骨董は2000円 許可があれば食品可 当日受付 雨天時は
仁王門内 富里ICより車で30分 案内板あり 芝山町298 出 無料 骨董市も

32

パルプラザ幕張

◎毎月第二＆第四土曜日 10時～15時 約100店 出店はｺｰﾌﾟ組合員のみ
雨天中止 JR京葉線｢海浜幕張｣駅北口徒歩2分またはJR総武線｢幕張本郷｣駅よ
りバスで10分 ﾎﾃﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ幕張隣 来 有料 食事､買物ついでの来場者多数

117

牧の原ﾗｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸ

★ 10時～14時 約150店 一般1000円 セミプロ2000円 プロ出店不可 FAX
＆ 受付 雨天決行 北総開発鉄道｢印西牧の原｣駅南口より徒歩5分
無料
通称｢マムズのフリマ｣ 路上駐車への住民の苦情あり！必ず駐車場へ！

206

千葉北パラダ屋上駐車場

◎毎月第四土曜日 ★ 10時～15時 約50店 手持(2ｍ×3ｍ)1000円 車出店
(5ｍ×4ｍ)2000円 プロ出店不可
＆FAX受付 雨天翌月 千葉北I.Cより
車で5分
無料 リサイクル､手作り､初めての方大歓迎！！

225

～23日 館山

◎毎月第四土日曜日(7月まで) 9時～16時 約50店 2000円 プロ出店可
受付 雨天中止 JR内房線｢館山｣駅より徒歩10分 駅から約1Km 127号旧道
沿い ジャスコが目印 館山市八幡76
無料

305

9時～17時 約500店 車3000円 福祉団体無料 プロ可 当日受付(8時～9時)･
先着順 東西線｢浦安｣駅･JR京葉線｢新浦安｣駅からﾊﾞｽ10分｢東海大浦安高校前｣
徒歩3分 ﾊﾞｽの中から会場が見える 東野2-26 来 無料 く～ぽん下に広告

308

鶴岡八幡宮

～23日 浦安BIGﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

7月23日 (日) 中央区

生実池

3

10時～15時 約30店 1000円 プロ出店可
受付･先着順(前日まで)
雨天中止 京葉道路｢蘇我I.C｣から誉田方面へ100ｍ
無料 ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ主催のﾌﾘﾏ
問:ｾｶﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟファンキッズ ０４３－２０８－１１４７(木曜定休)

●前月号掲載分の千葉県のフリマ中止＆変更情報●
○本誌掲載団体番号98番主催の7月30日(日)富里中央公園は主催者の都合により市原市役所市民広場に変更になりました。

21

千千千千 葉県

7月15日 (土) 我孫子駅南口駅前通り

◎毎月第三土曜日 12時～19時 約30店～100店 2000円
受付 雨天中止
JR常磐線｢我孫子｣駅南口駅前通り商店街周辺にて 出 無料 来 無し
｢夕焼けバザール｣ ※商店街周辺が会場なので車での来場はご遠慮下さい

★フリーマーケット開催情報の掲載は無料です。主催者の皆さん！どしどし情報をお寄せ下さい。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体

千千千千 葉県

7月23日 (日) 船橋 北習志野駅前

12時30分～20時 約70店 出店は締切済 雨天中止 新京成線｢北習志野｣駅前
千葉銀行とﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞの間のﾊﾞｽ通りを歩行者天国に ｢船橋産業市民まつり｣の習志野
台会場 問:商店街振興組合事務所 ０４７－４６７－１８５７(平日13時～16時)

酒々井町中央台公園

(予定) 8時～15時 約50店 2000円 手持出店 プロ可
受付 雨天中止
JR成田線｢酒々井｣駅徒歩5分 出 無料 来 無し 農産物､有機野菜､園芸､
雑貨､衣類､手作り､ｱｳﾄﾄﾞｱ､自転車､その他希望受付 搬入は1時間前までに！！

30

千葉銀座通り

10時～16時 約250店 2500円 プロ可 飲食物やコピー品は不可 手持
受付 雨天中止 JR｢千葉｣駅徒歩10分 パルコ周辺 周辺有料 1日1000円
市街地の中心 若者に人気のフリマ プロ出店や骨董出店も多い

34

市川リサイクルプラザ

10時～15時 約30店 1000円(事前振込) プロ不可
受付 雨天決行
JR総武線｢本八幡｣駅より徒歩10分 出 有料 ｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞの正面 JRの高架下
なので雨でも開催 障害者の為のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 開催歴長く､定着した常連客が多い

35

西白井ｽﾘﾌﾄ･ﾓｰﾙ

◎毎月第二金土曜日＆第四日曜日 ★ 10時～15時 約50店 車2000円 手持
＆FAX受付 雨天翌月 北総開発鉄道｢西白井｣
1000円 プロ不可 ｾﾐﾌﾟﾛ可
駅徒歩5分 根字大山口1918-8
無料 常設ﾌﾘﾏｽﾘﾌﾄﾓｰﾙにも50店の出店有り

225

柏ふるさと公園

★ 10時～15時 約60店 2000円 プロ可 食品､コピー品不可
＆FAX受付
雨天問合せ JR常磐線｢柏｣駅または｢北柏｣駅より徒歩20分
無料
手賀沼に面した公園 近くに文化会館有り 花見会場としても人気の公園

245

アクアわくわく市場

★ 10時～15時 約100店(2ｍ×2ｍ) 1000円 プロ不可
受付 雨天中止
無料
ｱｸｱﾗｲﾝ金田IC､高速ﾊﾞｽ金田停留所脇 木更津市瓜倉217-1
県のｲﾍﾞﾝﾄと同時開催！ 土･日･祝日開催｢ｱｸｱわくわく市場｣でのﾌﾘﾏ

272

パルプラザ幕張前広場

◎毎月第四日曜日 7時～16時 約200店 骨董約100店 手持2700円 車4200円
骨董5000円 プロ可 コピー不可 FAX受付･詳細は で(3日前まで) 小雨決行
無料 ｢幕張ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ市｣
JR京葉線｢海浜幕張｣駅北口より徒歩1分

306

7月25日 (火) 八日市場 本町通り商店街
東金

中央公園

17時～21時 約10店 2500円 出店は締切済 雨天決行 八日市場駅より徒歩5分
無料※台数に限りがあるので注意 市民祭り｢復活！市場祭り｣でのフリマ
模擬店等ｲﾍﾞﾝﾄ多数 問:商工課内祭り実行委員会事務局 ０４７９－７３－００９３
10時～13時 約15店 出店募集は無し 雨天時は翌々日金曜日に延期
東金線｢東金｣駅より徒歩5分 ジャスコ前 付近 有り 近所の主婦のｸﾞﾙｰﾌﾟ
による平日の小規模ﾌﾘﾏ 子供服､婦人服､日用雑貨が中心 ｱｯﾄﾎｰﾑな雰囲気

106

7月28日 (金) ～30日 茂原駅前商店街

9時30分～13時 約20店 無料 プロ出店不可 出店は締切済 雨天中止
JR外房線｢茂原｣駅前フェスタ２０００会場
無し 七夕飾りｺﾝｸｰﾙ､仮装ﾊﾟﾚｰﾄﾞ､
鼓笛隊､もばらおどり等ｲﾍﾞﾝﾄ多数 問:実行委員会 ０４７５－２２－３３６１

7月29日 (土) ～30日 富里 中央ｲﾍﾞﾝﾄ広場

8時～15時 約50店 2000円
受付 JR成田線｢酒々井｣駅､｢成田｣駅よりバス
無料 かなり広い公園 野菜即売や手作り品､模擬ぜりｺｰﾅｰ､
富里町役場隣
園芸､盆栽､その他希望受付可能 ※時間厳守！！(納入は30分～1時間前に！)

30

16時～19時 約50店 2000円 プロ出店可 飲食物可
受付・抽選
雨天中止 JR常磐線｢柏｣駅より徒歩10分 柏3-9-6 付近 有り 若者向けｲﾝ
ﾎﾟｰﾄ衣料品店 高校生～20代の若者が多い ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ､裏原宿系なんでも有り！

180

柏フリークス店舗前
7月30日 (日) 桜木町 (有)大翔 内

10時～17時 屋外約8店･屋内約7店 屋外1000円･屋内1500円･屋内特別室3000円 プロ可
受付･開催日前々日16時まで 雨天時は屋内のみ開催 千葉ﾓﾉﾚｰﾙ｢桜木町｣駅徒歩10分
桜木町230-45
無料 問:(有)大翔 田原･溜池
043-214-6551(平日9時半～16時)

稲毛区 小仲台仲よし公園

10時～16時 約100店 1000円 プロ出店可 出店は締切済 雨天中止
JR総武線｢稲毛｣駅より徒歩7分 出 無料 来 無し ｢稲毛商業文化祭｣ ｲﾍﾞﾝﾄ多数
問:実行委員会 ０４３－２８７－８７０７ FAX０４３－２８７－４０１２

市川市 塩焼中央公園

9時30分～15時 約40店 プロ出店不可
受付 雨天中止
東西線｢妙典｣駅より徒歩 出店者は30～40代中心 毎月1回開催
０４７－３９５－９８１８
問:ＳＳＵ塩焼 佐藤

幕張ＷＢＧ

★ 10時～15時 約180店 2500円 プロ3000円
受付 雨天中止 JR京葉線
｢海浜幕張｣駅南口を出て右のﾂｲﾝﾋﾞﾙ
無し リサイクル家電ｺｰﾅｰ､手作りｺｰ
ﾅｰも人気 駅からすぐで人出多い 車がない人にもオススメ レストラン充実

4

松戸伊勢丹前広場

10時～15時 各日70店 3000円 プロ不可
受付 雨天7月9日に延期
JR常磐線｢松戸｣駅より徒歩3分
有料 常磐線での希少会場
問:関東第二支部 ０４８－８３８－８３０９(火曜･日曜･祝日は休み)

8

市原市役所 市民広場

★ 9時～15時 約100店 2000円 プロ可(要問合せ)
受付 雨天中止
JR内房線｢五井｣駅より市役所方面｢国分寺台｣行バスで20分
無料
チャリティフリマ 全区画が角地 3時まで人出有り ファミレスなども充実

柏

16時～19時 約40店 2000円 ﾌﾟﾛ不可 食品不可
受付 雨天中止
JR常磐線｢柏｣駅より徒歩10分 柏市東上町882番 ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞや裏原宿系などなん
でも有りでおもしろい 若者に人気の会場で来場者が2000人を超えることも!!

180

かずさアカデミアパーク

(予定) 9時～15時 約40店 出店無料!! 原則的に木更津･君津･富津･袖ヶ浦
市の在住･在勤者 食品不可 まずは申込書を請求 屋内開催 JR内房線｢木更
津｣駅よりﾊﾞｽ25分 木更津市矢那1637
無料 多数ｲﾍﾞﾝﾄ同時開催!!

208

船橋総合住宅展示場

10時～16時 約100店 2000円～(2.5×2.5M) プロ出店可
制 JR船橋駅北口徒歩5分 夏見1-3 雨天中止 出 有料
広々とした賑わい会場 来場者も多い！

283

上町公園

来

受付･申込前金
無料

8月 2日 (水) 我孫子市 手賀沼公園

★ 8時～16時 約40店 プロ出店不可 雨天延期 詳細は
JR常磐線｢我孫子｣駅より徒歩10分 手賀沼に隣接した公園

8月 5日 (土) 君津駅南口ロータリー

16時～21時 約40店 出店は締切済 雨天中止 JR内房線｢君津｣駅南口ﾛｰﾀﾘｰから千葉
興銀前交差点にて
無料 ｢市民ふれあい祭り｣ 祭りは5日と6日 工場見学､ｺﾝｻｰﾄ､
物産品即売等催し多数 今月号特集掲載 問:商工会議所 ０４３９－５２－２５１１

～6日 成田
22

公津の杜

問合せ

98

▼く～ぽん有り

8時～15時 約50店 2000円 プロ出店可
受付･先着順 雨天中止 京成
｢公津の杜｣駅の裏 出 無し 来 無料 農産物､園芸､古着､手作り品､車､自
転車等希望受付 事故･盗難等は各自注意 ※時間厳守！搬入は1時間前までに

■フリーマーケットガイドの購読システムが変更になりました。詳細は本誌の裏表紙を参照してください。
フリーマーケットのヘビーユーザー向けの特別会員制度もできました！ 特にプロ出店の方は、特別会員制度の目玉企画
「イベント＆お祭りフリマ出店先取り口コミ情報」がオススメです。特別会員制度についてのお問合せは編集部まで。

58

30

★データ欄に星印のついているフリーマーケットは、会場の本部で本誌の購入が可能です。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

館山

鶴岡八幡宮

～6日 浦安BIGﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

8月 6日 (日) 桜木町 (有)大翔 内

249

◎毎月第一＆第三土曜日(8月から変更) 9時～16時 約50店 2000円
プロ出店可
受付 雨天中止 JR内房線｢館山｣駅より徒歩10分
無料
駅から約1Km 127号旧道沿い ジャスコが目印 館山市八幡76

305

9時～17時 約500店 車3000円 福祉団体無料 プロ可 当日受付(8時～9時)･
先着順 東西線｢浦安｣駅･JR京葉線｢新浦安｣駅からﾊﾞｽ10分｢東海大浦安高校前｣
徒歩3分 ﾊﾞｽの中から会場が見える 東野2-26 来 無料 く～ぽん下に広告

308

10時～17時 屋外約8店･屋内約7店 屋外1000円･屋内1500円･屋内特別室3000円 プロ可
受付･開催日前々日16時まで 雨天時は屋内のみ開催 千葉ﾓﾉﾚｰﾙ｢桜木町｣駅徒歩10分
無料 問:(有)大翔 田原･溜池
043-214-6551(平日9時半～16時)
桜木町230-45

