
常備品書店様一覧

都道府県 書店名 郵便番号 住所１ 住所２ 電話番号

北海道 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 062-0921 札幌市豊平区中の島１条13-1-1 011-817-4000
北海道 コーチャンフォーミュンヘン美しが丘店 004-0811 札幌市清田区美しが丘1条5丁目 011-889-2000
北海道 北海道官報販売所 060-0042 札幌市中央区大通西11－４－23 大通パークビル 011-231-0975
北海道 三省堂書店札幌店 060-0005 札幌市中央区北五条西2-5 JRタワー札幌ステラプレイス5F 011-209-5600
北海道 コーチャンフォーミュンヘン新川通り店 001-0923 札幌市北区新川3条18丁目 （新川通り沿い） 011-769-4000
北海道 喜久屋書店小樽店 047-0008 小樽市築港11-１ ウィングベイ小樽3F 0134-31-7077
北海道 帯広喜久屋書店/ザ本屋さん 080-0014 帯広市西４条南１２丁目３番地 長崎屋帯広店 ４Ｆ 0155-21-7782
北海道 函館 蔦屋書店 041-0802 函館市石川町85－1 0138-47-2600　
北海道 文教堂函館テーオー店 040-0015 函館市梁川町10-25 テーオーデパート４F 0138-35-5181
北海道 コーチャンフォー北見店 090-0012 北見市並木町521（国道39号線沿い） 0157-26-1122
青森県 紀伊国屋書店弘前店 036-8182 弘前市土手町126-1 0172-36-4511
青森県 青森県官報販売所 030-0801 青森市新町１丁目１３番４号 017-723-2431
青森県 宮脇書店青森本店 038-0012 青森市柳川1-2-3ラビナ4.5F 017-721-1080
青森県 伊吉書院西店 039-1161 八戸市河原木字神才6-1 0178-28-8211
岩手県 松田書店 023-0003 水沢市佐倉河東広町46-2 0197-23-2532
岩手県 エムズエクスポ盛岡店 020-0122 盛岡市みたけ3-36-1 019-648-7100
岩手県 岩手県官報販売所 020-0874 盛岡市南大通１丁目１６番２号 019-622-298４
岩手県 東山堂北上店 024‐0082 北上市町分2‐525‐1 0197-61-0666
宮城県 蔦屋書店仙台泉店 981-3137 仙台市泉区大沢2-12-4 022-772-2011
宮城県 喜久屋書店仙台店 980-0021 仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ５Ｆ・６Ｆ 022-716-2021
宮城県 仙台政府刊行物センター 980-0014 仙台市青葉区本町３－５－２２ 宮城県管工事会館１階 022-261-8320
宮城県 ジュンク堂書店盛岡店 020-0022 盛岡市大通２丁目8-14 ＭＯＳＳビル３・４Ｆ 019-601-6161
宮城県 金港堂石巻店 986‐0861 石巻市蛇田字金津町１５－１ 0225-94-0088
秋田県 ジュンク堂書店秋田店 010-0874 秋田市千秋久保田4-2 秋田フォーラス6・7Ｆ 018-884-1370
秋田県 秋田県官報販売所 010-0921 秋田市大町２丁目２番２号 018-862-2129
秋田県 宮脇書店秋田本店 010-0001 秋田市中通2-8-1 018-825-5515
山形県 ふみや書店 990‐0042 山形市七日町２－１－４０ 023-622-5524
山形県 戸田書店山形店 990-0885 山形市嶋北四丁目2-17 023-682-3111
福島県 鹿島ブックセンター 971‐8141 いわき市鹿島町走熊字小神山１８－８ 0246-28-2222
福島県 ジュンク堂書店郡山店 963-8004　 郡山市中町13-1　 うすい百貨店9階 024-927-0440　
福島県 岩瀬書店富久山店 963‐8051 郡山市富久山町 八山田字大森新田36‐1 024-936-2220
福島県 文芸堂書店桜井町店 975-0032 原町市桜井町1-123 0244-24-4711
福島県 文芸堂　相馬店 976-0052  相馬市黒木源多田７ 0244-37-4711
福島県 岩瀬書店中合店 960‐8031 福島市栄町５－１ 中合福島店二番館6F 024-521-3022
茨城県 アカデミアイーアスつくば店 305-0817 つくば市研究学園Ｃ50街区１ イーアスつくば3Ｆ 029-868-7407
茨城県 宮脇書店取手本店 302-0024 取手市新町1-9リボンとりで4Ｆ 0297-71-5101.
