【当社の書籍が置いてある書店】
書店名
ジュンク堂旭川店
喜久屋書店小樽店
コーチャンフォーミュンヘン釧路店
コーチャンフォー新川通り店

ＣＦミュンヘン
ＣＦ旭川店
コーチャンフォー美しが丘店
文教堂さっぽろ駅店
紀伊國屋札幌本店
MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店
文教堂千歳店
三省堂書店札幌店
帯広喜久屋書店ザ・本屋さん店
文教堂函館テーオー店
成田本店しんまち店
宮脇書店青森本店
ジュンク堂弘前店
宮脇秋田本店
ブックモア潟上
ジュンク堂盛岡店
エムズＥ盛岡店
ヤマト屋書店仙台八幡店
ヤマト屋書店三越店

ジュンク堂書店仙台TR店
戸田書店三川店
八文字屋山形本店
ジュンク堂書店郡山店
ACADEMIAイーアスつくば店
川又書店県庁店
川又書店エクセル店
蔦屋ひたちなか
落合書店宝木店
宮脇書店佐野店
喜久屋書店宇都宮店
ブックマンズアカデミー太田店
喜久屋書店太田店
ブックマンズアカデミー高崎店
戸田書店高崎店
ブックマンズアカデミー前橋店
須原屋本店
ACADEMIA菖蒲店
ジュンク堂大宮店
須原屋武蔵浦和店
紀伊国屋川越店
駿河大学ショッピングセンター
KABoSららぽーと柏の葉店
三省堂そごう千葉店
くまざわ書店津田沼店
ジュンク堂松戸店
ジュンク堂書店柏モディ店
ジュンク堂南船橋店
宮脇書店印西牧の原店
中央社
MARUZEN＆ジュンク堂書店渋谷店
紀伊國屋新宿本店
阪急ブックファースト新宿店
丸善日本橋店
新タロー書房
三省堂神田本店 (三省堂本店仕入)
丸善丸の内本店
旭屋書店池袋店
ジュンク堂書店池袋店
あおい書店中野本店
文教堂浜松町店

住所
旭川市一条通8丁目108番地 フィール旭川4階～5階
小樽市築港１１－１ウイングベイ小樽SE－B・３F
釧路市春彩7‐1‐24
札幌市北区新川３条18丁目
札幌市豊平区中の島1条13丁目
旭川市宮前一条2－4－1
札幌市清田区美しが丘1条５－３７５－１６０
札幌市中央区北4条西4-1札幌国際ビルB３
札幌市中央区北５条西6‐7サッポロ55
札幌市中央区南一条西1-8-2 丸井今井南館B２～４Ｆ
千歳市千代田町7丁目1789番地3 ペウレ千歳3階
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
帯広市西４条南12丁目3番地
函館市梁川町10-25 テーオーデパート４F
青森市新町1‐13‐4
青森市柳川1-2-3ラビナ4.5Ｆ
弘前市土手町49-1 中三百貨店 6階・7階
秋田県秋田市中通2-8-1フォンテAKITA5F
潟上市飯田川飯塚字古開90-2
盛岡市菜園２－８９ MOSSビル3･4F
盛岡市みたけ3-36-1
仙台市青葉区八幡3-1-50
仙台市青葉区一番町4-8-15 仙台三越定禅寺通り館地下2階
仙台市青葉区中央3-6-1 仙台TRビル地下１階
東田川郡三川町成田新田383‐3
山形市本町２－４－１
郡山市中町13-1 うすい百貨店9F
つくば市研究学園C50街区１ イーアスつくば３Ｆ
水戸市笠原町９７８－２５
水戸市宮町1-1 水戸ステーションビル５Ｆ
ひたちなか市新光町30-4
宇都宮市宝木町１－３－１３５
佐野市浅沼町７４２
宇都宮市馬場通り2－3－12 ラパーク長崎屋5階・6階
太田市新井町５０２－２
太田市石原町81 イオン大田ショッピングセンター2F
高崎市飯塚町大道東１００５－１ ウニクス高崎
高崎市下小鳥町４２１
前橋市大渡町２－３－１
さいたま市浦和区仲町２－３－２０
南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲3564
さいたま市大宮区大門町１－３２ 大宮高島屋
さいたま市南区別所７－６－８－２０９ ライブタワー2Ｆ
川越市新富町2-11-1 まるひろアネックスA 1・2F
埼玉県飯能市阿須６９８
柏市若葉１７５ ららぽーと柏の葉3F
千葉市中央区新町１０００ 千葉そごう8F
習志野市津田沼1-1-1 ホテルメッツ津田沼4・5Ｆ
松戸市松戸1307-1 松戸伊勢丹店8階
柏市柏1丁目2-26 柏モディ5階
船橋市浜町2-2-7 ビビット南船橋1階
印西市原1-2 BIGHOP内
東京都板橋区東坂下１－１８－１５
渋谷区道玄坂2-24-1東急百貨店本店7F
新宿区新宿３－１７－７
新宿区西新宿1-7-3 モード学園コクーンタワー1F・B1F・B2F
中央区日本橋２－３－１０
中央区日本橋室町2-2-1
千代田区神田神保町1‐１
千代田区丸の内1‐6‐4
豊島区西池袋1‐1‐25 東武百貨店内
豊島区南池袋2‐15‐5
中野区中野4-3-1 中野サンクォーレ1Ｆ
港区浜松町２－４－１世界貿易センタービル別館2階