幕張ジャンボＦＭ

10時～16時 約500店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
受付 雨天中止 JR京葉線｢海浜幕
会員4200円 お試し4700円 プロ8200円
張｣駅北口すぐ 周辺有料
古着･古本･おもちゃの寄付受付コーナーあり

市川リサイクルプラザ

◎毎月第一日曜日 10時～15時 約35店 1000円
受付 雨天決行(屋根付)
JR総武線｢本八幡｣駅より徒歩10分 市川市鬼高
有料 JR高架下なので雨で
も安心 映画館やｵﾓﾁｬ屋が入った市内最大級の施設コルトンプラザの正面

79

富津 市民ふれあい公園

10時～15時30分 約150店 プロ可(同料金) 千葉ｺｰﾌﾟ会員(当日会員証持参)＆富
＆FAX受付 雨天中止 ｲｵﾝ富津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ･
津市在住1000円 その他1500円
ｼﾞｬｽｺ前 新富146-2 自由広場３にて
無料 大型ｽｰﾊﾟｰ目の前で来場者多し

282

いなげや袖ケ浦横田店

10時～16時 約50店 2000円 福祉関係無料 プロ可
＆FAX受付･先着順
雨天13日に延期 久留里線｢横田｣駅徒歩3分 袖ヶ浦市横田1915 出 1区画1台
来 無料 ｼﾞｭｰｽｽﾅｯｸｺｰﾅｰ､ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ､ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾅｰ､古本市等 夏祭り併催

320

8月11日 (金) ～12日 西白井ｽﾘﾌﾄ･ﾓｰﾙ

◎毎月第二金土曜日＆第四日曜日 ★ 10時～15時 約50店 車2000円 手持
1000円 プロ不可 ｾﾐﾌﾟﾛ可
＆FAX受付 雨天翌月 北総開発鉄道｢西白井｣
無料 常設ﾌﾘﾏｽﾘﾌﾄﾓｰﾙにも50店の出店有り
駅徒歩5分 根字大山口1918-8

225

8月12日 (土) ～14日 勝浦東急ｻﾆｰﾊﾟｰｸ

15時～18時 約40店(車出店可) 1000円 プロ出店可
受付･先着順 雨天中止
JR外房線｢鵜原｣駅 勝浦市鵜原2192-2
無料 ｢夕涼みﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｣ 隣のｺﾞﾙﾌ場でｶｰﾄ
乗車(有料)や池で釣り(有料)が楽しめる 問:勝浦ｻﾆｰﾊﾟｰｸ ０４７０－７６－２８１８

1

京成谷津駅北口前

◎毎月第二土曜日 10時～18時 約40店 2000円(駐車代込) プロ大歓迎(料金
同じ)
受付 雨天中止 来 無し ｢サンプラザフェスタバザール楽市｣
商店街主催の地域密着型フリマ 出店者の集合時間(朝８時まで)を守って！

29

茂原

◎毎月第二土曜日 13時～20時 約10店 手持500円
受付 飲食可 雨天
決行 JR外房線｢茂原｣駅より8分 出 無料 古くからの商店街のｱｰｹｰﾄﾞにて
家庭の不用品や手作り品を出店する付近住民が多い 模擬店やｲﾍﾞﾝﾄを毎回行う

77

アクアわくわく市場

◎毎月第二＆第四土曜日 ★ 10時～17時 約30店(4.85×2.35) 1000円 プロ
受付 雨天翌日 ｱｸｱﾗｲﾝ金田IC､高速ﾊﾞｽ金田停留所脇 木更津市瓜倉
不可
217-1
無料 土･日･祝日開催｢ｱｸｱわくわく市場｣でのﾌﾘﾏ 地場産物品の販売

272

野田市スポーツ公園

★ 10時～16時 約80店 市内1500円 市外2000円 プロ3000円（2.5×2.5ｍ）
受付・申込前金制 雨天中止 東武野田線｢野田市｣駅下車 野田市木野崎
出 有料 来 無料 アウトドアで賑わう公園でのフリーマーケット

283

～13日 野田GAP21青空市場

★ 10時～16時 約60店 車出店2500円 手持出店1500円 プロ車出店3500円
受付･申込前金制 雨天中止 東武野田線｢愛宕｣駅下車
手持出店2500円
徒歩5分 扇屋ジャスコ隣 出 有料 来 無料 人出多く年齢層も幅広！

283

ニコニコ小売市場姉崎店

◎毎月第二土曜日 9時～13時 約50店 500円 プロ出店可
受付
雨天中止 JR内房線｢姉崎｣駅より徒歩10分 国道16号線より姉崎教習所の交差
無料
点を鴨川方面へ､2つ目の信号を左折700ｍ先 姉崎818-1 駐車場にて

307

榎町商店街

8月13日 (日) 佐倉 ユーカリが丘南公園

9時～15時 約100店 3000円 会員制(年会費2000円) 手持出店 当日受付
プロ不可 雨天中止 京成本線｢ユーカリが丘｣駅より徒歩15分またはﾓﾉﾚｰﾙ
公園駅下車すぐ
有料 住宅街のなかにあり、主婦の出店が多い会場

3

蓮沼海浜公園

10時～16時 約50店 2000円 プロ不可 飲食物不可 開催月1日～ 受付･
先着順 雨天翌週 東金有料道路山田ICより126号線を銚子方面に走ると標識
有り 山武郡蓮沼村曙
無料 大きい会場で家族連れに人気 売店有り

125

京成津田沼駅前広場

◎毎月第二日曜日 9時～16時 約50店 2000円(2.5×2.5ｍ) プロ不可
受
付 雨天中止 JR総武線｢津田沼｣駅からは徒歩15分 出 無料 周辺住民にも
認知 駅前につき人通り多数 津田沼商店街共同組合主催｢ワイがやﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｣

170

鴨川 一戦場スポーツ公園

◎毎月第二日曜日 10時～15時 約30店 500円 プロ不可
受付 雨天
中止 JR外･内房線｢安房鴨川｣駅からバス10分｢八岡海岸｣下車徒歩10分 鴨川
市貝渚3277 出 無料 芝生広場にて ﾃﾆｽｺｰﾄや体育館､ ｽｰﾊﾟｰｽﾗｲﾀﾞｰ等がある

207

8月14日 (月) 夷隅町 刈谷横町通り

18時～21時30分 約10店 新規出店者の募集は無し 雨天時は翌日に延期
JR外房線｢大原｣駅乗換え夷隅鉄道｢国吉｣駅下車徒歩5分
無料 ｢夷隅町ふれあい
納涼まつり｣でのﾌﾘﾏ ｲﾍﾞﾝﾄ有り 問:産業課商工観光係 ０４７０－８６－２１１１

8月15日 (火) 木更津 富士見通り

15時～20時 約60店 2000円 詳細は7月中旬の広報参照 雨天中止
JR内房線｢木更津｣駅より徒歩5分
無し ｢第53回木更津港まつり｣
夕方は花火大会が行われる 問:商工会議所 ０４３８－３７－８７００

8月19日 (土) ～20日 木更津東部商店街

11時～21時 2日で約150店 1500円 プロ出店可 食品不可 コピー品不可
問合せ 雨天中止 JR内房線｢木更津｣駅東口すぐ
無料
商店会主催｢木更津東口びっくり市｣ 問:紗瑠夢 ０４３８－２２－３０８４

～20日 八街

栄町商店会

我孫子駅南口駅前通り

★ 12時～21時 約50店 1日2000円･2日3000円 プロ不可 クジ不可 手持
受付 雨天中止 JR総武本線｢八街｣駅より徒歩3分
無料 夏祭り同時開催
ﾌﾘﾏはｻﾌﾞ会場の商店街にて ﾒｲﾝ会場の公園ではｲﾍﾞﾝﾄ多数 今月号の特集掲載!!
◎毎月第三土曜日 12時～19時 約30店～100店 2000円
受付 雨天中止
JR常磐線｢我孫子｣駅南口駅前通り商店街周辺にて 出 無料 来 無し
｢夕焼けバザール｣ ※商店街周辺が会場なので車での来場はご遠慮下さい

■各開催情報の中にはできるだけ駐車場の有無を掲載しております。多くのフリーマーケット会場が違法駐車の問題で困って
います。｢ 無し」と掲載されているフリマ会場へは公共の交通機関を利用してご来場下さい。
駐車場の有無がわからない場合は直接主催者にお問合せ下さい。違法駐車は絶対にしないで下さい。

37
304
23

千千千千 葉県

8月 5日 (土) 野田市 けやき夢ロード

団体

15時～ 約100店 1000円 プロ不可 未成年のみ不可 往復葉書受付･７月１５日
消印有効!! 住所･氏名･年齢･ ･品目明記 〒278-8550野田市鶴奉7-1 商工課宛
東武野田線｢愛宕｣駅より徒歩10分 ｢野田七夕まつり｣ 下町ｻｰﾋﾞｽ店会通り

★主催者の連絡先は本誌巻末に掲載しています。開催情報の右端の番号と照し合せて連絡して下さい
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体

千千千千 葉県

8月19日 (土) 館山

鶴岡八幡宮

8月20日 (日) 柏ふるさと公園

◎毎月第一＆第三土曜日(8月から変更) 9時～16時 約50店 2000円
受付 雨天中止 JR内房線｢館山｣駅より徒歩10分
プロ出店可
駅から約1Km 127号旧道沿い ジャスコが目印 館山市八幡76
無料

305

9時～17時 約128店 3000円(うち1000円は協賛金) 葉書＆FAX受付 〒277-0852柏市
旭町4-4-23 千代田造花内｢手賀沼ｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌﾘﾏ係｣ 折返し申込書 小雨決行 ｢北
柏｣駅徒歩15分 出 無料 来 無し 問: 0471-45-3137 FAX０４７１－４５－３１３９

幕張ジャンボＦＭ

10時～16時 約500店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
受付 雨天中止 JR京葉線｢海浜幕
会員4200円 お試し4700円 プロ8200円
張｣駅北口すぐ 周辺有料
古着･古本･おもちゃの寄付受付コーナーあり

1

幕張ＷＢＧ

(予定) ★ 10時～15時 約180店 2500円 プロ3000円
受付 雨天中止
JR京葉線｢海浜幕張｣駅南口を出て右のﾂｲﾝﾋﾞﾙ
無し リサイクル家電ｺｰﾅｰ､
手作りｺｰﾅｰも人気 駅からすぐで人出多い 車がない人にもｵｽｽﾒ ﾚｽﾄﾗﾝ充実

4

中郷記念館

◎毎月第三日曜日 10時～15時 約50店 500円 プロ可(制限あり)
受付
雨天中止 木更津市井尻951 出 無料 特別養護老人ﾎｰﾑのロータリーにて
飲食関係が3～5店くらい出てる 出店者は若めの人 来場者は幅広い年齢層

38

市原市役所 市民広場

★ 9時～15時 約100店 2000円 プロ可(要問合せ)
受付 雨天中止
JR内房線｢五井｣駅より市役所方面｢国分寺台｣行バスで20分
無料
チャリティフリマ 全区画が角地 3時まで人出有り ファミレスなども充実

98

豊四季ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

◎毎月第三日曜日 ★ 9時～16時 約36店 1000円 プロ出店可 生物･食品
受付 雨天時は翌週 東武野田線｢豊四季｣駅より徒歩3分 出 無料
不可
(1店につき1台分) 会場は酒屋･生鮮食料品店などが入ったｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ中庭

かがやきの郷

8月26日 (土) 鎌ヶ谷市 貝柄山公園

266

12時～20時 約100店 出店は締切済 雨天時は翌日 新京成線｢初富｣駅より徒歩10分
初富本町2丁目
無し 市民夏祭りでのフリマ 舞台発表や抽選会等､公園内でｲﾍﾞﾝﾄ
多数開催 問：社会教育課文化係 夏祭り事務局 ０４７－４４５－１１４１

習志野市リサイクルプラザ

10時～14時 約25店 無料 1組1区画のみ 市内在住･在勤者のみ プロ不可 開催月
の1日から 受付 雨天中止 京葉線｢新習志野｣駅より徒歩10分 芝園3-2-2
無料
再生品抽選会と同時開催 問：習志野市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ ０４７－４５３－０５３０

～27日 富里中央公園

★ 9時～15時 約60店 2000円 福祉関係は無料 プロ可(要問合せ)
受付
雨天問合せ 京成線｢成田｣駅より八街･芝山方面行バスで20分 富里町役場隣
無料 ｢富里ふれあいﾌﾘﾏ｣ 人気あるので早めに申込を!
イベント広場にて

パルプラザ幕張

◎毎月第二＆第四土曜日 10時～15時 約100店 出店はｺｰﾌﾟ組合員のみ
雨天中止 JR京葉線｢海浜幕張｣駅北口徒歩2分またはJR総武線｢幕張本郷｣駅よ
りﾊﾞｽで10分 ﾎﾃﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ幕張隣 来 有料 8月26日開催以降しばらく休み

117

千葉北パラダ屋上駐車場

◎毎月第四土曜日 ★ 10時～15時 約50店 手持(2ｍ×3ｍ)1000円 車出店
＆FAX受付 雨天翌月 千葉北I.Cより
(5ｍ×4ｍ)2000円 プロ出店不可
車で5分
無料 リサイクル､手作り､初めての方大歓迎！！

225

～27日 浦安BIGﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

9時～17時 約500店 車3000円 福祉団体無料 プロ可 当日受付(8時～9時)･
先着順 東西線｢浦安｣駅･JR京葉線｢新浦安｣駅からﾊﾞｽ10分｢東海大浦安高校前｣
下車徒歩3分 ﾊﾞｽの中から会場が見える 浦安市東野2-26 来 無料