茨城県 川又書店県庁店 310-0852 水戸市笠原町９７８－２５ 029-301-1811 
茨城県 茨城県官報販売所 310-0021 水戸市南町２-６-３７　木村ビル１階 029-291-5676
栃木県 喜久屋書店宇都宮店 320-0026 宇都宮市馬場通り2-3-12 ラパーク長崎屋5.6Ｆ 028-614-5222
栃木県 落合書店宝木町店 320‐0061 宇都宮市宝木町１－３－１３５ 028-650-2211
群馬県 ブックマンズアカデミー大田店 373‐0852 太田市新井町502‐2 0276-40-1900
群馬県 喜久屋書店太田店 373-0808 太田市石原町81 イオン太田ショッピングセンター2Ｆ 0276-47-8723
群馬県 ブックマンズアカデミー　高崎店 370-0069 高崎市飯塚町1150-5 ウニクス高崎内 027-370-6166

1/6



都道府県 書店名 郵便番号 住所１ 住所２ 電話番号

群馬県 戸田書店　高崎店 370‐0074 高崎市下小鳥町421 027-363-5110
群馬県 藤岡戸田書店 375-0015 藤岡市中栗須286 0274-22-2469
群馬県 蔦屋書店 前橋みなみモール店 379-2143 前橋市新堀町33 027-210-0886
群馬県 戸田書店前橋本店 371-0013 前橋市西片貝町4-16-7 027-223-9011
群馬県 ブックマンズアカデミー前橋店 371‐0854 前橋市大渡町２－３－１ 027-280-3322
埼玉県 宮脇書店鴻巣店 369-0116 鴻巣市北新宿225-1 048-547-3700
埼玉県 ブック　デポ書楽 338‐0001 さいたま市中央区上落合２－３－５ 048-852-6581
埼玉県 須原屋 336‐0007 さいたま市仲町2‐3‐20 048-822-5321
埼玉県 蔦谷フォレオ菖蒲店 346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲6006-1 0480-87-0800
千葉県 アカデミアちはら台店 290-0143 市原市ちはら台西3-4 0436-76-0270
千葉県 宮脇書店印西牧の原店 270-1335 印西市原1-2 BIGHOP内 0476-40-6325
千葉県 喜久屋書店千葉ニュータウン 270-1392 印西市中央北３丁目２番 『イオンモール千葉ニュータウン３Ｆ 0476-40-7732
千葉県 勝木書店KaBoSららぽーと柏の葉店 277-0854 千葉県柏市若柴175　 ららぽーと柏の葉３階 04-7168-1760
千葉県 千葉県官報販売所 260-0013 千葉市中央区中央４－９－８ 043-222-7635
東京都 紀伊國屋書店新宿本店 163-8636 新宿区新宿3-17-7 03-3354-0131
東京都 書原 166‐0015 杉並区成田東4‐39‐8 杉並区役所前 03-3313-6267
東京都 くまざわ書店錦糸町店 130-0013 墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町9F 03-5610-3034
東京都 東京都市大学内　竹内書店 158-0087 世田谷区玉堤1-28-1 03-3703-6340
東京都 丸善　日本橋店 103-8245　 中央区日本橋2-3-10 03-6214-2001
東京都 霞ヶ関政府刊行物センター 100-0013 千代田区霞が関１－４－１ 日土地ビル１Ｆ 03-3504-3885
東京都 三省堂書店神保町本店 101‐0051 千代田区神田神保町1‐1 03-3233-3312
東京都 三省堂書店池袋本店仕入 171-0022 豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 別館地下1階・書籍館地下1階～4階 03-6864-8900
東京都 あおい書店中野本店 164-0001 中野区中野4-3-1　 中野サンクォーレ1階・2階 03-3319-5161
東京都 文教堂浜松町店 105-6102 港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル別館2Ｆ 03-3437-5540
東京都 コーチャンフォーミュンヘン若葉台店 206-0824 稲城市若葉台2丁目9番2 042-350-2800
東京都 オリオン書房ノルテ店 190-0012 立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3Ｆ 042-522-1231
