市町名

書店名

TEL

●北海道地方
北海道 札幌市中央区

紀伊國屋書店 札幌本店

011-231-2131

北海道 札幌市中央区

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店

011-223-1911

北海道 札幌市北区

コーチャンフォー 新川通り店

011-769-4000

北海道 札幌市豊平区

コーチャンフォー ミュンヘン大橋店

011-817-4000

北海道 札幌市清田区

コーチャンフォー 美しが丘店

011-889-2000

北海道 小樽市

喜久屋書店 小樽店

0134-31-7077

北海道 函館市

文教堂 函館テーオー店

0138-35-5181

北海道 函館市

文教堂 函館昭和店

0138-44-7800

北海道 旭川市

ジュンク堂書店 旭川店

0166-26-1120

北海道 帯広市

帯広喜久屋書店 ザ本屋さん

0155-21-7782

北海道 北見市

コーチャンフォー 北見店

0157-26-1122

青森県 弘前市

ジュンク堂書店 弘前店

0172-34-3131

岩手県 盛岡市

ジュンク堂書店 盛岡店

019-601-6161

岩手県 奥州市

松田書店 本店

0197-23-2532

岩手県 北上市

小田島書店

0197-63-3351

岩手県 仙台市青泉区

蔦谷書店 仙台泉店

022-772-2011

宮城県 仙台市青葉区

ジュンク堂書店 仙台TR店

022-265-5656

宮城県 仙台市青葉区

アイエ書店 東北薬科大学売店

022-234-1870

宮城県 石巻市

金港堂書店 石巻店

0225-94-0088

秋田県 秋田市

宮脇書店 秋田本店

018-825-5515

福島県 郡山市

ジュンク堂書店 郡山店

024-927-0440

福島県 郡山市

紀尚堂 日大売店

024-943-0291

福島県 いわき市

鹿島ブックセンター

0246-28-2222

福島県 いわき市

紀伊國屋書店 いわき明星大学ブックセンター

0246-28-6025

茨城県 水戸市

川又書店 エクセル店

29-231-1073

茨城県 つくば市

ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店

029-868-7407

茨城県 つくば市

ブックエース つくば学園店

029-861-1811

栃木県 宇都宮市

喜久屋書店 宇都宮店

028-614-5222

栃木県 宇都宮市

落合書店 宝木店

028-650-2211

群馬県 前橋市

蔦屋書店 前橋みなみモール店

027-210-0886

群馬県 高崎市

ブックマンズアカデミー 高崎店

027-370-6166

群馬県 高崎市

戸田書店 高崎店

027-363-5110

群馬県 太田市

ブックマンズアカデミー 太田店

0176-40-1900

群馬県 太田市

喜久屋書店 太田店

0276-47-8723

群馬県 伊勢崎市

くまざわ書店 伊勢崎店

0270-70-5510

群馬県 館林市

ケヅカ書店

0276-72-4646

埼玉県 さいたま市浦和区

須原屋

048-822-5321

埼玉県 さいたま市大宮区

ジュンク堂書店 大宮高島屋店

048-640-3111

埼玉県 久喜市

ＡＣＡＤＥＭＩＡ 菖蒲店

0480-87-1781

千葉県 千葉市中央区

志学書店

043-224-7111

千葉県 船橋市

第一厳翠堂書店（大久保）

047-472-5011

千葉県 船橋市

第二厳翠堂書店（北習志野）

047-465-0926

千葉県 習志野市

丸善 津田沼店

047-470-8311

千葉県 習志野市

C.I.T.サービス 津田沼店

047-478-0593

千葉県 習志野市

C.I.T.サービス 新習志野店

047-454-9770

千葉県 柏市

KaBoS ららぽーと柏の葉店

04-7168-1760

千葉県 松戸市

ジュンク堂書店 松戸伊勢丹店

047-308-5111

東京都 千代田区

丸善 丸の内本店

03-5288-8881

東京都 千代田区

三省堂書店 神保町本店

03-3233-3312

東京都 中央区

丸善 日本橋店

03-6214-2001

東京都 中央区