308

8月27日 (日) 船橋 北習志野駅前通り

98

◎毎月第四日曜日 12時～16時 出店募集は無し 雨天中止
新京成線｢北習志野｣駅すぐ ｢歩行者天国ＪＵＪＵきたなら｣
育成団体などによるフリーマーケット＆らくがき大会 地域密着型で人気

市川市 塩焼中央公園

(予定) 9時30分～15時 約40店 プロ出店不可
受付 雨天中止
東西線｢妙典｣駅より徒歩 出店者は30～40代中心 毎月1回開催
問:ＳＳＵ塩焼 石坂
０４７－３９６－１７３１

桜木町 (有)大翔 内

10時～17時 屋外約8店･屋内約7店 屋外1000円･屋内1500円･屋内特別室3000円 プロ可
受付･開催日前々日16時まで 雨天時は屋内のみ開催 千葉ﾓﾉﾚｰﾙ｢桜木町｣駅徒歩10分
桜木町230-45
無料 問:(有)大翔 田原･溜池
043-214-6551(平日9時半～16時)

千葉銀座通り

10時～16時 約250店 2500円 プロ可 飲食物やコピー品は不可 手持
受付 雨天中止 JR｢千葉｣駅徒歩10分 パルコ周辺 周辺有料 1日1000円
市街地の中心 若者に人気のフリマ プロ出店や骨董出店も多い

西白井ｽﾘﾌﾄ･ﾓｰﾙ

◎毎月第二金土曜日＆第四日曜日 ★ 10時～15時 約50店 車2000円 手持
1000円 プロ不可 ｾﾐﾌﾟﾛ可
＆FAX受付 雨天翌月 北総開発鉄道｢西白井｣
駅徒歩5分 根字大山口1918-8
無料 常設ﾌﾘﾏｽﾘﾌﾄﾓｰﾙにも50店の出店有り

225

手賀沼公園

★ 10時～15時 約60店 2000円※社会福祉関係は半額 プロ出店可 飲食物､
コピー品不可
＆FAX受付 雨天時は翌週に延期 JR常磐線｢我孫子｣駅より
無料 手賀沼に隣接した公園で人出多し
徒歩10分

245

パルプラザ幕張前広場

◎毎月第四日曜日 7時～16時 約200店 骨董約100店 手持2700円 車4200円
骨董5000円 プロ可 コピー不可 FAX受付･詳細は で(3日前まで) 小雨決行
JR京葉線｢海浜幕張｣駅北口より徒歩1分
無料 ｢幕張ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ市｣

306

8月29日 (火) 千葉中央公園

34

10時～15時 約50店 2000円(タタミ2畳分)
受付 雨天中止
JR｢千葉｣駅より徒歩5分 千葉ﾊﾟﾙｺ前
無し ﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄ10周年記念で初開催ﾌﾘﾏ
問:カットパーマともとも ０４３－２９４－１９００(～17時)

■埼玉県

埼埼埼埼 玉県

毎週土日

北葛飾郡

杉戸高野台

毎週日曜日 みらくる店舗前
7月15日 (土) 埼玉スポーツセンター
24

9時～15時 車出店 約50店 3000円(6×6ｍ) プロ出店可
受付・先着順
雨天中止 東武伊勢崎線｢杉戸高野台｣駅15分
無料 杉戸町高野台2-4
問：足立リサイクル促進友の会 ０３ー３８４０ー６９８７
9時～18時 約60店 車出店2500円 手持出店1500円 プロ可 食品可
受
付・先着順 雨天中止 東武線｢草加｣駅より徒歩20分 草加市遊馬町529－1
無料 リサイクル&バラエティショップ｢みらくる｣店輔前､200坪位の場所にて

300

10時～15時 約200店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
会員3700円 プロ5200円 ※お試しは無し
受付 雨天決行(屋根付) 関越
所沢ICか東上線｢みずほ台｣駅より約2.5km 所沢市南永井1125 ｺﾞﾙﾌ､ﾊﾟﾁﾝｺも有

1

■フリーマーケット開催スケジュール表の右端（団体）に記されている番号と、フリーマーケットガイド34～35ページの「首
都圏主催団体連絡先」の番号を照らし合わせて、各主催団体に「フリーマーケットガイドを見たんですけど～」と言ってお
問合せください。

★ｽﾍﾟｰｽの都合上､毎月定期的に開催されている会場は7月のみを掲載し8月分を省略しています。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体
10時～16時 約100店 車出店1200円 手持出店600円 プロ出店可 市外の方OK
受付・先着順 雨天決行(地下2階) JR久喜駅前のダイエー 出 無料 来 有料
問：Ａ２ ０４８０ー２３ー２２２６

志木丸井屋上

10時30分～15時 約85店 2500円 プロ不可
受付
雨天7月22日に延期 東武東上線｢志木｣駅の駅前
ﾔﾝｸﾞからﾌｧﾐﾘｰまで幅広い出店層の来場が見込まれる

香取神社 境内

★ 10時～14時 約50店 1000円 手持 プロ不可 酒類､食品不可
受付
雨天中止 東武伊勢崎線｢北越谷｣駅東口より徒歩5分 越谷市大沢3-13-38
旧4号線沿い
無し 主催:大沢三丁目商店会 30～40代の女性の参加が多い

194

東武動物公園前

★ 10時～16時 約70店 プロ3500円 アマ･手作り･コレクター2500円 車出店
前金制
受付 東武伊勢崎線｢動物公園前｣駅徒歩10分 北葛飾郡宮代町百間
町役場そば 東口ゲート前 出 有料 来 無料 新鮮野菜の大特売が人気

283

7月20日 (祝) 行田 城址公園

7

10時～15時 約60店 出店は締切済 雨天決行（屋根無し） 秩父線｢行田市｣駅より
徒歩7分 忍城跡 付近無料 有り ｢ふるさと ふれあいフェア｣でのフリマ
問：青年会議所 ０４８５－５６－４１１５

浦和祭り南浦和会場

14時～20時 出店は締切済 JR｢南浦和｣駅東口前すぐ 東口大通り
問：南浦和商店会
０４８－８８２－３４０７(10時～13時)
０４８－８８２－９３２１

～23日 べに花ふるさと館

9時～17時 1000円 ﾊﾟﾗｿﾙ付ﾃｰﾌﾞﾙ300円 出店は締切済 JR｢桶川｣駅より徒歩30分又
無料 7月20日～23日はｵｰﾌﾟﾝｲﾍﾞﾝﾄ
はバス｢細谷｣下車徒歩5分 桶川市大字加納419-1
だがそれ以降でも出店可能 問合せを 問:べに花ふるさと館 ０４８-７２９-１６１１

深谷市 上柴中央公園

9時30分～15時 約90店 2000円(3×3ｍ) プロ不可 骨董キャラクター可
受付 雨天時は７月２３日に延期 高崎線｢深谷｣駅北口より徒歩15分
無料 イトーヨーカ堂に隣接しているので､いつも買い物客で賑わう

281

浦和

11時～16時 約100店 2000円 プロ出店不可
＆FAX受付･先着順 雨天中
止 雨天時は次回開催月に変更 武蔵野線｢西浦和｣駅徒歩15分 新大宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ
より｢さくら草公園入口｣下車 秋ヶ瀬橋左側 浦和市田島 FAX24時間受付

309

さくら草公園

★ 10時～16時 約100店 アマ2000円 手作り3000円 プロ5000円
手持出店
受付 雨天中止 JR｢大宮｣駅より徒歩3分
有料
オクタリフォームフェア協賛 昨年は5000人が来場

2

～23日 ﾕﾈｽｺ村大恐竜探険館

9時～16時 約150店 手持:3000円 車出店:4000円･プロ5000円(ともに駐車場
料金別) 会員制(年会費2000円) 当日受付
1100円 西武池袋線
｢西武球場前｣駅すぐ 出店者の方に恐竜探険館の無料ﾁｹｯﾄをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ!

3

大里郡妻沼町 聖天山境内

◎毎月第二＆四土曜日 10時～16時 約50店 2000円 車出店可 プロ可(条件
受付 雨天中止 JR高崎線｢熊谷｣駅より東武バス太田西小泉行｢聖天前｣
付)
下車 国道407号沿 登戸交差点より市街地方面へ 大字妻沼1511
無料

61

～23日 かすかべ湯元温泉

★ 10時～16時 200店 2000円～ 東武伊勢崎線｢春日部｣駅よりバスで10分
出 有料 来 無料 県内一の大型本格的健康ランド 毎月平均4万人の来場者
が入浴！ ちびっこプレゼントゲーム大会や中古車オークション実施も

283

7月22日 (土) ～23日 大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ

7月23日 (日) 蕨市民公園

11時～16時 約80店 3000円 プロ出店可 出店は締切済 JR｢蕨｣駅東口より15分
無料 サマーパークフェスティバルでのフリーマーケット ｲﾍﾞﾝﾄ多数有り
問：森
０９０－３４７７－７４９５

越谷 ガスト赤山店駐車場

10時～14時 約20店 無料 車出店 出店は近隣の方 プロ不可
受付
雨天中止 東武伊勢崎線｢越谷｣駅徒歩10分 赤山町5-7-52 来 無し
問:FMおるがん ＆FAX０４８９－４２－５３２３(平日13時～19時)

羽生市民プラザ

9時～16時30分 約36店 1000円 直接窓口にて受付･先着順 市内在住･在勤者のみ
東武伊勢崎線｢羽生｣駅徒歩10分 羽生市中央3-7-5 雨天決行（屋内開催） 無し
問：羽生市民プラザ商工課 ０４８ー５６０ー３１１１

越谷市 サンシティ前広場

10時～13時 約30店 500円 出店は締切済 市内在住者 プロ不可 詳細は市報に
掲載 雨天中止 東武伊勢崎線｢新越谷｣駅徒歩5分 ﾀﾞｲｴｰ隣
無し
年数回開催ﾘﾕｰｽﾌｪｱ 問:消費生活ｾﾝﾀｰ ０４８９－６５－８８８６

岩槻駅前クレセントモール

10時～15時 約30店 1000円 プロ出店不可
いわつき祭りでのフリーマーケット
問:事務局 048-758-7300

コモディイイダ吉川店

10時～15時 約50店 1000円 プロ不可 往復葉書受付(7月18日必着) 〒342-0000吉川特
定土地区画整理事業84街区 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ吉川店ﾌﾘﾏ担当佐藤宛(住所､名前､年齢､ 明記)
無料 問: ０４８９－８２－１４１１
雨天中止 武蔵野線｢吉川｣駅よりバス

北浦和

10時～15時 約50店 一般1000円 プロ2000円 手持出店
受付
JR埼京線｢北浦和｣駅東口より徒歩1分
無し
『ﾏﾙｴﾂ』の入っている『HOPﾋﾞﾙ』屋上にて 3Fには常設ﾓｰﾙ『HOP100彩』も!

1

大宮 丸井屋上

10時～15時 約130店 2500円 手持出店 プロ出店不可
雨天時は7月29日に延期 JR｢大宮｣駅すぐ
有料
出店は20～30代の女性が多いが､幅広い層の来場あり

8

所沢

10時30分～15時 約100店 2500円 プロ出店不可
受付
雨天時は7月29日に延期 西武池袋線｢所沢｣駅前
無し 駅からすぐ
問:関東第二支部 ０４８－８３８－８３０９(火曜･日曜･祝日は休み)

HOPビル屋上

丸井屋上

出店は締切済

小雨決行

有料

受付

8

本庄 あぐり農産物直売所

◎毎月第二＆第四土曜日 ★ 10時～15時 約30店 1000円 手持 プロ可
食品不可
受付 雨天中止 高崎線｢本庄｣駅より徒歩13分 本庄市前原2丁目
無料 新鮮な農産物も買うことができておトクな会場

コモディイイダ東浦和店

9時～15時 約50店 2000円(諸経費として) プロ不可 往復葉書受付･抽選
〒336-0091 浦和市大間木1733 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ東浦和店宛 雨天決行(屋根無し)
武蔵野線｢東浦和｣駅より徒歩15分 正面駐車場にて 無料 1区画1台のみ

151

松伏町ふれあい広場

◎毎月第四日曜日 9時～12時 約60店 無料(3×2ｍ) 手持
受付(開催月
1日から) 雨天中止 東武伊勢崎線｢北越谷｣駅より野田市駅行バス15分｢松伏｣
下車徒歩5分 松葉1-5-4 郵便局隣
無料 何でも出店OK 近隣住民の参加中心

173

◎本誌編集部では皆様からのお便りをお待ちしています。あちらのフリマは良かったとか、こちらのフリマはさっぱりだった
等、もちろん本誌に対する要望、苦情、アドバイスetc.なんでも結構です。本誌編集部までＦＡＸか郵送でお願いします。
ＦＡＸ：０４７－４７４－９５６０ 〒２７５－００１６千葉県習志野市津田沼２－３－４４ フリーマーケットガイド宛

87

25

埼埼埼埼 玉県

7月16日 (日) ダイエー久喜店地下２階

★一部の書店で本誌購入が可能です。購入可能なお店は編集部までお問合せ下さい。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

埼埼埼埼 玉県

7月23日 (日) 荒川彩湖公園
いなげや上尾沼南店
7月29日 (土) 行田市駅前通り
～30日 所沢 西武ドーム

7月30日 (日) 川口総合文化センターﾘﾘｱ

団体

11時～16時 約100店 2000円 プロ出店不可
＆FAX受付･先着順 雨天中
止 雨天時は次回に延期 武蔵野線｢西浦和｣駅より徒歩15分 浦和市田島堤外
無料 荒川の土手沿い､遊具､芝生広場､軽食ｺ-ﾅｰ有り FAX24時間受付

309

9時～16時 約70店 2000円 福祉関係無料 プロ可
＆FAX受付･先着順
雨天中止 埼玉新都市線｢沼南｣駅前 大字原町2254 出 1区画1台 来 無料
ｼﾞｭｰｽｽﾅｯｸｺｰﾅｰ､屋台､店頭青果青空市､お祭り広場､ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ等 夏祭り併催