東京都 くまざわ書店八王子店 192‐0083 八王子市旭町2‐11 0426-25-1201
神奈川県 ブックファースト青葉台店 227-0062 横浜市青葉区青葉台２丁目１-１ 045-989-1781
神奈川県 有隣堂本店 231-0045 横浜市中区伊勢崎町１－４－１ 045-261-1231
神奈川県 神奈川県官報販売所 231-0012 横浜市中区相生町４－７５　ＪＴＢ・ＹＮ馬車道ビル 045-681-2661
神奈川県 アカデミアくまざわ書店橋本店 252-0146 相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本店1Ｆ 042-700-7020
新潟県 知遊堂　三条店 955-0083 三条市荒町2-25-4 0256-36-7171
新潟県 戸田書店上越店 943-0171 上越市大字藤野 新田字上長池228 025-527-3311
新潟県 知遊堂　上越国府店 942-0086 上越市加賀町12-10 025-545-5668
新潟県 戸田書店　新潟南店 950-0923 新潟市姥ケ山76-1 025-257-1911
新潟県 知遊堂　亀貝店 950-2033 新潟市西区亀貝530-1 025-211-1858
新潟県 ジュンク堂書店　新潟店 950-0911 新潟市中央区笹口1丁目1番地 プラーカ1 1階・地階 025-374-4411 
新潟県 紀伊國屋書店新潟店 950-0088 新潟市中央区万代1-5-1 LOVELA（ラブラ）万代6F 025-241-5281
新潟県 新潟県官報販売所 950-0863 新潟市東区卸新町１丁目２０５９－８（卸団地内） 新潟卸団地郵便局私書箱１０８号 025-271-2188
新潟県 コメリ書房新発田店 957-0065 新発田市舟入町１－１３８－１ 0254-20-1011
新潟県 戸田書店長岡店 940-2024 長岡市堺町浦田３３－１ 0258-22-5911
新潟県 宮脇書店長岡店 940-0048 長岡市台町2-4-56 0258-31-3700
新潟県 コメリ書房柏崎店 945-0831 柏崎市柳橋町１０－１８ 0257-20-1230
山梨県 ジュンク堂書店　岡島甲府店 400-8660 甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店6Ｆ 055-231-0606 
山梨県 朗月堂 400-0048 甲府市貢川本町１３－６ 055-228-7356
長野県 長野県官報販売所 380-0841 長野市大門町６６番地１ 026-233-3187
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長野県 平安堂新長野店 380-8539 長野市南千歳1-1-1 026-224-4550
長野県 平安堂伊那店 396-0001 伊那市福島２３４−１ 0265-96-7755
長野県 丸善　松本店 390－0815　 松本市深志1丁目3－11 コングロM　B1・1・2F 0263-31-8171　
富山県 文苑堂書店福田本店 933-0829 高岡市福田43 0766-27-7800
富山県 喜久屋書店高岡店 933-0813 高岡市下伏間江383外 0766-27-2455
富山県 文苑堂書店藤の木店 930-0944 富山市開1325 076-422-0155
富山県 ブックスなかだ本店専門書館2Ｆ 939-8212 富山市掛尾町180-1 076-492-1197
富山県 明文堂新庄経堂店2Ｆ 930-0951 富山市経堂123-４ 076-494-3530
富山県 文苑堂書店富山豊田店 931-8313 富山市豊田町2-8-14 076-433-8151
石川県 明文堂書店金沢野々市店 921-8825 石川郡野々市町中南部土地区画整理 事業施行地区内75街区1 076-294-0930
石川県 石川県官報販売所 920-8722 金沢市広坂１－１－３０ 宇都宮広坂ビル 0762-34-8111
石川県 文苑堂書店示野本店B 920-0059 金沢市示野町80街区1 076-267-7007
福井県 勝木書店新二の宮店 910-0015 福井市二の宮5-18-8 0776-27-4678
福井県 勝木書店 910-0006 福井市中央１－４－１８ 0776-24-0428
岐阜県 喜久屋書店大垣店 503-0808 大垣市三塚町丹瀬463-1 0584-77-1717
岐阜県 丸善岐阜店 502-0882 岐阜市正木中１丁目2番１号 マーサ２１ ３階 058-297-7008