八重洲ブックセンター

03-3281-1811

東京都 港区

文教堂書店 浜松町店

03-3437-5540

東京都 新宿区

紀伊國屋書店 新宿本店

03-3354-0131

東京都 新宿区

ブックファースト 新宿店

03-5339-7611

東京都 渋谷区

MARUZEN＆ジュンク堂書店 渋谷店

03-5456-2111

東京都 中野区

ブックファースト あおい書店 中野本店

03-3319-5161

東京都 豊島区

ジュンク堂書店 池袋本店

03-5956-6111

●東北地方

●関東地方

市町名

書店名

TEL

東京都 豊島区

三省堂書店 池袋本店

03-3989-1551

東京都 武蔵野市

ジュンク堂書店 吉祥寺店

0422-28-5333

東京都 立川市

オリオン書房 ノルテ店

042-522-1231

東京都 立川市

ジュンク堂書店 立川高島屋店

042-512-9910

東京都 八王子市

くまざわ書店 八王子店

042-625-1201

東京都 武蔵村山市

オリオン書房 イオンモールむさし村山ミュー店

042-567-6911

東京都 多摩市

MARUZEN 多摩センター店

042-355-3220

神奈川県 横浜市青葉区

ブックファースト 青葉台店

045-989-1781

神奈川県 横浜市都筑区

ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店

045-914-3320

神奈川県 川崎市川崎区

ブックファースト あおい書店 川崎駅前店

044-233-6518

神奈川県 川崎市幸区

丸善 ラゾーナ川崎店

044-520-1869

神奈川県 川崎市生田区

丸善ブックセンター 明治大学生田店

044-920-6251

神奈川県 横須賀市

文教堂書店 横須賀ＭＯＲＥ'Ｓ店

046-822-2655

神奈川県 平塚市

紀伊國屋書店 東海大学ブックセンター

0463-50-1250

神奈川県 平塚市

紀伊國屋書店 神奈川大学ブックセンター

0463-59-4010

神奈川県 藤沢市

ジュンク堂書店 藤沢店

0466-52-1211

神奈川県 厚木市

紀伊國屋書店 神奈川工科大学ブックセンター

046-243-1077

神奈川県 厚木市

有隣堂書店 厚木店

046-223-4111

神奈川県 相模原市緑区

ACADEMIAくまざわ書店 橋本店

042-700-7020

新潟県 新潟市中央区

ジュンク堂書店 新潟店

025-374-4411

新潟県 新潟市西区

知遊堂 亀貝店

025-211-1858

新潟県 長岡市

文信堂 長岡技術科学大学店

0285-46-6437

新潟県 長岡市

宮脇書店 長岡店

0285-31-3700

新潟県 柏崎市

コメリ書房 柏崎店

0257-20-1230

新潟県 五泉市

コメリ書房 五泉店

0250-40-1215

新潟県 上越市

知遊堂 上越国府店

025-545-5668

新潟県 新発田市

コメリ書房 新発田店

0254-20-1011

富山県 富山市

文苑堂書店 藤の木店

076-422-0155

富山県 富山市

明文堂書店 富山新庄経堂店

076-494-3530

富山県 富山市

ＢＯＯＫＳなかだ 掛尾本店 専門書館

076-492-1197

富山県 富山市

紀伊國屋書店 富山店

076-491-7031

富山県 富山市

文苑堂書店 富山豊田店

076-433-8150

富山県 高岡市

文苑堂書店 福田本店

0766-27-7800

富山県 高岡市

喜久屋書店 高岡店

0766-27-2455

富山県 射水市

文苑堂書店 小杉店

0766-56-8400

富山県 射水市

明文堂書店 高岡射水店

0766-82-1840

石川県 金沢市

文苑堂書店 示野本店

076-267-7007

石川県 金沢市

金沢ビーンズ 明文堂

076-239-4400

石川県 金沢市

うつのみや 柿木畠本店

076-234-8111

石川県 金沢市

ＫａＢｏＳ 大桑店

076-226-1170

石川県 金沢市

勝木書店 金沢泉野店

076-244-3555

石川県 小松市

明文堂書店TSUTAYA KOMATSU

0761-23-4280

石川県 野々市市