320

17時～21時 約40店 道路使用手数料4m×2m 2500円(2000円個人負担/500円実行委員負
担) 出店は市内在住･在勤者 プロ不可 出店は締切済 秩父鉄道｢行田市｣駅より徒歩
2分 浮き城まつり 問：実行委員 ０９０４-５９８-５７６２
10時～18時 約500店 手持出店:3000円 新品プロ5000円 会員制(年会費
2000円)
受付 雨天決行 西武線｢西武球場前｣駅
有料 入場料:大人
500円 小人300円 ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ､ﾐﾆSL､縁日､着ぐるみｼｮｰなど盛り沢山!
10時～15時 約300店 出店は締切済み プロ不可 小雨決行
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙでのフリマ リリア館内及び野外広場にて
問：川口総合文化センター ０４８－２５８－２０００

無し

3

国際文化交流

所沢航空記念公園

10時～15時 約300店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
往復葉書受付･抽選 雨天中止 西武新宿線｢航空公園｣駅徒歩8分 園内中央の
無し 車での来場不可！ 典型的ﾌｧﾐﾘｰﾌﾘﾏ 衣類回収あり
放送塔下にて

1

草加 丸井屋上

10時30分～15時 約80店 2500円 手持出店 プロ出店不可
受付
雨天時は4月25日に延期 東武伊勢崎線｢草加｣駅前 有料 有り
主婦やファミリー層の参加が中心 駅が近いので車のない人にも便利

7

庄和町総合公園

9時～15時 約120店 2000円 手持出店 プロ出店不可
受付 雨天中止
東武野田線｢南桜井｣駅より徒歩15分 北葛飾郡大字金崎 町役場隣
無料
毎月の開催が定着した会場 池のそばの見晴らしの良いきれいな公園

61

北葛飾郡

★ 9時～15時 100店 車出店2000円
受付 雨天中止
東京方面から旧日光街道を幸手方面へ 山田うどんの隣 杉戸町高野台2-4
無料 フリマには絶好の季節です！広い会場で楽しみましょう！

75

杉戸会場

みさと公園

★ 10時～15時 約70店 2000円 手持出店
受付 雨天中止 JR武蔵野線
｢三郷｣駅から東武バス金町駅行きで｢高州｣下車徒歩8分 高州3丁目地内
無料 川沿いの気持ちのいい公園 老舗会場
▼く～ぽん有り

134

いなげや毛呂店

9時～16時 約67店 2000円 福祉関係無料 プロ可
＆FAX受付･先着順
雨天中止 東武越生線｢東毛呂｣駅前 毛呂山町大字岩井1498-2 出 1区画
1台 来 無料 ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ､ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾅｰ､ｼﾞｭｰｽｽﾅｯｸｺｰﾅｰ等 売上の一部は寄付

320

8月 5日 (土) 白岡町庁舎駐車場

10時～12時 30店 町内在住､在勤者のみ 雨天決行(屋根有り) 無料 多少有り
白岡町大字千駄野432 白岡祭りでのフリマ ｲﾍﾞﾝﾄ多数有り 詳細は広報で確認を
問：生活環境課環境衛生係 ０４８０－９２－１１１１内線１５２

春日部特養ホーム清寿園

14時～18時 約15店 2000円 東武野田線｢八木沢｣駅より徒歩25分
無料 特養ホーム清寿園の夏祭り
春日部市内牧2072
問：フリーマーケットクラブ
０４８９ー３６ー４０２４(11時～14時)

皆野町本町通り商店街

18時30分～21時 約30店 無料(ｺﾝﾊﾟﾈ1000円) プロ可
受付･7月1日～24日締切
無料 ｢皆野町七夕まつり｣
小雨決行 秩父鉄道｢皆野｣駅徒歩1分
問:皆野町商工会 ０４９４－６２－１３１１

～6日 朝霞市 市民祭り

飯能

大通商店街内

8月 6日 (日) 庄和町総合公園

12時～ 会場は陸上競技場と野球場の間
賑わう 他にも市民祭りのイベント多数
東武東上線｢朝霞｣駅より徒歩10分

出店は締切済

約100店ぐらいが出店して

18時～21時 約50店 1000円 ﾌﾟﾛ可 食品可 往復葉書受付 〒357-0038 飯能市
仲町21-21 田辺哲生宛(希望日､区画数明記)1ヶ月前締切後ｷｬﾝｾﾙ待 雨天中止
西武池袋線｢飯能｣駅北口徒歩7分 本町8-1 駐車場にて 出 無料 来 無し

48

10時～15時 約100店 2000円 プロ出店可
受付 雨天中止
東武野田線｢南桜井｣駅徒歩15分 北葛飾郡庄和町総合公園ﾒｲﾝﾓｰﾙにて 16号線沿
無料 問:とみーの会 ０９０－４２０６－７４７８(9時～12時･17時～18時)

川口市営オートレース場前

12時30分～17時 約100店 3000円 プロ出店不可 出店は締切済
西川口駅よりバス
無料 たたら祭花火､ｺﾝｻｰﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ多数
問：トラック共同組合内事務局 ０４８－２８５－１４２１

川越

★ 10時～14時 約80店 2000円 手持出店 プロ不可 当日受付(朝9～10時)
雨天は翌週 JR｢川越｣駅東口よりバス｢伊佐沼冒険の森｣下車徒歩5分 大字伊佐
無料 路上駐車厳禁! バラエティに富んだ内容で楽しめる
沼字沼田町584

47

所沢コンセールタワー

9時～14時 約66店 500円 プロ不可 会場にて次回の出店者の受付
雨天中止 西武線｢所沢｣駅徒歩8分 寿町3丁目 周辺有料 有り
開催歴の長い人気会場

49

飯能市民会館

◎毎月第一日曜日 9時～15時 約30店 500円 プロ不可
受付 空きが
あれば当日も 雨天決行(屋根なし) 西武線｢飯能｣駅徒歩15分 大字飯能226-2
前広場にて
無料 骨董市の出店も募集中（約20店 3000円 要古物商免許）

60

神川町運動広場

★ 10時～16時 約70店 2000円 車出店可 プロ出店可 食品不可
受付
雨天中止 八高線｢丹荘｣駅より徒歩5分 関越自動車道｢本庄｣ICより車で15分
国道254号線沿い
無料 前が｢道の駅｣になっていて分かりやすい場所

87

まつぶし記念公園

★ 10時～15時 約30店 2000円 手持出店
受付 雨天中止 東武伊勢崎
線｢北越谷｣駅よりエローラ行きバス｢中央公民館前｣下車すぐ
無料 松伏高
校前 池や風車のある､大きくてきれいな公園 偶数月開催
▼く～ぽん有り

伊佐沼公園

134

8月 8日 (火) 川越 蓮馨寺ﾏﾆｱ･ｺﾚｸﾀｰ市

8時～14時 約20店 1ﾌﾞｰｽ5000円 FAX受付 当日受付無し 手持 雨天中止
西武新宿線｢本川越｣駅徒歩5分
無し 古いﾌﾞﾘｷやｿﾌﾋﾞのｵﾓﾁｬ､ﾉﾍﾞﾙﾃｨｸﾞｯｽﾞ
(企業物)ｱﾝﾃｨｰｸ･ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞに限定したｺﾚｸﾀｰ市 鑑定ｺｰﾅｰあり!

1

8月12日 (土) ～13日 川越ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ

9時～16時 約100店 手持出店:アマ･中古プロ3000円 新品プロ5000円 会費
制(年会費2000円) お試し(ｱﾏﾁｭｱのみ)3500円
受付 雨天決行(屋内開催)
西武新宿線｢本川越｣駅すぐ 駅ビル内
1日1000円 有名ホテル内での開催

3

26

■本誌掲載の開催情報を編集部の許可なく無断でコピーすることを固く禁じます。著作権法に違反することになります。
また、本誌掲載の開催情報を無断転載したり、無断再加工して他の媒体（インターネットのホームページなども含む)に掲載
することを固く禁じます。

★会場によりその地域の在住者しか出店できない場合がありますので、情報をよく確認して下さい。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体
12時～17時 約45店 無料 プロ出店不可 開催の1ヶ月前の第２土曜日の朝
９時から次の月の出店の申込を で受付(その日のうちに締切られる事が多い)
京浜東北線｢川口｣駅よりバス｢本町1丁目｣下車すぐ 出 有り 来 無し

188

8月13日 (日) 本庄 あぐり農産物直売所

◎毎月第二＆第四土曜日 ★ 10時～15時 約30店 1000円 手持 プロ可
食品不可
受付 雨天中止 高崎線｢本庄｣駅より徒歩13分 本庄市前原2丁目
無料 新鮮な農産物も買うことができておトクな会場

87

三郷団地 商店街広場

★ 10時～15時 約100店 1000円(2×2) 古新聞等を持参で300円ﾊﾞｯｸ プロ不可
受付 雨天中止 武蔵野線｢新三郷｣駅の上り線ﾎｰﾑから15分･下り線ﾎｰﾑからは
5分 首都高｢三郷｣ICから車で3分 三郷市彦成3-7
無し ｾﾝﾀｰﾓｰﾙ商店街広場

177

ﾀﾞｲｴｰ志木店前歩行者天国

◎毎月第二日曜日 13時～17時30分 約50店 ｱﾏ3000円 ﾌﾟﾛ4000円 プロ出
店可 食品は製品なら可
受付 雨天中止 東武東上線｢志木｣駅北口より
徒歩3分 出 1台1000円 来 無し 駅が近いので人通り多く､客層も幅広い

217

レイクサイドパーク宮沢湖

10時～16時 約80店 2000円 プロ不可 往復葉書受付･先着順(2週間前締切･内
容､数量､価格帯明記) 〒357-0001飯能市宮沢27-1 ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ宮沢湖宛 雨天
無料
は翌週 西武池袋線｢飯能｣駅より高麗川駅行バス7分｢宮沢湖｣下車2分

223

入間市リサイクルプラザ

◎毎月第二日曜日 10時～15時 約25店 1000円 出店は市内在住･在勤者
プロ不可
受付･先着順(毎月1日8時30分～正午) 雨天は館内 西武池袋線
無料
｢入間市｣駅よりてぃーロードバス30分｢ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ館｣下車 新久127-1

255

8月19日 (土) 埼玉スポーツセンター
～20日 所沢

食鮮市

～20日 東武動物公園前

8月20日 (日) ダイエー久喜店地下２階

10時～15時 約200店 手持:会員2700円 お試し3200円 プロ4200円 車出店:
受付 雨天決行(屋根付) 関越
会員3700円 プロ5200円 ※お試しは無し
所沢ICか東上線｢みずほ台｣駅より約2.5km 所沢市南永井1125 ｺﾞﾙﾌ､ﾊﾟﾁﾝｺも有

1

9時～16時 約100店 1F会場4000円 8F入口広場3000円 お試し:1F会場4500円
8F入口広場3500円 プロ不可
受付雨天決行(屋内開催) 西武線 ｢所沢｣駅
東口より徒歩2分 食鮮市のビルにて 出 1日500円 所沢駅前のビルで開催

3

★ 10時～16時 約70店 プロ3500円 アマ･手作り･コレクター2500円 車出店
前金制
受付 東武伊勢崎線｢動物公園前｣駅徒歩10分 北葛飾郡宮代町百間
町役場そば 東口ゲート前 出 有料 来 無料 新鮮野菜の大特売が人気

283

10時～16時 約100店 車出店1200円 手持出店600円 プロ出店可 市外の方OK
受付・先着順 雨天決行(地下2階) JR久喜駅前のダイエー 出 無料 来 有料
問：Ａ２ ０４８０ー２３ー２２２６

戸田市ふる里祭歩行者天国

12時～20時 約70店 1000円 プロ不可 出店は市内在住者のみ 出店は で問合せ
JR｢戸田｣駅東口より徒歩8分 ふるさと祭でのﾌﾘﾏ 来 無し 歩行者天国の通路にて
今月号特集掲載!! 問：戸田市ふるさと委員会 ０４８－４４７－０６００

三郷市役所駐車場

10時～16時 約100店 出店は締切済 雨天時は翌週 JR三郷駅より市役所経由のバス
で10分 三郷市花和田 無料 有り ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ同時開催

所沢航空記念公園

10時～15時 約300店 会員2700円 お試し3200円 プロ出店不可 手持出店
往復葉書受付･抽選 雨天中止 西武新宿線｢航空公園｣駅徒歩8分 園内中央の
放送塔下にて
無し 車での来場不可！ 典型的ﾌｧﾐﾘｰﾌﾘﾏ 衣類回収あり

8月26日 (土) 蓮田 根ヶ谷戸公園横広場

10時～17時 約30店 無料 プロ出店不可 出店は締切済
無料 雨天時翌日
蓮田市民祭でのフリーマーケット
問：市民祭り実行委員会 ０４８ー７６４ー３３２２

1

蓮田市馬込

～27日 戸田ボート大駐車場

10時～16時 約100店 手持:会員･お試し2700円 プロ3700円 車出店:会員･
受付 雨天中止 JR｢戸田公園｣駅より約2km
お試し3200円 プロ4200円
バスなら10分
1回500円 ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ協賛行事

大里郡妻沼町 聖天山境内

◎毎月第二＆四土曜日 10時～16時 約50店 2000円 車出店可 プロ可(条件
受付 雨天中止 JR高崎線｢熊谷｣駅より東武バス太田西小泉行｢聖天前｣
付)
下車 国道407号沿 登戸交差点より市街地方面へ 大字妻沼1511
無料

61

入間市まるぺ通り

15時～21時 約70店 3000円
＆FAX受付 雨天時は翌週 西武池袋線
｢入間｣駅より徒歩1分 入間市豊岡1-3 出 無料 来 無し 夏祭り同時開催
新品の靴やおもちゃもあり 申込FAX:０４２９－６２－０９７５