岐阜県 岐阜県官報販売所 500-8073 岐阜市泉町５番地 058-262-9897
静岡県 戸田書店静岡本店 420-0852　 静岡市葵区紺屋町17-1 054-205-6111
静岡県 丸善＆ジュンク堂書店　新静岡店 420-8508 静岡市葵区鷹匠1丁目1番1号 新静岡セノバ5階 054-275-2777 
静岡県 静岡県官報販売所 420-8691 静岡市葵区追手町１０番１２１号 054-253-2661
静岡県 谷島屋書店浜松本店 430-0926 浜松市中区砂山町6-1 浜松駅ビル「メイワン」8階 053-457-4165
愛知県 ジュンク堂書店名古屋栄店 460-0004 名古屋市中区新栄町1-1 明治安田生命名古屋ビル地下1階～2階 052-212-5360
愛知県 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 460-0008 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークB1F・7F 052-249-5592 
愛知県 丸善名古屋本店 460-0008 名古屋市中区栄三丁目8番14号  052-238-0320
愛知県 愛知県第一官報販売所 460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目２２番７号 丸の内OSビル１階 052-961-9011
愛知県 ジュンク堂書店　名古屋店 450-0002 名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル１F 052-589-6321 
愛知県 精文館書店尾張一宮店 491-0025 一宮市羽衣2-5-1 0586-26-1616
愛知県 宮脇書店尾西店 494-0001 一宮市開明流58-1 0586-47-7111
愛知県 精文館書店 440‐8517 豊橋市広小路1‐6 0532-54-2345
三重県 宮脇書店四日市本店 510-0075 四日市市安島1-3-31 四日市アムスクエア4Ｆ 0593-59-5910
三重県 宮脇書店ＰＣ四日市 510-0883 四日市市泊小柳町4-5 ジャスコ四日市南ショッピング 059-348-6373
三重県 別所書店修成店 514-0837 津市修成町20 059-246-8822
三重県 三重県官報販売所 514-0032 津市中央１２－１２ 059-228-4812
三重県 コメリ書房　鈴鹿店 513-0853 鈴鹿市末広町南1-1-1 059-384-3737
滋賀県 ハイパーブックス駒井沢店 525-0014 草津市駒井沢町85 077-568-0111
滋賀県 滋賀県官報販売所 520-0043 大津市中央１丁目５番２号 077-524-2683
滋賀県 ハイパーブックス彦根店 522-0042 彦根市戸賀町145-2 0749-30-5151
京都府 ジュンク堂書店　京都店 600-8005 京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町20-1 075-252-0101 
京都府 丸善　京都本店 604-8032 京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL　地下1階～地下2階 075-253-1599
京都府 京都府官報販売所 604-8032 京都市中京区河原町通六角下ル山崎町２４５ 075-221-4444
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店 601-8211 京都市南区久世高田町376 イオンモール京都桂川1F 075-925-1717
京都府 アバンティーブックセンター京都店 601-8003 京都市南区東九条西山王町31 フィスミー京都6F 075-682-5031
京都府 大垣書店イオンモールKYOTO店 601-8417　 京都市南区八条通西洞院下ル西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Kaede館2階 075-692-3331
大阪府 かんぽう　店売 550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-14 肥後橋官報ビル2F 06-6443-2171
大阪府 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店ウイング館7・8F 06-6626-2151