KIT 金沢工科大学ブックセンター

076-248-4454

石川県 野々市市

うつのみや書店 金沢工業大学前店

076-227-0999

福井県 福井市

勝木書店

0776-24-0428

福井県 福井市

勝木書店 新二の宮店

0776-27-4678

山梨県 甲府市

ジュンク堂書店 岡島甲府店

055-231-0606

山梨県 上野原市

紀伊國屋書店 帝京科学大学ブックセンター

0554-63-4542

長野県 長野市

平安堂 新長野店

026-224-4545

長野県 松本市

宮脇書店 松本店

0263-24-2435

長野県 松本市

MARUZEN 松本店

0263-31-8171

長野県 岡谷市

笠原書店

0266-23-5070

岐阜県 岐阜市

自由書房 ＥＸ高島屋店

058-262-5661

岐阜県 大垣市

ACADEMIA 大垣店

0584-77-6450

静岡県 静岡市葵区

戸田書店 静岡本店

054-205-6111

静岡県 静岡市葵区

MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店

054-275-2777

静岡県 沼津市

マルサン書店 仲見世本店

055-963-0350

静岡県 浜松市中区

谷島屋 浜松本店

053-457-4165

静岡県 磐田市

谷島屋 ららぽーと磐田店

0538-59-0358

●中部地方

市町名

書店名

TEL

愛知県 名古屋市南区

文進堂書店

052-819-2630

愛知県 名古屋市天白区

ちくさ正文館 名城大学ブックショップ

052-833-8215

愛知県 名古屋市中区

丸善 名古屋本店

052-238-0320

愛知県 名古屋市中区

ジュンク堂書店 名古屋ロフト店

052-249-5592

愛知県 名古屋市中区

ジュンク堂書店 名古屋栄店

052-212-5360

愛知県 名古屋市中村区

ジュンク堂書店 名古屋店

052-589-6321

愛知県 名古屋市西区

フタバ図書 ＴＥＲＡワンダーシティ店

052-509-7922

愛知県 豊橋市

精文館書店

0532-54-2345

愛知県 豊橋市

精文館書店 豊橋技術科学大学売店

0532-47-0624

愛知県 春日井市

丸善 中部大学売店

0568-51-1204

愛知県 一宮市

宮脇書店 尾西店

0586-47-7111

三重県 津市

別所書店 修成店

059-246-8822

三重県 四日市市

宮脇書店 四日市本店

059-359-5910

三重県 鈴鹿市

宮脇書店 鈴鹿店

059-384-3737

三重県 松阪市

宮脇書店 松阪店

0598-25-2533

滋賀県 草津市

喜久屋書店 草津店

077-516-1118

滋賀県 大津市

丸善 龍谷大学瀬田売店

077-543-5135

京都府 京都市南区

大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店

075-692-3331

京都市 京都中京区

丸善 京都本店

075-253-1599

京都府 京都市下京区

ジュンク堂書店 京都店

075-252-0101

京都府 京都市北区

紀伊國屋書店 京都産業大学売店

075-708-1356

大阪府 大阪市北区

ジュンク堂書店 大阪本店

06-4799-1090

大阪府 大阪市北区

紀伊國屋書店 梅田本店

06-6372-5821

大阪府 大阪市浪速区

ジュンク堂書店 難波店

06-4396-4771

大阪府 大阪市中央区

ジュンク堂書店 天満橋店

06-6920-3730

大阪府 大阪市阿倍野区

喜久屋書店 阿倍野店

06-6634-8606

大阪府 大阪市阿倍野区

ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店

06-6626-2151

大阪府 守口市

未来屋書店 大日店

06-6900-6030

大阪府 高槻市

ジュンク堂書店 高槻店

072-686-5300

兵庫県 神戸市中央区

ジュンク堂書店 三宮店

078-392-1001

兵庫県 神戸市中央区

ジュンク堂書店 三宮駅前店

078-252-0777

兵庫県 神戸市北区

喜久屋書店 北神戸店

078-983-3755