81

越谷

10時～15時 約50店 2000円
受付 雨天中止 東武伊勢崎線｢越谷｣駅東口
より3番乗り場総合公園行きバス
無料 体育館やテニスコートなどがある
大きな公園

134

青年の家裏駐車場

8月27日 (日) 志木 本町通り
北浦和
北葛飾郡

HOPビル屋上
杉戸会場

1

13時～18時の予定 約30店 出店は市内在住･在勤のみ イベントは雨天決行 東武東
上線｢志木｣駅より徒歩15分 歩行者天国にて
無料 毎年恒例｢いろは市｣ 商店街
の売出しや模擬店、占いの館､ゲーム等 問:エビスヤ ０４８－４７１－０６０２
10時～15時 約50店 一般1000円 プロ2000円 手持出店
受付
JR埼京線｢北浦和｣駅東口より徒歩1分
無し
『ﾏﾙｴﾂ』の入っている『HOPﾋﾞﾙ』屋上にて 3Fには常設ﾓｰﾙ『HOP100彩』も!
★ 9時～15時 100店 車出店2000円
受付 雨天中止
東京方面から旧日光街道を幸手方面へ 山田うどんの隣 杉戸町高野台2-4
無料 フリマには絶好の季節です！広い会場で楽しみましょう！

1
75

みさと公園

★ 10時～15時 約70店 2000円 手持出店
受付 雨天中止 JR武蔵野線
｢三郷｣駅から東武バス金町駅行きで｢高州｣下車徒歩8分 高州3丁目地内
無料 川沿いの気持ちのいい公園 草の根フリーマーケットの老舗会場

134

松伏町ふれあい広場

◎毎月第四日曜日 9時～12時 約60店 無料(3×2ｍ) 手持
受付(開催月
1日から) 雨天中止 東武伊勢崎線｢北越谷｣駅より野田市駅行バス15分｢松伏｣
下車徒歩5分 松葉1-5-4 郵便局隣
無料 何でも出店OK 近隣住民の参加中心

173

春日部ロビンソン百貨店

10時～15時 2000円～ プロ出店可(出店者要審査）車出店可
東武伊勢崎線｢春日部｣駅より徒歩15分 旧４号線沿い
夏休み最後のフリーマーケットで盛大に開催します！

283

いなげや大宮宮原店

10時～16時 約50店 2000円 福祉関係無料 プロ可
＆FAX受付･先着順
雨天9月3日に延期 JR高崎線｢宮原｣駅 大宮市奈良町106-1 出 1区画1台
来 無料 ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝの売上の一部を寄付 ｼﾞｭｰｽｽﾅｯｸｺｰﾅｰ等 夏祭り併催

320

■フリーマーケットは会場の都合などで突然、中止や変更になることがあります。参加の際は必ず主催者に確認して下さい。
また、フリーマーケットガイドでは掲載情報の変更がわかり次第、フリマ情報変更ダイヤルにて、変更内容のご案内をして
います。主催者に連絡がつかないような場合にご利用下さい。フリマ情報変更案内ダイヤル ０４７-４７４-４４８３

27

埼埼埼埼 玉県

8月12日 (土) 鳩ヶ谷市本町商店街

★ｽﾍﾟｰｽの都合上､7月15日･16日に開催の会場を省略しております。先月号でご確認下さい。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

■群馬県

群群群群 馬県

毎土日祝日 太田市

七日市村

7月20日 (祝) 藤岡市中央公園
尾島町役場 第2駐車場

9時～15時 約50店 2000円 屋根付500円増 プロ可
受付 小雨決行 東北自動車
道｢佐野｣ICより車で20分 国道50号線沿太田流通センターそば七日市信号角 丸山町
1165
無料 野菜の産地直送販売同時開催 問:(株)群新 ０２７６－３７－３４４１
13時～16時 無料 出店は締切済 雨天中止
JR｢群馬藤岡｣駅より徒歩20分 出 無料 ｢藤岡まつり｣
問:藤岡市商工観光課 ０２７４－２２－１２１１ 内３０１
★ 9時～15時 約70店 2000円 車出店 プロ出店可
受付
新田郡尾島町大字粕川520
無料 交通量の多い国道沿い
雰囲気良い ますます好評の超穴場会場！ 8月はお休みです

雨天中止

256

7月22日 (土) ～23日 太田市 本町通り

22日/15時～22時 23日/13時～22時 約50店 2000円 出店は締切済 雨天決行
東武｢太田｣駅より徒歩10分 ｢太田夏まつり｣ 来場は公共交通機関で！ みこしや
浴衣ｺﾝﾃｽﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ多数 問:中央商店街振興組合 ０２７６－２２－１３００

7月30日 (日) 高崎市田町大通り

日の出～日没 約10店 2000円 手持出店
小雨決行 JR高崎線｢高崎｣駅より徒歩12分
問:赤石 ０２７－３２４－５０４０

プロ可
出 無料

受付(空いていれば前日迄)
来 有料

館林スーパービンゴ駐車場

9時～16時 約60店 プロ3000円 アマ2000円
市内の中心部 佐野～行田間の幹線道路沿い
ビリヤード場の大駐車場にて

高崎駅西口ｳｪｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ

◎毎月最終日曜日 10時～15時 約10店 2000円 ﾘｻｲｸﾙ品に限る 直接来店
して申込 雨天決行 駅ビルから歩道橋を渡ってすぐ行けるビルの1階にて
付近有料 上がホテル､地下が食堂街になっている 場所はあまり広くない

210

煥乎堂 群馬町店

◎毎月最終日曜日 ★ 10時～16時 約60店 2000円 出店は県内在住者のみ
プロ出店厳禁
受付 雨天中止 国道17号線の下小鳥町交差点を県道25号線
無料 本屋の駐車場
に入り､北へ車で5分 25号線沿 群馬町中泉481

256

10時～16時 約60店 一般2000円 プロ3000円 車出店
受付 雨天中止
東武線｢館林｣駅下車徒歩15分
無料 全体の3分の2以上が一般の出店
プロは衣類や家庭用品､骨董などの出店が多い 市役所の東側の駐車場で開催

147

◎毎月第一日曜日 ★ 10時～16時 約20店 無料 車出店可 プロ可 食品可
受付 雨天中止 東武伊勢崎線｢赤城｣駅より徒歩10分 山田郡大間々町
無料 大間々ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ内 円空茶屋前(全長9mの円空像がシンボル)

248

8月 6日 (日) 館林市役所尾曳駐車場
あかがね街道市
8月12日 (土) ～15日 太田市 七日市村
～13日 藤岡

Feel Super

8月13日 (日) 前橋立川大通商店街
館林スーパービンゴ駐車場

受付

雨天中止

147

9時～15時 約50店 2000円 屋根付500円増 プロ可
受付 雨天可 東北自動車
道｢佐野｣ICより車で20分 国道50号線沿太田流通センターそば七日市信号角 丸山町
1165
無料 野菜の産地直送販売同時開催 問:(株)群新 ０２７６－３７－３４４１
10時～16時 約50店 2000円(5.4X3.4m) プロ可 食品不可
＆FAX受付
雨天中止 関越自動車道｢藤岡｣ICより車で3分 藤岡市中栗須字
大林390 8時30分より受付
無料 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ北側駐車場にて

313

◎毎月第二日曜日 ★ 10時～16時 約60店 2000円 プロ可
受付
有料 千代田町3･4丁目
雨天決行(ｱｰｹｰﾄﾞ下) JR｢前橋｣駅北口徒歩10分
反対側の通りでは骨董市が開催されている 定期的に出店する人が多い

142

9時～16時 約60店 プロ3000円 アマ2000円
市内の中心部 佐野～行田間の幹線道路沿い
ビリヤード場の大駐車場にて

147

受付

雨天中止

8月15日 (火) 沼田市サラダパーク

10時～16時 約100店 1000円 プロ出店不可
＆FAX受付（7月30日まで）
無料 ｢天狗の里ﾊﾞｻﾞｰﾙ｣ ﾚｽﾄﾗﾝ等がある公共の
関越自動車道｢沼田｣ICより20分
施設にて納涼祭りでのフリマ 問：ﾊﾞｻﾞｰﾙ事務局 0278-23-9825 FAX：0278-23-9837

8月19日 (土) ～20日 邑楽町カムル

◎毎月第三土日曜日 10時～16時 約100店 車出店2000円 手持1000円
プロ不可
受付(24時間留守電OK) 雨天中止 東武小泉線｢本中野｣駅より
徒歩5分
無料 地域最大のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 隣接する地域からの客も多い

8月20日 (日) 沼田市 玉原高原

10時～15時 約100店 1000円 プロ出店不可
＆FAX受付（7月30日まで）
関越自動車道｢沼田｣ICより40分
無料 ｢玉原森林のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣でのフリマ
問：ﾊﾞｻﾞｰﾙ事務局 ０２７８－２３－９８２５ FAX：０２７８－２３－９８３７

サービスエリア館林

9時～16時 約40店 一般2000円 プロ3000円 手持出店
屋根有り 東北道｢館林｣ICおりてすぐ
無料

高崎 さやもーる

(予定) ◎毎月第三日曜日 12時～18時 約50店 2000円 プロ可 酒類や
医薬品は不可 申込書に記入か 受付･先着順 雨天中止 ｢高崎｣駅より徒歩
10分
有料 市内でいちばん賑やかな中部名店街が主催のフリマ

8月27日 (日) 高崎市田町大通り
旧高崎市役所跡地

日の出～日没 約10店 2000円 手持出店
小雨決行 JR高崎線｢高崎｣駅より徒歩12分
問:赤石 ０２７－３２４－５０４０

プロ可
出 無料

受付

157

147
195

受付(空いていれば前日迄)
来 有料

７時～15時 約100店 2000円 プロ可 保健所の許可と規定の設備あれば食品可
市役所窓口にて直接申込み､または会場で次回の分受付 当日受付は無し 雨天決行
JR｢高崎｣駅より徒歩10分 もてなし広場にて 問:商工観光課 027-321-1257

■栃木県
毎週日曜日 日光市 郷土センター庭

10時～14時 約10店 入会金2000円で以後無料 売上の15％を福祉に寄付
なるべく手作り品で プロ出店可 東武･JR｢日光｣駅より徒歩15分
御幸町591
無料 問:川田 ０２８８－５３－３１１３(10時～19時)

242

毎週日曜日 下野フリーマーケット

★ 10時～15時 約40店 1000円 プロ可
＆当日受付(9時30分頃) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
またはEﾒｰﾙでも受付 屋内開催 ｢宇都宮｣駅より車で10分 平松本町60-5
出 無料(約10台) HPｱﾄﾞﾚｽは http://www2u.biglobe.ne.jp/~f･market/

265

28

■7月15日･16日に開催される群馬県・栃木県・茨城県・山梨県・静岡県のフリマ情報は、スペースの都合上省略させて頂き
ました。日程･詳細等は前月号掲載分の通りで変更はございませんので、先月号をご覧下さい。

★フリーマーケット開催情報の掲載は無料です。主催者の皆さん！どしどし情報をお寄せ下さい。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体
10時～16時 約50店 車出店 2000円 福祉関係無料 プロ可
＆FAX受付･
雨天中止 東武佐野線｢田沼｣駅徒歩3分 田沼町大字田沼273-1 来 無料
ｼﾞｭｰｽｽﾅｯｸｺｰﾅｰ､ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ､屋台､青果市､古本市等アリ 夏祭り併催

320

7月22日 (土) キンカ堂佐野店

9時～16時 約70店 一般2000円 プロ3000円 車出店
受付
小雨決行 東武線｢佐野｣駅徒歩15分か｢堀米｣駅徒歩5分
無料 市内最大の
大型複合ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 宣伝していて途切れることなくかなりの人出あり

147

7月23日 (日) 日光市営霧降ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ

10時～16時 約110店 500円 出店は締切済 雨天決行(屋根有り) 日光市所野2854
無料 9月までの期間限定開催
問:霧降スケートｾﾝﾀｰ ０２８８－５４－２４０１ FAX:０２８８－５４－２４０２

岩舟町とちぎ花ｾﾝﾀｰ

10時～16時 約50店 一般2000円 プロ2500円 車出店
受付 雨天中止
JR両毛線｢岩舟｣駅より徒歩5分 東北自動車道｢佐野｣ICから車ですぐ
ハイキングコースの途中にある

147

真岡市 太谷東公園

9時30分～16時 約30店 1000円 プロ不可
真岡鉄道｢真岡｣駅より徒歩10分 出 無料
新しい会場

289

ＦＲＥＡＫ'Ｓ

11時～14時 1000円 店頭または 受付 雨天決行 JR｢宇都宮｣駅よりバス
県庁前」下車徒歩5分
有料 毎回来場者が3000人を超え盛り上がる
10代～30代前半の来場者多い

宇都宮店

食品不可

受付

雨天中止

291

7月29日 (土) 小山市役所駐車場

13時～9時 約30店 出店料5000円(翌日の清掃に参加された方には3000円返却)
無料 ｢小山ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣
出店は締切済み 雨天決行 JR｢小山｣駅より徒歩8分
提灯みこしﾊﾟﾚｰﾄﾞやｸﾗｯｼｯｸｶｰｺﾝﾃｽﾄ等 問:商工会議所 ０２８５－２２－０２５３

7月30日 (日) 栃木市 山車会館

10時～16時 約20店 500円 出店は市内＆近隣在住･在勤者 プロ出店不可
受付 雨天時は各自判断 JR･東武｢栃木｣駅より徒歩15分 栃木市万町3-23
無し ｢くらの町フリーマーケット｣ 夕顔市同時開催