大阪府 喜久屋書店　阿倍野店 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル2F 06-6634-8606
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大阪府 ジュンク堂書店天満橋店 540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティーモール7Ｆ 06-6920-3730
大阪府 ジュンク堂書店上本町 543-0001 大阪市天王寺区上本町6－1－55 近鉄百貨店11Ｆ 06-6771-1005
大阪府 紀伊国屋書店　梅田本店 530-0012 大阪市北区芝田1-1-3  阪急三番街 06-6372-5821
大阪府 紀伊国屋書店　グランフロント大阪店 530-0011 大阪市北区大深町4-20　 グランフロント大阪南館6F 06-7730-8451
大阪府 MARUZEN&ジュンク堂書店　梅田店 530-0013 大阪市北区茶屋町 7-20 チャスカ茶屋町地下1階～7階 06-6292-7383
大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店 530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ1～3F 06-4799-1090 
大阪府 ジュンク堂書店　難波店 556-0017 大阪市浪速区湊町1丁目2-3 マルイト難波ビル3F 06-4396-4771 
大阪府 ジュンク堂書店　高槻店 569-0804 高槻市紺屋町1-1 グリーンプラザたかつき1号館3F 072-686-5300
兵庫県 紀伊国屋書店加古川店 675‐0065 加古川市加古川町篠原字三ッ升２１－８ 加古川そごう別館2F 0794-27-3311
兵庫県 西村書店 675-2311 加西市北条町横尾285-1 0790-42-5008
兵庫県 ジュンク堂三宮駅前 651-0096 神戸市中央区雲井通6-1-15 サンシティー7Ｆ 078-252-0777
兵庫県 喜久屋書店北神戸店 651-1515 神戸市北区上津台　８丁目１番１号 （イオンモール神戸北２F） 078-983-3755
兵庫県 ジュンク堂書店　西宮店 663-8035 西宮市北口町1－1 アクタ西宮 西館4F 0798-68-6300 
奈良県 喜久屋書店橿原店 634-0387 橿原市曲川町７－２０－１ 0744-20－3151
和歌山県 宮脇書店ロイネット和歌山店 640-8156 和歌山市七番丁26-1 073-402-1472
和歌山県 TUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 640-8421 和歌山市松江字向鵜ノ島1469-1 073-480-5900 
徳島県 宮脇書店新徳島本店 770‐8008 徳島市西新浜町1-6-1 　マルナカ新浜２F 088-663-6621
徳島県 附屋書店国府店 779-3118 徳島市国府町井戸字高池窪12-1 088-643-3223
徳島県 附屋書店松茂店 771-0212 松野郡松茂町中喜来前原東1-8 088-683-4721
香川県 宮脇書店総本店 760-0064 高松市朝日新町3-4 087-823-3152
香川県 宮脇書店本店 760‐0029 高松市丸亀町４－８ 087-851-3733
香川県 ジュンク堂高松 760-0054 高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG 7階 087-832-0170
香川県 香川県官報販売所 760-0017 高松市番町１丁目９番地１６号 0878-51-6055
香川県 宮脇書店南本店 761‐8071 高松市伏石町１４６－１ 087-869-9361
愛媛県 宮脇書店宇和島店 798-0012 宇和島市和霊町1328-1 0895-20-0353
愛媛県 愛媛県官報販売所 790-0003 松山市三番町４丁目６番地１３号 089-941-7879
愛媛県 ジュンク堂書店　松山店 790-0011 松山市千舟町5-7-1 エスパス松山ビル内 089-915-0075 
愛媛県 明屋書店MEGA西の土居店 792-0035 新居浜市西の土居町1-1-23 0897-36-4455
愛媛県 宮脇書店新居浜本店 792-0007 新居浜市前田町8-8 イオン新居浜１階 0897-31-0586
高知県 金高堂朝倉ブックセンター 780-8085 高知市大谷公園町２０－１５ 088-840-1363