兵庫県 神戸市西区

神戸学院大学 学院書店

078-974-1734

兵庫県 西宮市

ジュンク堂書店 西宮店

0798-68-6300

兵庫県 姫路市

ジュンク堂書店 姫路店

079-221-8280

兵庫県 加西市

ファミリーマート 西村書店 加西店

0790-42-5008

奈良県 奈良市

紀伊國屋書店 近畿大学ブックセンター

0742-43-0486

奈良県 大和郡山市

喜久屋書店 大和郡山店

0743-55-2200

和歌山県 和歌山市

宮脇書店 ロイネット和歌山店

073-402-1472

和歌山県 和歌山市

TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店

073-480-5900

鳥取県 鳥取市

今井書店 湖山店

0857-28-7007

岡山県 岡山市北区

紀伊國屋書店 クレド岡山店

086-212-2551

岡山県 岡山市北区

丸善 岡山シンフォニービル店

086-233-4640

岡山県 岡山市北区

啓文社 岡山本店

086-805-1123

岡山県 岡山市北区

宮脇書店 岡山本店

086-242-2188

岡山県 倉敷市

喜久屋書店 倉敷店

086-430-5450

広島県 広島市中区

紀伊國屋書店 広島店

082-225-3232

広島県 広島市中区

MARUZEN 広島店

082-504-6210

広島県 広島市南区

丸善ジュンク堂書店 広島駅前店

082-568-3000

広島県 広島市安佐南区

フタバ図書 ＭＥＧＡ 祇園中筋店

082-830-0600

広島県 安芸郡府中町

フタバ図書 ＴＥＲＡ

082-561-0770

広島県 福山市

フタバ図書 アルティ福山本店

084-973-8780

山口県 宇部市

京屋書店

0836-31-2323

山口県 防府市

明林堂書店 コスパ防府店

0835-26-5828

香川県 高松市

ジュンク堂書店 高松店

087-832-0170

香川県 高松市

宮脇書店 本店

087-851-3733

香川県 高松市

宮脇書店 総本店

087-823-3152

●関西地方

●中国地方

●四国地方

市町名

書店名

TEL

香川県 三豊市

宮脇書店 三豊店

0875-56-6036

愛媛県 松山市

ジュンク堂書店 松山店

089-915-0075

愛媛県 新居浜市

明屋書店 ＭＥＧＡ西の土居店

0897-36-4455

愛媛県 新居浜市

宮脇書店 新居浜本店

0897-31-0586

高知県 香美市

金高堂書店 高知工科大学店

0887-52-3811

福岡県 福岡市中央区

ジュンク堂書店 福岡店

092-738-3322

福岡県 福岡市博多区

紀伊國屋書店 福岡本店

092-434-3100

福岡県 福岡市博多区

MARUZEN 博多店

092-413-5401

福岡県 福岡市東区

紀伊國屋書店 福岡工業大学ブックセンター

092-608-5080

福岡県 福岡市西区

紀伊國屋書店 九州大学伊都ブックセンター

092-807-3061

福岡県 福岡市城南区

金文堂 福岡大学店

092-871-1611

福岡県 北九州市八幡西区

ブックセンタークエスト 黒崎井筒屋店

093-643-5530

福岡県 北九州市小倉北区

喜久屋書店 小倉店

093-514-1400

福岡県 北九州市小倉南区

喜久屋書店 小倉南店

093-383-8022

福岡県 糟屋郡粕屋町

フタバ図書 ＴＥＲＡ福岡東店

092-939-7200

長崎県 長崎市

メトロ書店 本店

095-821-5400

熊本県 熊本市西区

紀伊國屋書店 崇城大学ブックセンター

096-323-1015

大分県 大分市

明林堂書店 大分本店

097-573-3400

大分県 大分市

ジュンク堂書店 大分店

097-536-8181

宮崎県 宮崎市

旭屋書店 イオンモール宮崎店

0985-60-3882

宮崎県 宮崎市

蔦屋書店 宮崎高千穂通り

0985-61-6711

鹿児島県 鹿児島市

ブックスミスミ オプシア店

099-813-7012

鹿児島県 鹿児島市

ジュンク堂書店 鹿児島店

099-216-8838

ジュンク堂書店 那覇店

098-860-7175

●九州.・沖縄地方

沖縄県 那覇市