250

13時～16時 約20店 1000円 出店は締切済 JR｢足利｣駅より徒歩5分
足利市永楽町9-7 FREAK'S前 洋服大好き人間のためのフリマ 近隣SHOP
STAFFの出店もあり、グレード高い レアものも多し

290

ＦＲＥＡＫ’Ｓ

足利店

8月 5日 (土) ～6日 佐野 まつり会場内
茂木町S.C もぴあ

11時～21時 約50店 4000円 会員2000円 市内在住者優先 許可証あれば食品可
まずは 問合せ 雨天中止 JR両毛線｢佐野｣駅すぐ ｢さの秀郷まつり｣ 催し多数
問:佐野南自由市場推進会(エダ) ０２８３－２２－０６５５(10時～19時)
10時～15時 約80店 2000円 手持 業務上の不用品処分したい方出店可
食品不可
受付 雨天決行 真岡線｢茂木｣駅徒歩10分 国道123号線増井
無料
信号を茂木警察に向かい1㎞ 警察署前 大字茂木178 駐車場にて

61

◎毎月第二土日曜日 10時～17時 約15店 出店料は問合せ プロ可 1週間
前までに窓口申込 来所できない方は でも可 東武｢上今市｣駅より徒歩10分
春日町交差点すぐ 今市宿 市縁広場の奥の交流広場と展示棟にて
無料

190

～14日 塩原町 ハニー牧場

9時～17時 約30店 500円(募金) プロ可 食品は要問合せ
受付 雨天中止 東北道｢西那須野･塩原｣ICから5分 塩原町下田野531-88
無料
ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場が併設されている 人出は多い

268

日光二荒山神社境内

◎毎月第二土曜日 9時～16時 約10店 無料 プロ可
＆FAX受付(当日
申込可) 雨天中止 東武｢日光｣駅徒歩20分 日光市山内2307 出 無料
来 有料 日光東照宮隣 樹齢500年のご神木に囲まれた神社境内にて

279

8月13日 (日) 足利市 鑁阿寺裏

◎毎月第二日曜日 9時～15時 約50店 一般500円 プロ･セミプロ1000～
受付 手持 雨天中止 ｢足利｣駅より徒歩10分 奥の院通りにて
3000円
無料 自由市場として、町の酒屋や和菓子屋なども出店している

158

8月20日 (日) 国分寺天平の丘公園

10時～15時 約75店 1500円･1700円(場所による) 車出店 プロ不可 飲食物
受付 雨天延期 東北線｢小金井｣駅より車で5分 案内板有り
不可
無料 下都賀郡国分寺町 公園の西駐車場にて ｱｽﾚﾁｯｸもある大きな公園

162

8月27日 (日) 日光市営霧降ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ

10時～16時 約110店 500円 スケートセンター受付で申込書に記入(6月24日～
8月18日) 来場できなければ ＆FAX可 雨天決行(屋根有り) 日光市所野2854
無料 問:霧降スケートｾﾝﾀｰ ０２８８－５４－２４０１
FAX:0288-54-2402

8月12日 (土) ～13日 今市宿 交流広場

栃栃栃栃 木県

7月20日 (祝) いなげや田沼店

岩舟町とちぎ花ｾﾝﾀｰ

10時～16時 約50店 一般2000円 プロ2500円 車出店
受付 雨天中止
JR両毛線｢岩舟｣駅より徒歩5分 東北自動車道｢佐野｣ICから車ですぐ
ハイキングコースの途中にある

147

ＣＲＴ宇都宮南住宅展示場

10時～15時 約40店 1000円 手持出店 プロ出店不可
受付 雨天中止
東北線｢石橋｣駅より車で5分 国道4号線沿い 下都賀郡石橋町下古山
無料 展示場のイベントがあるときも

162

9時～15時 約50店 屋根付き1000円 屋外500円 プロ可 当日受付(9時まで)
小雨決行 つくば市花室交差点から荒川沖方面に500ｍ左側 九重小学校そば
無料 青空市同時開催(野菜､焼き鳥など)
8月は未定
▼く～ぽん有り

264

■茨城県

7月22日 (土) 常陸太田市役所駐車場

8時～10時 約50店 300円 売上の10％は寄付 プロ可 車出店 登録制 雨天中止
JR水郡線｢常陸太田｣駅より徒歩10分 金井町3690 電車は本数が少ないので車のほうが
ベター
無料 年6回開催 問:社会福祉協議会 ０２９４－７３－１７１７

水戸ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

9時～15時 約50店 無料 手持出店
受付 雨天中止
JR常磐線｢水戸｣駅北口から城東方面へ歩いて徒歩5分 住宅展示場内にて
無料 北口周辺は高島屋･西武などで賑わいます お近くの方は是非!

水海道 常総ﾆｭｰﾀｳﾝ

★ 9時～15時 約50店 1000円 プロは会員のみ(現在会員の募集は無し)
雨天中止 花のサロンにて
無料
▼く～ぽん有り

58

水戸芸術館広場

◎毎月第四土曜日 12時～15時 約110店 500円 プロ不可 規定の申込用紙
に記入のうえ､封書申込(前月末日の消印有効) 当日受付不可 雨天決行(屋根
あり) JR｢水戸｣駅よりバス10分｢泉町1丁目｣下車すぐ 五軒町1-6-8 人気会場

267

■フリーマーケット開催情報大募集！ まだ本誌に掲載されていないフリーマーケットがあったら教えてください。
ガレージセールやホームセールなどの小規模な開催でも結構です。毎月20日迄に編集部までFAXか郵便で送っていただければ
翌月の15日発行の本誌に掲載されます。

3

29

茨茨茨茨 城県

毎土日曜日 つくば上の室ふるさと広場

★前月号掲載分の茨城県のフリマの中止や変更を、開催スケジュールの下に掲載しています。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

茨茨茨茨 城県

7月22日 (土) 水戸市 開発公社ビル前

◎毎月第二日曜日＆第四土曜日 ★ 10時～15時 約100店 800円 2区画1500円
飲食､生物､ｺﾋﾟｰ不可 手持 往復葉書受付(希望日時､区画数､品物等明記)
〒310-0852 笠原町978-25 茨城県開発公社ﾋﾞﾙ ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ事務局宛 雨天中止

293

7月23日 (日) 土浦ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

9時～15時 約50店 無料
受付 雨天中止
JR常磐線｢土浦｣駅よりバスで約10分｢東南自動車学校｣下車 住宅展示場にて
無料 県内で1･2を争う大型総合展示場です お近くの方は是非!

3

◎毎月第二＆第四日曜日 ★ 9時～17時 約20店 2000円 プロ不可 手持
受付(平日9～16時) 雨天延期 ｢土浦｣駅よりバス｢つくばｾﾝﾀｰ｣下車 吾妻1丁
出 無料 来 有料 こどもﾌﾘﾏ同時開催(10時～12時30分で出店料100円)

56

土浦市 乙戸沼公園

★ 9時～15時 約60店 1000円 福祉と中学生以下は無料 プロは会員のみ
(現在会員の募集は無し) 当日受付(7時～9時) 雨天中止 土浦卸売市場隣
無料 市民の憩いの場となっている
▼く～ぽん有り
中村西根番外50-10

58

那珂郡

◎毎月第四日曜日 ★ 日の出～ 約150店 一般500円(1坪) プロ3000円(2坪)
受付 小雨決行 JR水郡線｢常陸鴻巣｣駅より徒歩15分 那珂町飯田
手持
1085 ｢那珂｣ICそば
無料 骨董市も同時開催 古着から野菜まで何でもアリ!

84

つくば市 一の矢八坂神社

◎毎月第四日曜日 9時～15時 約50店 1000円 プロ可 飲食物可 火の使
用不可 車出店
＆当日受付 雨天中止 筑波大学北側東大通り沿い
無料 骨董市同時開催 木陰があり涼しい ▼く～ぽん有り
つくば市玉取

100

南守谷ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｽﾀ

★ 10時～15時30分 約70店 プロ可 ｺｰﾌﾟ組合員1000円(当日会員証持参)
＆FAX受付 雨天中止 関東鉄道常総線｢南守谷｣駅徒歩1分
一般1500円
無料 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄと同時開催 開催案内ちらし500万部配布予定

282

つくばセンタービル

一乗院境内

目

7月25日 (火) ～26日 阿見町 ﾏｲｱﾐSC

★ 10時～15時 約30店 1000円
常磐線｢荒川沖｣駅から車で15分

7月29日 (土) ～30日 ふれあいの里公園

★ 9時～15時 約40店 1000円 福祉と中学生以下は無料 プロは会員のみ
(現在会員の募集は無し) 当日受付(7時～9時) 小雨決行 猿島郡境町
無料 じゃぶじゃぶ池の公園
▼く～ぽん有り
境警察から約2㎞

58

13時～22時 約70店 出店は締切済 雨天決行 JR常磐線｢牛久｣駅東口より
徒歩10分 中央1丁目
無し ｢うしくかっぱ祭り｣ 模擬店､ｽﾃｰｼﾞ､ﾊﾟﾚｰﾄﾞ等
ｲﾍﾞﾝﾄで賑わう 人出20万人あり

62

8月 1日 (火) 猿島町 ﾀﾞｲｴｰ沓掛店

★ 9時～15時 約50店 1000円 福祉と中学生以下は無料 プロ～セミプロ
は会員のみ(現在会員の募集はしていない) 当日受付(7時～9時) 雨天中止
北原1丁目 ｢ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾌﾟ｣ スーパーマーケットの駐車場
▼く～ぽん有り

58

8月 5日 (土) 那珂総合公園

13時～日没 約74店 無料 プロ不可
受付･先着順 雨天時は翌日に延期
有り ｢那珂ひまわりﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2000｣ 夜には花火も
那珂郡那珂町戸崎428-2
問:那珂町役場生活環境課 ０２９－２９８－１１１１ 内124または129

～30日 牛久 花水木通り

プロ出店不可
無料

受付のみ

雨天中止
▼く～ぽん有り

～6日 牛久大仏

7時30分～18時 約20店 1000円 プロ可
無料
｢牛久｣駅東口よりバス
問:加藤 ０２９８－４２－９８９８

～6日 守谷町 立沢公園

★ 9時～15時 約30店 1000円 会員制 プロ～セミプロは会員のみ
無料
当日受付 雨天中止 常総線｢新守谷｣駅より徒歩5分
▼く～ぽん有り

58

～6日 川口ｼｮﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

10時～16時 約80店 500円 手持出店 FAXか葉書受付 雨天中止
JR常磐線｢土浦｣駅西口より徒歩5分 ショッピングモール滝の前広場にて
出 有料 来 無し ｢きららまつり｣との共催 パレード等イベント多数

67

8月 6日 (日) 常北町ふれあいの里

受付

雨天中止

10時～15時 約10店 無料 プロ不可
受付(7月24日～8月2日) 雨天翌日に延期
常磐道｢水戸｣ICより笠間方面へ約15分 東茨城郡常北町大字上入野4384 来 無料
｢小さな夏まつり｣でのﾌﾘﾏ 問:常北家族旅行村(武藤) ０２９－２８８－５５０５

つくばセンタービル

◎毎月第二＆第四日曜日 ★ 9時～17時 約20店 2000円 プロ不可 手持
受付(平日9～16時) 雨天8月26日に延期 ｢土浦｣駅よりバス｢つくばｾﾝﾀｰ｣
下車 出 無料 来 有料 こどもﾌﾘﾏ同時開催(10時～12時30分で出店料100円)

古河市 フリークストア

(予定) 10時～15時 約50店 2000円 プロ出店可 食品不可
問合せ
雨天中止 JR宇都宮線｢栗橋｣駅より車で10分 国道4号線沿い 古河市中田
2268
無料 若者に人気のｲﾝﾎﾟｰﾄ衣料店駐車場にて ファミリーの来場も

108

下館市ジャスコ駐輪場

◎毎月第一日曜日 10時～15時 約10店 無料 出店は市内在住者 プロ不可
出店の申込は身分証明書を持って直接｢ララミー｣へ（南町乙918） 雨天決行
JR水戸線｢下館｣駅南口より徒歩5分 出 無料 来 ｼﾞｬｽｺ利用 古着が多い

169

水戸 レイクサイドボウル

◎毎月第一＆第三日曜日 9時～17時 約17店 1000円 学生は500円
プロ可 食品不可
受付 屋内開催 水戸市千波町2746 千波湖のほとり
無料 ボウリング場内にて 出店､来場とも若者が多い

244

8月 8日 (火) 守谷町 立沢公園

★ 9時～15時 約30店 1000円 会員制 プロ～セミプロは会員のみ
当日受付 雨天中止 常総線｢新守谷｣駅より徒歩5分
無料
▼く～ぽん有り

8月12日 (土) ～13日 江戸崎ぎょうざ亭前

8時～ 約20店 1000円 プロ可 当日受付
問:加藤 ０２９８－４２－９８９８

30

58

無料

56

58

詳しい場所は問合せを

～13日 つくば市北部公園

★ 9時～15時 約40店 1000円 プロは会員のみ(現在会員の募集は無し)
車出店可 当日受付(7時～) 雨天中止 関東鉄道｢つくばｾﾝﾀｰ｣からバス20分
北部工業団地内
無料 夏は涼しい
▼く～ぽん有り

58

～16日 霞ヶ浦ふれあいﾗﾝﾄﾞ

★ 9時～15時 約50店 1000円 プロは会員のみ(現在会員の募集無し) 手持
当日受付(朝7時～) 小雨決行(屋根有り) 鉾田線｢玉造｣駅徒歩20分 霞ケ浦大
橋近く 国道355線沿い 行方郡玉造町
無料
▼く～ぽん有り

58

日立ぎんざもーる

◎毎月第二土曜日 16時～21時 約40店 広さにより500円､1000円 出店市内在
住者 プロ不可 往復葉書受付(希望日､販売品目詳細明記 1週間前迄) 〒3170071鹿島町1-13-8ひたちぎんざﾅｲﾄﾊﾞｻﾞｰﾙ実行委員会ﾌﾘﾏ受付係
無し