高知県 高知県官報販売所 780-0870 高知市本町５丁目２番２１号 088-872-5866
鳥取県 今井書店倉吉店 682-0806 倉吉市昭和町2-254 0858-23-4142
鳥取県 今井書店吉成店 680-0874 鳥取市叶310鳥取API内 0857-51-7020
鳥取県 今井書店湖山店 680-0942 鳥取市湖山東4-85 0857-28-7007
鳥取県 今井書店錦町店 683-0811 米子市錦町3丁目90番地 0859-37-6700
鳥取県 本の学校今井ブックセンター 683‐0802 米子市新開２－３－１０ 0859-31-5000
島根県 今井書店出雲店 693-0024 出雲市高岡町1237-1 0853-22-8181
島根県 島根県官報販売所 690-0887 松江市殿町６３番地 今井書店本店内 0852-24-2230
岡山県 紀伊国屋書店クレド岡山店 700-0821 岡山市中山下1-8-45 ＮＴＴクレド岡山ビル4Ｆ／5Ｆ 086-212-2551
岡山県 宮脇書店岡山本店 700‐0975 岡山市今３－２３－１03 086-242-2188
岡山県 丸善岡山シンフォニービル店 700‐0822 岡山市表町１－５－１ 086-233-4640
岡山県 喜久屋書店倉敷店 710‐0802 倉敷市水江１イオン 倉敷ショピングセンター２F 086-430-5450
広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 735-0021 安芸郡府中町大須2-1-1-3022 ダイヤモンドシティソレイユ3ｆ 082-561-0770
広島県 フタバ図書MEGA 731‐0122 広島市安佐南区中筋４－１１－７ 082-830-0601
広島県 フタバ書店アルティアルパーク北棟店 733-0863 広島市西区草津南4丁目7－1 082-270-5730
広島県 紀伊国屋広島店 730-0011 広島市中区基町６−２７ 082-225-3232
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広島県 丸善　広島店 730-8540　 広島市中区胡町5-22　 天満屋八丁堀ビル　7・8F 082-504-6210　
広島県 広島県官報販売所 730-0012 広島市中区上八丁堀７番２７号 082-962-3590
広島県 ジュンク堂書店　広島駅前店 732-0822 広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店10F 082-568-3000
広島県 宮脇書店福山多治米店 720-0824 福山市多治米町4-11-1 084-957-0382
広島県 フタバ図書アルティ福山本店 721-0961 福山市明神町１－１４－２０ 084-973-8780
山口県 宮脇書店宇部店 755-0039 宇部市東梶返3-17-7 0836-37-0011
山口県 京屋書店 755-0042 宇部市松島町16-25 0836-31-2323
山口県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 751-0869 関市伊倉新町二町目3番15号 083-250-2525
山口県 宮脇書店湯田店 753-0077 山口市熊野町5-20 083-922-0118
福岡県 フタバＴＥＲＡ福岡東 811-2303 糟屋郡粕屋町酒殿老ノ木192-1-2001 ダイヤモンドシティルクル2Ｆ 092-939-7200
福岡県 ジュンク堂書店　福岡店 810-0001 福岡市中央区天神1-10-13 メディアモール天神 092-738-3322
福岡県 福岡県官報販売所 810-0001 福岡市中央区天神４丁目５番１０号　 地産マンション１階 092-721-4846
福岡県 喜久屋書店小倉店 802-0002 北九州市小倉北区京町３－１-1 セントシティ北九州アイム９Ｆ 093-514-1400
佐賀県 宮脇書店佐賀本店 840-8551 佐賀市巨勢町牛島730 モラージュ佐賀南館 0952-41-5810
佐賀県 佐賀県官報販売所 840-0826 佐賀市白山１丁目２番１８号 0952-23-3722
長崎県 紀伊国屋書店長崎店 850-0035 長崎市元船町10-1 夢彩都4F 095-811-4919
長崎県 長崎県官報販売所 850-0862 長崎市出島町５番１５号 095-822-1413
熊本県 蔦谷書店熊本三年坂 860-0801 熊本市安政町1-2 カリーノ下通1Ｆ－2Ｆ 096-212-9111