●前月号掲載分の茨城県のフリマ中止＆変更情報●
○本誌掲載団体番号58番主催の7月20日(祝)下妻市 愛宕神社は中止になりました。

175

★ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞでは年間購読者と特別会員を大募集しています。詳細は本誌の裏表紙で確認を！
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体
★ 9時～15時 約100店 2000円(4×2ｍ) プロ不可 1ヶ月前から 受付･先
着順 雨天時は翌週 ｢古河｣駅より徒歩20分 国道354号の鴻巣信号より車で
1～2分 渡良瀬川沿い 古河市大字鴻巣399－1
無料 緑豊かな市の公園

82

結城市 浦町商店街

◎毎月第二日曜日 ★ 9時30分～16時30分 約40店 1000円 手持出店
プロ出店可 許可あれば食品可
＆当日受付 雨天第三日曜日に延期
無料 ▼く～ぽん有り
JR水戸線｢結城｣駅北口から徒歩5分 足利銀行裏

254

水戸市 開発公社ビル前

◎毎月第二日曜日＆第四土曜日 ★ 10時～15時 約100店 800円 2区画1500円
飲食､生物､ｺﾋﾟｰ不可 手持 往復葉書受付(希望日時､区画数､品物等明記)
〒310-0852 笠原町978-25 茨城県開発公社ﾋﾞﾙ ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ事務局宛 雨天中止

293

8月19日 (土) 小川町やすらぎの里

12時～20時 1000円 約30店(予定) プロ可
受付 雨天時は翌日に延期
鹿島電鉄｢常陸小川｣駅より車で10分
無料 ｢ｻﾏｰﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣ 灯篭流しや
ｺﾝｻｰﾄも 問:小川町商工青年部 ０２９９－５８－２３３９

～20日 江戸崎パレス歌舞伎

8時～ 1000円 約20店 プロ可 当日受付 江戸崎警察署ななめ
無料 問:加藤 ０２９８－４２－９８９８

土浦市 乙戸沼公園

★ 9時～15時 約30店 予約制 詳細は 問合せ 土浦卸売市場隣
中村西根番外50-10
無料 ｢乙戸沼まつり｣同時開催

58

～20日 総和町ネーブルﾊﾟｰｸ

★ 9時～15時 約30店 1000円 会員制 プロ～セミプロは会員のみ
当日受付 雨天中止 ｢古河｣駅よりバス15分 総和町大字駒羽根620
無料

58

水戸

◎毎月第三土曜日 14時30分～16時30分(時間前に来ないで) 約20店 500円
プロ不可 手持 往復葉書受付(第2土曜消印有効)〒311-4153 河和田町123-1
｢つどい｣内ふれ愛ﾊﾟｰｸ広場運営委員会宛 雨天中止 出 無料 問合せは夜間

85

総合福祉作業施設

結婚式場

那珂湊 明神町商店街

◎毎月第三土曜日 19時～22時 約15店 500円 プロ不可
＆FAX受付
雨天決行(屋根無し) 茨城交通湊線｢那珂湊｣駅より徒歩5分 関東銀行近く
無料 商店街の売出しや子供向けゲーム等も 出店も買物も近隣の方中心

168

北相馬郡

★ 15時～19時 約150店 2000円 火を使う食品､ｺﾋﾟｰ品不可 野菜等の販売
大歓迎
＆FAX受付 雨天時26日に延期 常総線｢新守谷｣駅徒歩5分 守谷町
無料 ｢夕市｣ 隣にｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰや文化会館があり、人出が多い
久保ヶ丘

245

立沢公園

★ 9時～15時 約60店 1000円 福祉と中学生以下は無料 プロは会員のみ
(現在会員の募集は無し) 当日受付(7時～9時) 雨天中止 土浦卸売市場隣
無料 市民の憩いの場となっている公園
中村西根番外50-10

58

水戸 ナムチェバザール

◎毎月第三日曜日 10時～13時 約25店 525円 プロ可 食品不可 手持
雨天中止 来店して申込 できなければ で ｢水戸｣駅より茨城大学行バス
｢末広町2丁目｣下車すぐ 末広町2-2-7
無料 ｱｳﾄﾄﾞｱｼｮｯﾌﾟ駐車場にて

86

水戸 レイクサイドボウル

◎毎月第一＆第三日曜日 9時～17時 約17店 1000円 学生は500円
受付 屋内開催 水戸市千波町2746 千波湖のほとり
プロ可 食品不可
無料 ボウリング場内にて 出店､来場とも若者が多い

244

8月22日 (火) 伊勢甚友部スクエア駐車場

★ 9時～16時 約100店 1000円 プロ可 手持出店 ﾍﾟｯﾄ､ｺﾋﾟｰ品不可
受付(当日も可) 雨天中止 JR｢友部｣駅より車で5分 岩間街道沿い
西茨城郡友部町住吉 ｵｰﾌﾟﾝしてまもない大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝでのﾌﾘﾏ

293

8月26日 (土) 水海道 常総ﾆｭｰﾀｳﾝ

★ 9時～15時 約50店 1000円 プロは会員のみ(現在会員の募集は無し)
無料
雨天中止 花のサロンにて

8月20日 (日) 土浦市 乙戸沼公園

58

結城市 浦町商店街

★ 9時～15時 約40店 1000円 手持出店 プロ出店可 許可あれば食品可
＆当日受付 雨天決行(ﾃﾝﾄあり) JR水戸線｢結城｣駅北口からﾖｰｶﾄﾞｰ沿いに
まっすぐ徒歩5分 足利銀行裏
無料 ｢夏のつどい｣

254

水戸芸術館広場

◎毎月第四土曜日 12時～15時 約110店 500円 プロ不可 規定の申込用紙
に記入のうえ､封書申込(前月末日の消印有効) 当日受付不可 雨天決行(屋根
あり) JR｢水戸｣駅よりバス10分｢泉町1丁目｣下車すぐ 五軒町1-6-8 人気会場

267

水戸市 開発公社ビル前

◎毎月第二日曜日＆第四土曜日 ★ 10時～15時 約100店 800円 2区画1500円
飲食､生物､ｺﾋﾟｰ不可 手持 往復葉書受付(希望日時､区画数､品物等明記)
〒310-0852 笠原町978-25 茨城県開発公社ﾋﾞﾙ ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ事務局宛 雨天中止

293

★ 9時～15時 約60店 1000円 福祉と中学生以下は無料 プロは会員のみ
(現在会員の募集は無し) 当日受付(7時～9時) 雨天中止 土浦卸売市場隣
無料 市民の憩いの場となっている公園
中村西根番外50-10

58

川口ｼｮﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

10時～16時 約170店 500円 手持出店 FAXか葉書受付 雨天中止
JR常磐線｢土浦｣駅西口より徒歩5分 ショッピングモール滝の前広場にて
出 有料 来 無し 出店者には 割引 お客さん多い

67

那珂郡

◎毎月第四日曜日 ★ 日の出～ 約150店 一般500円(1坪) プロ3000円(2坪)
手持
受付 小雨決行 JR水郡線｢常陸鴻巣｣駅より徒歩15分 那珂町飯田
1085 ｢那珂｣ICそば
無料 骨董市も同時開催 古着から野菜まで何でもアリ!

84

★ 10時～15時 約30店 1000円
常磐線｢荒川沖｣駅から車で15分

58

8月27日 (日) 土浦市 乙戸沼公園

一乗院境内

8月29日 (火) ～30日 阿見町 ﾏｲｱﾐSC

茨茨茨茨 城県

8月13日 (日) 古河総合公園

プロ不可
無料

受付のみ

雨天中止

■山梨県
11時～15時 約10店 無料 出店は締切済 小雨決行 JR中央線｢日野春｣駅より
車で15分 北巨摩郡武川村柳沢3506-1 ｢こども祭りINむかわ｣ 魚のつかみどりや
工作も 問:企画財政課 ０５５１－２６－２１１１

7月30日 (日) アイメッセ山梨

10時～15時 約300店 アマ､プロ問わず屋内3500円 屋外2500円 飲食(屋外)
30000円
＆FAX受付後出店料振込 屋外は雨天中止 中央高速｢甲府南｣IC
より5分 甲府市大津2192-8
無料 ｢ラスト バザール｣ この会場は最後です！

■フリーマーケットガイドの購読システムが変更になりました。詳細は本誌の裏表紙を参照してください。
フリーマーケットのヘビーユーザー向けの特別会員制度もできました！ 特にプロ出店の方は、特別会員制度の目玉企画
「イベント＆お祭りフリマ出店先取り口コミ情報」がオススメです。特別会員制度についてのお問合せは編集部まで。

179
31

山山山山 梨県

7月20日 (祝) フレンドパーク武川

★ｽﾍﾟｰｽの都合上､7月15日･16日に開催の会場を省略しております。先月号でご確認下さい。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細

団体

8月14日 (月) 三冨村広瀬湖そば道の駅

10時～14時30分 約10店 無料 出店は締切済 雨天決行(ﾃﾝﾄあり) 道の駅三富にて
東山梨郡三富村広瀬 ｢三富ふるさと祭り｣と県の｢森と湖に親しむつどい｣同時開催
ｲﾍﾞﾝﾄあり 問:三冨村企画観光課 ０５５３－３９－２１２１

8月20日 (日) 山梨市 万力公園

10時～15時 約150店 協賛金として1000円 手持出店 プロ不可 食品不可
(7月11日～8月11日) 荒天中止 JR｢山梨市｣駅より徒歩5分 万葉の森にて
問：山梨市商工会青年部(雨宮) ０５５３－２２－０８０６

受付
有り

■静岡県

静静静静 岡県

毎土日祝日 引佐郡

奥山半僧坊

◎毎月第四土日曜日＆祝日 8時～16時 手持約100店 車約50店 手持1000円
車2000円 プロ可
受付 雨天中止 JR｢浜松｣駅より車で30分 引佐郡引佐町
無料 問:秀吉 ０９０－１９８８－６６５２
奥山半僧坊方広寺境内

毎週日曜日 清水ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 桜ヶ丘公園

7時～10時 約30店 300円 プロ可 食品は無農薬か化学添加物を含まない
受付 雨天決行(屋根無し) 静岡鉄道｢桜ヶ丘｣駅より徒歩7分
ものに限る
桜ヶ丘町300番地 来 無し 骨董品なども有り 手作り品の出店も歓迎

192

毎土日祝日 三ヶ日町 咲夢茶屋

9時～17時 約25店 1000円 プロ可 食品不可 当日受付(8時～9時頃)
雨天中止 天竜浜名湖鉄道｢佐久米｣駅徒歩10分 ｢三ヶ日｣IC出て最初の信号
無料 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ｲﾝ 食事処､お土産や特産物の販売所あり
を左折して約2㎞

204

7月20日 (祝) 沼津市日出町管理地

★ 9時～16時 100店 手持2000円 車出店2500円 プロ可 食品不可
受付
無料
当日も可 雨天決行(屋根あり) JR沼津駅徒歩10分 日の出町1-16
催し物会場 開催歴長く人出も多い 東京からの出店者多し ▼く～ぽん有り

14

7月22日 (土) ヤオハン伊豆長岡店駐車場

★ 9時～14時 約50店 2000円 手持出店 プロ可
受付 空きがあれば
当日受付も 雨天翌週に延期 ｢伊豆長岡｣駅より徒歩15分 田方郡伊豆長岡町
無料 お店の駐車場での開催で､お客さん多し
▼く～ぽん有り
古奈432

14

～23日 清水ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾏｰｹｯﾄ

161

★ 9時～15時 約50店 2000円 手持出店 プロ可
受付･空きあれば当
日受付も 雨天決行(屋根付) ｢下田｣駅より車で約40分 賀茂郡松崎町江奈
無料 お店の駐車場での開催なのでお客さん多し ▼く～ぽん有り
303-1

14

ハマナマリンパーク

◎毎月第四日曜日 10時～16時 約100店 一般2000円 プロは問合せを 登録料
1000円(1年間)
＆FAX受付 小雨決行 JR｢弁天島｣駅より西へ国道1号線沿
無料 浜名郡新居町新弁天3393 すぐ裏が浜名湖で景色が最高
い徒歩10分

160

御殿場駅前公園広場

◎毎月第二＆第四日曜日 ★ 10時～15時 約60店 出店参加料1000円 一般､ｱﾏ､
受付 空きあれば当日も可 雨天翌週日曜
ｾﾐ迄 プロ不可 車出店可 食品不可
に延期 JR｢御殿場｣駅前交番前 古くからの開催歴史とﾊﾞﾗｴﾃｨで脈う人気のﾌﾘﾏ

165

藤枝駅前多目的広場

10時～16時 約120店 1000円 プロ可 当日受付(9時前には来ないで) 雨天
無料 ﾊｰﾌﾞ製品を生産する障害者施設が主催
中止 東海道線｢藤枝｣駅南口
多くの参加者で賑わうなごやかな雰囲気の人気フリマ

191

袋井 JA茶ピア

◎毎月第四日曜日 ★ 10時～15時 約80店 1500円 車出店 プロ可 食品可
＆FAX受付(不在時は留守電でOK) 雨天中止 ｢袋井｣駅より法多山行バス15分
袋井市岡崎7157-1 JAのお茶の直売所があるので、おいしい新茶をどうぞ

243

浜松 天王宮大歳神社

◎毎月第四日曜日 9時～13時 約100店 手持800円 車出店1000円 アマの
受付 雨天中止 JR｢浜松｣駅より遠鉄バス蒲小沢渡線｢JA長上支店｣
出店歓迎
下車1分 笠井街道沿いJA長上支店南隣
無料 夏は木陰が涼しい