熊本県 ブッククラブ金龍堂県庁売店 862-0950 熊本市水前寺６－１８－１ 096-387-0622
大分県 大分県官報販売所 870-0039 大分市中春日町５番２２号 097-532-4308
宮崎県 蔦谷書店高千穂通り店 880-0805 宮崎市橘通東4-8-1 0985-61-6711 
鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア　 890-0073 鹿児島市宇宿2-3-5　オプシア　ミスミ1F   099-813-7012　
鹿児島県 鹿児島県官報販売所 890-0052 鹿児島市上之園町３３番地１４号 099-285-0015
鹿児島県 ジュンク堂書店　鹿児島店 892-0827 鹿児島市中町３－１５ ヴィストラルビル内 099-239-1221
沖縄県 沖縄宮脇書店浦添店 901-2131 浦添市牧港５－６－３ 098-876-9028
沖縄県 太陽書房宜野湾店 901-2204  宜野湾市上原1-6-5 098-893-2012
沖縄県 沖縄県官報販売所 900-8503 那覇市久茂地１－１－１ デパートリウボウ７Ｆリウボウブックセンター 098-867-1725
沖縄県 ジュンク堂書店　那覇店 900-0013　 那覇市牧志1丁目19-29 D-NAHA　B1F～3F 098-860-7175　
沖縄県 戸田書店　豊見城店 901-0225 豊見城市豊崎1-420 098-852-2511

弊社商品お取り扱い書店様一覧

都道府県 書店名 郵便番号 住所１ 住所２ 電話番号

北海道 ジュンク堂書店　旭川店 070-0031 旭川市一条通8丁目108番地 フィール旭川1～5F 0166-26-1120 
北海道 丸善＆ジュンク堂書店　札幌店 060-0061 札幌市中央区南1条西1-8-2 丸井今井南館B2～5F 011-223-1911 
青森県 ジュンク堂書店　中三弘前店 036-8182 弘前市土手町49-1 中三百貨店　6F・7F 0172-34-3131 
宮城県 ジュンク堂書店　仙台本店 980‐0021 仙台市青葉区中央４－１－１ イービンズ６F・７F 022-265-5656
山形県 こまつ書店堀川町店 992-0061 米沢市堀川町4-68 0238-26-1077
埼玉県 ジュンク堂書店　大宮高島屋店 330‐9621 さいたま市宮町１－６０ 大宮ロフト８Ｆ 048-640-3111
千葉県 丸善津田沼店 275-0026 習志野市谷津7-7-1 ブロックＢ棟2-3 047-470-8311
千葉県 ジュンク堂書店　松戸伊勢丹店 271-0092 松戸市松戸1307-1　 松戸伊勢丹店8階 047-308-5111
東京都 丸善＆ジュンク堂書店　渋谷店 150-8019　 渋谷区道玄坂2-24-1 東急百貨店本店7階 03-5456-2111　
東京都 ブックファースト　新宿店 160-0023 新宿区西新宿1-7-3　 モード学園コクーンタワー 03-5339-7611
東京都 八重洲ブックセンター 104-8456 中央区八重洲2-5-1 03-3281-1811
東京都 丸善丸の内本店 100-8203 千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾショップ&レストラン1～4階 03-5288-8881

5/6



都道府県 書店名 郵便番号 住所１ 住所２ 電話番号

東京都 ジュンク堂書店　池袋店 171-0022 豊島区南池袋2-15-5 03-5956-6111
東京都 丸善多摩センター店 206-0033　 多摩市落合1－46－1 ココリア多摩センター5階 042-355-3220
東京都 ジュンク堂書店　吉祥寺店 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１１－５ コピス吉祥寺　6・7階 0422-28-5333
神奈川県 丸善ラゾーナ川崎店 212-8576 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1Ｆ 044-520-1869
神奈川県 ジュンク堂書店　藤沢店 251-0052 藤沢市藤沢５５９ ビックカメラ店　7Ｆ・8Ｆ 0466-52-1211
富山県 喜久屋書店　高岡店 933-0813 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡2F 0766-27-2455
石川県 勝木書店金沢泉野店 921-8116 金沢市泉野出町2-7 0762-44-3555