260

7月23日 (日) ヤオハン松崎店駐車場

7月29日 (土) 天竜市ｸﾛｰﾊﾞｰ通り商店街

17時30分～21時 約30店 2000円 プロ不可
受付 雨天中止 遠州鉄道｢西鹿島｣駅
無料 ｢ﾌｪｽﾀ天竜｣ 商店街で抽選
よりﾊﾞｽ｢新町｣又は｢中町｣下車 天竜市二俣町
会や物産展､ｹﾞｰﾑ等 問:商工会議所ｸﾛｰﾊﾞｰ商店街係 ０５３９－２５－５１５１

～30日 大仁町中島運動公園

29日12時～21時 30日9時～17時(変更の可能性ｱﾘ) 出店数無制限 無料 プロ可 飲食可
申込後抽選(22日締切) 申込詳細は 問合せ 雨天中止 ｢大仁｣駅徒歩20分 ｱﾋﾟﾀ大仁店
(工事中)近く ｻﾝﾊﾞ(29日)出店者も募集中!! 問:事務局 ０５５８－７６－１６３０

～30日 藤枝駅前多目的広場

9時～21時 約130店 1000円 プロ可(同料金) 食品可 往復葉書受付･先着順
(車のﾅﾝﾊﾞｰ明記)〒427-0021島田市柳町8243ﾁｪﾘKOｸﾗﾌﾞ宛 雨天中止 東海道線
｢藤枝｣駅南口 アピタ前
無料 ｢ｻｻﾞﾝｶｰﾆﾊﾞﾙ｣ 朝市(果物､野菜)等も募集中

227

～30日 静岡市ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ広場

★ 10時～16時 約100店 3000円(4×3.6ｍ) 出店料前納(当日払いは5000円)
プロ可 食品可 往復葉書かFAX受付 〒420-0962 静岡市東1330-11 龍の子会
有料 静岡県ボランティア協会後援
雨天中止 JR｢東静岡｣駅前

240

7月30日 (日) 日の出埠頭 清水ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ

10時～15時 約100店 プロ20000円 ﾌﾘﾏ2000円 出店は締切済
JR｢清水｣駅よりﾊﾞｽ10分 来 無し ｢清水みなと祭り｣

浜松駅前フォルテビル

11時～16時 約50店 一般1500円 高校生以下1000円 家庭の不用品のみ
プロ不可 食品不可 1ヶ月前から 受付 屋内開催 JR｢浜松｣駅前フォルテ1階
ガーデンにて
有料 問:浜松文化フォーラム ０９０－９２２８－１８２３

ダイエー沼津店

◎毎月最終日曜日 8時30分～16時 約50店 1000円 プロ不可 来店の上申込み･
先着順 雨天中止 ｢沼津｣駅よりバス西島中下車すぐ 西島町10-1
無料
問:ダイエー沼津店 ０５５９－３５－０２００

浜松市都田総合公園

8時～12時 約100店 車出店 3000円 プロ不可
受付(1ヶ月前から) 雨天中止
JR｢浜松｣駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ13番より56都田行ﾊﾞｽで｢前原｣下車 東名｢浜松西｣ICより
7分
無料 毎年恒例の夏休み･早朝フリーマーケット 涼しい朝の間に開催

143

水車の里くんま母さんの店

10時～14時 約10店 1000円 プロ不可 手持出店
受付 雨天中止
天竜市熊
無料 ｢あそびにいこうよ｣ ごへいもち､山菜､そばのおいしい店
近くに散策路もある 水遊びもできる

280

8月 5日 (土) 浜松市肴町通り
32

◎毎月第一＆第二＆第四土日曜日 9時～17時 約20店 出店料は問合せ
登録制 プロ不可
問合せ JR｢清水｣駅より徒歩10分 駅の真裏
無料 港の近く 魚市場のそば 骨董など幅広い
清水市袖師町1575－91

13時30分～17時30分 約50店 2000円 高校生以下1500円 雨天中止 JR｢浜松｣駅
北口より徒歩5分
受付 ｢浜松七夕ゆかた祭り｣恒例のフリマ 近隣有料 有り
問:実行委員会ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ事務局 ０９０－９２２８－１８２３

■7月15日･16日に開催される群馬県・栃木県・茨城県・山梨県・静岡県のフリマ情報は、スペースの都合上省略させて頂き
ました。日程･詳細等は前月号掲載分の通りで変更はございませんので、先月号をご覧下さい。

★ｽﾍﾟｰｽの都合上､毎月定期的に開催されている会場は7月のみを掲載し8月分を省略しています。
月日曜日
会
場
時間 ・ 出店数 ・ 料金 ・ 申込方法 ・ 交通 ・ 詳細
団体

袋井駅前東通り
～6日 清水ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾏｰｹｯﾄ

アクトシティ浜松
8月 6日 (日) 富士市 中央公園

静静静静 岡県

8月 5日 (土) 焼津市駅前通

17時～22時 約20店 無料 手持出店 プロ可
受付(7月末まで) 雨天決行
無し ｢楽市楽座｣ 今年で5回目
JR｢焼津市｣駅より徒歩2分 焼津市ｻｶｴ町3-1-14
問:焼津駅前通商店街振興組合 ０５４－６２７－８４１７
16時～21時 約100店 1500円 出店は締切済 雨天時は翌日に延期 JR｢袋井｣駅すぐ
来 無料 ｢袋井夏まつり｣でのフリマ ｲﾍﾞﾝﾄ多数
問:袋井駅前商店街協同組合 ＆FAX０５３８－４３－４７４５
◎毎月第一＆第二＆第四土日曜日 9時～17時 約20店 出店料は問合せ
問合せ JR｢清水｣駅より徒歩10分 駅の真裏
登録制 プロ不可
清水市袖師町1575－91
無料 港の近く 魚市場のそば 骨董など幅広い

161

11時～15時 約100店 一般1000円 高校生以下500円 プロ不可 1ヶ月前
から 受付 雨天中止 JR｢浜松｣駅より徒歩2分 浜松市板屋町 ｱｸﾄｼﾃｨ浜松
サンクンプラザ ダンス､音楽､演劇などのステージイベント同時開催

261

10時～16時 約70店 1000円(3×2ｍ) プロ不可
受付 雨天中止 ｢富士｣駅
無料
よりバス｢富士市役所｣下車徒歩5分 永田町2丁目112 富士ロゼシアター横
客層は幅広い 問:ワクワクﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ実行委員会 萩原 ０９０－４２６６－３６５４

静岡文化芸術大学構内

10時～15時 約150店 会員制(入会金2000円) 1ﾌﾞｰｽ1000円 手持出店
プロ不可 1ヶ月前より 受付 小雨決行(屋根有り) JR｢浜松｣駅より徒歩5分
無し 毎年恒例のドリームジャンボリーを開催！ｲﾍﾞﾝﾄ多数
浜松市野口町

143

浜松ｵﾘｴﾝﾀﾙﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

10時～17時 約30店 一般2000円 プロは売上の10％(最低2000円) 車出店
＆FAX受付 小雨決行 JR｢浜松｣駅よりバス 浜松市神田町
無料
12月にオープンの常設フリマ店舗の駐車場にて 常設フリマは月額3万円～

160

島田市 緑地公園

◎毎月第一日曜日 10時～12時 約20店 200円
受付 当日も可 小雨決行
｢島田駅｣北口前 商工会議所の東側
無し 駅前 利用 違法駐車厳禁！
プロ出店不可ではないが､あまり売れなさそう 手作り品や野菜の出店も

176

8月11日 (金) ～13日 アクトシティ浜松

10時～18時(初日13時～､最終日～17時) 約100店 3日間15000円(3×3m)､9000円(3×
1.5m)
受付 JR｢浜松｣駅より徒歩2分 展示ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙにて ｢ｱｸﾄ納涼まつり｣の中の
有料 問:ｱｸﾄ手作り楽市事務局 ０９０－９２２８－１８２３
｢手作り楽市｣

8月12日 (土) ～13日 清水ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾏｰｹｯﾄ

◎毎月第一＆第二＆第四土日曜日 9時～17時 約20店 出店料は問合せ
登録制 プロ不可
問合せ JR｢清水｣駅より徒歩10分 駅の真裏
無料 港の近く 魚市場のそば 骨董など幅広い
清水市袖師町1575－91

161

御殿場市 富岳の郷

◎毎月第二土曜日 10時～13時 約35店 売上の1割(上限1000円) プロ可
受付(出店月の1日の8時～前日) 当日受付無し 雨天中止 JR御殿場線｢富士
無料 模擬店やｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄあり
岡｣駅より徒歩10分 御殿場市二子525-4

251

有玉 喫茶店｢風樹｣

◎毎月第二土曜日 10時～14時 約20店 1000円 プロ出店不可 出店者は
終了時間までいること 雨天決行(屋内有り) 遠鉄｢鷺宮｣駅より徒歩10分
無料 月替りリサイクル講座同時開催 手作り品も多い

280

8月13日 (日) 相良町地頭方漁港広場

14時～16時(予定) 無料 テント出店 プロ可 手持 出店数は未定
受付(6月中) 雨天翌日 ｢相良牧原｣ICより車で30分 相良町新庄1209-1
｢ビタミンフェスタ２０００｣ 問:桃林堂 ０５４８－５８－０４０４

浜北市

◎毎月第二日曜日 10時～16時 約200店 一般･手作り2000円 プロは売上
の10％(最低2000円) 登録料1000円(1年間) 車出店 1ヶ月前から ＆FAX受付
小雨決行 天竜浜名湖線｢岩水寺｣駅より徒歩10分 根堅2238
無料

160

御殿場駅前公園広場

◎毎月第二＆第四日曜日 ★ 10時～15時 約60店 出店参加料1000円 一般､ｱﾏ､
受付 空きあれば当日も可 雨天翌週日曜
ｾﾐ迄 プロ不可 車出店可 食品不可
に延期 JR｢御殿場｣駅前交番前 古くからの開催歴史とﾊﾞﾗｴﾃｨで脈う人気のﾌﾘﾏ
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浜松市 第二青葉の家

◎毎月第二日曜日 10時～15時 約50店 1000円 車出店可 高校生以下500円
1ヶ月前から 受付 遠鉄バス引佐線｢三方原墓園｣下車1分 国道257号沿い
根洗町1107－4
無料 陶器市は雨天決行 犬の無料しつけ相談や里親探しも
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岩水寺

8月19日 (土) ～20日 沼津市日出町管理地
～20日 静岡市ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ広場

8月20日 (日) 浜松市

東海美工

★ 9時～16時 100店 手持2000円 車出店2500円 プロ可 食品不可
受付
当日も可 雨天決行(屋根あり) JR沼津駅徒歩10分 日の出町1-16
無料
催し物会場 開催歴長く人出も多い 東京からの出店者多し プロは1割
★ 10時～16時 約100店 3000円(4×3.6ｍ) 出店料前納(当日払いは5000円)
プロ可 食品可 往復葉書かFAX受付 〒420-0962 静岡市東1330-11 龍の子会
雨天中止 JR｢東静岡｣駅前
有料 静岡県ボランティア協会後援

14
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◎毎月第三日曜日 10時～15時 約100店 車出店1000円 手持出店500円 プロ可
受付(1ヶ月前から)･先着順 雨天中止 東名高速｢浜松西｣ICより20分 ﾎﾝﾀﾞｻｯｶｰ場
無料 問:東海美工ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ事務局 ０５３－４２８－００２０
近く 都田町8177-5

富士市 中央公園

10時～15時 約80店 1000円 プロ不可 食べ物不可 手作り可 手持出店
受付
雨天は翌週に延期 東名｢富士｣ｲﾝﾀｰから直進5分 富士ロゼシアター横 永田町2-112
無料 問:ふれあい広場事務局 吉田 ０９０－４２３８－５４９４

浜北市 貴布祢神社境内

◎毎月第三日曜日 10時～16時 約50店 一般2000円 プロは売上の10％から
最低2000円 登録料1年間1000円 1ヶ月前から ＆FAX受付 雨天は室内
遠州鉄道｢浜北｣駅より西へ300ｍ 文化ｾﾝﾀｰ隣
無料
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藤枝駅前多目的広場

9時～15時 約130店 1000円 プロ可(同料金) 食品可 往復葉書受付･先着順
(車のﾅﾝﾊﾞｰ明記)〒427-0021島田市柳町8243ﾁｪﾘKOｸﾗﾌﾞ宛 雨天中止 東海道線
｢藤枝｣駅南口 アピタ前
無料 朝市(果物､野菜)等も募集中

227

8月26日 (土) ヤオハン伊豆長岡店駐車場

★ 9時～14時 約50店 2000円 手持出店 プロ可
受付 空きがあれば
当日受付も 雨天翌週に延期 ｢伊豆長岡｣駅より徒歩15分 田方郡伊豆長岡町
古奈432
無料 お店の駐車場での開催なので､お客さん多し

14

8月27日 (日) ヤオハン松崎店駐車場

★ 9時～15時 約50店 2000円 手持出店 プロ可
受付･空きあれば当
日受付も 雨天決行(屋根付) ｢下田｣駅より車で約40分 賀茂郡松崎町江奈
303-1
無料 お店の駐車場での開催なのでお客さん多し

14

藤枝駅前多目的広場

10時～16時 約120店 1000円 プロ可 当日受付(9時前には来ないで) 雨天
中止 東海道線｢藤枝｣駅南口
無料 ﾊｰﾌﾞ製品を生産する障害者施設が主催
多くの参加者で賑わうなごやかな雰囲気の人気フリマ

■フリーマーケット開催スケジュール表の右端（団体）に記されている番号と、フリーマーケットガイド34～35ページの「首
都圏主催団体連絡先」の番号を照らし合わせて、各主催団体に「フリーマーケットガイドを見たんですけど～」と言ってお
問合せください。
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