静岡県 戸田書店掛川西郷店 436-0342 掛川市上西郷508-1 0537-62-6777
三重県 丸善四日市店 510-8585 四日市市諏訪栄町７番３４号 近鉄百貨店地階 059-359-2340
滋賀県 大垣書店　フォレオ大津一里山店 520-2153 大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山1F 077-547-1020
滋賀県 喜久屋書店　草津店 525-0067 草津市新浜町300 イオンモール草津2F 077-516-1118
大阪府 ジュンク堂書店　梅田ヒルトンプラザ店 530-0001 大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイースト5F 06-6343-8444
大阪府 ジュンク堂書店　天満橋店 540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール7F 06-6920-3730
大阪府 紀伊国屋書店　本町店 541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング1F 06-4705-4556
大阪府 旭屋書店　なんばCITY店 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY　B2 06-6644-2551
大阪府 旭屋書店　MIO店 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺Mio9F 06-6773-0107
大阪府 ヒバリヤ書店　本店 577-0841 東大阪市足代2-5-24 06-6722-1121
兵庫県 ジュンク堂書店　明石店 673-0891 明石市大明石町1-6-1 パピオスあかし2F 078-918-6670
兵庫県 喜久屋書店　北神戸店 651-1515 神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北2F 078-983-3755
兵庫県 紀伊国屋書店　神戸店 651-8511 神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸店新館5F 078-265-1607
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮駅前店 651-0096 神戸市中央区雲井通6-1-15 サンシティビル7F 078-252-0777
兵庫県 ブックファースト　西宮ガーデンズ店 663-8204 西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ4F 0798-62-6103
兵庫県 ジュンク堂書店　姫路駅店 670-0914 姫路市豆腐町222 ビオレ姫路ヤング館2F 079-221-8280
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮店 650-0021 神戸市中央区三宮町1-6-18 078-392-1001
奈良県 喜久屋書店　奈良橿原店 634-0837 橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原3F 0744-20-3151
奈良県 喜久屋書店　大和郡山店 639-1101 大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山2F 0743-55-2200
徳島県 紀伊国屋書店徳島店 770-8511 徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店8F 088-602-1611
岡山県 喜久屋書店　倉敷店 710-0802 倉敷市水江1 イオンモール倉敷2F 086-430-5450
広島県 紀伊国屋書店　広島店 730-0011 広島市中区基町6-27 広島センタービル6F 082-225-3232
福岡県 喜久屋書店　小倉店 802-0002 北九州市小倉北区京町3-1-1 ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍ　9F 093-514-1400
福岡県 丸善　博多店 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 JR博多シティ8F 092-413-5401
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