電話番号
0166-26-1120
０134-31-7077
0154‐46‐7777
011-769-4000
011-817-4000
0166-76-4000
011‐889‐2000
011‐223‐6801
011‐231‐2131
011-223-1911
0123-27-4600
011-209-5600
0155-21-7782
0138-35-5181
017‐723‐2431
017-721-1080
0172-34-3131
018-825-5515
018-854-8877
019-601-6161
019-648-7100
022-217-9662
022-393-8541
022-265-5656
0235‐68‐0015
023‐622‐2150
024-927-0440
029-868-7407
029‐301‐1811
029-231-1073
029-265-2300
028‐650‐2211
0283-24-9007
028-614-5222
0276‐40‐1900
0276‐47‐8723
027-370-6166
027‐363‐5110
027‐280‐3322
048‐822‐5321
0480-87-1781
048‐640‐3111
048‐872‐0550
049-224-2573
042-972-1152
04-7168-1760
043‐245‐8331
047-475-8311
047-308-5111
04-7168-0215
047-401-0330
0476-40-6325
03-3558-1101
03-5456-2111
03-3354-0131
03-5339-7611
03-6214-2001
03-3241-2701
03-3233-3312
03‐5288‐8881
03‐3986‐0311
03‐5956‐6111
03-3319-5161
03‐3437‐5540

【当社の書籍が置いてある書店】
書店名
書原つつじヶ丘店
ジュンク吉祥寺
ジュンク堂書店立川店
くまざわ書店錦糸町店
オリオン書房ノルテ店
文教堂あきる野とうきゅう店
丸善多摩センター
ＣＦ若葉台店
あおい書店川崎駅前店
丸善ラゾーナ川崎
文教堂溝ノ口本店
ジュンク堂書店藤沢店
くまざわ書店ランドマーク店
有隣堂伊勢佐木本店
阪急ブックファースト青葉台
ACADEMIA港北店
ACADEMIAくまざわ書店橋本店
マルサン書店仲見世店
戸田書店静岡本店
谷島屋 浜松本店
谷島屋ららぽーと磐田店
戸田書店掛川西郷店
カリヨン書店
丸善＆ジュンク堂新静岡店
朗月堂
ブックスKATO富士吉田店
ジュンク堂甲府
平安堂新長野店
宮脇書店松本店
丸善松本
戸田書店上越店
知遊堂三条店
宮脇書店長岡店
紀伊國屋書店新潟店
ジュンク堂新潟店
戸田書店新潟南店
文苑堂福田本店
紀伊国屋書店冨山店
ブックス中田本店
明文堂書店富山新庄経堂店
文苑堂書店藤の木店
文苑堂富山豊田店
SuperKABoS鯖江店
KABoS武生店
SuperKABoS敦賀店
SuperKABoSWASSE店
勝木書店本店
勝木書店新二の宮店
SuperKABoS大和田店
明文堂書店金沢野々市店
勝木書店金沢泉野店
KABoS大桑店
金沢ビーンズ明文堂書店
北国書林松任店
明文堂書店TSUTAYA KOMATSU
うつのみや書店金沢工大前店
精文館書店本店
ジュンク堂名古屋ロフト店
ジュンク堂名古屋店
星野書店近鉄ビル店
丸善名古屋店
自由書房岐阜高島屋店
カルコス本店
ACADEMIA大垣店

住所
調布市西つつじヶ丘3−37−2
武蔵野市吉祥寺本町1-11-5コピス吉祥寺B館6.7Ｆ
立川市曙町2丁目39番3号 立川高島屋6階
墨田区錦糸2-2-1 アルカキット９F
立川市曙町2-92-43 パークアベニュー3階
あきる野市秋川1-17-1あきる野とうきゅう４階
多摩市落合1-46-1 多摩センター三越5階
品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ビル 1Ｆ
川崎市川崎区駅前本町８－３ 川崎DICEビル４Ｆ
川崎市幸区堀川町７２－１ ラゾーナ川崎プラザ１Ｆ
川崎市高津区溝口１－１２－１２ マルエツ内
藤沢市藤沢559 ビックカメラ藤沢店7Ｆ
横浜市西区みなとみらい２－２－１－２ランドマークプラザ５Ｆ
横浜市中区伊勢佐木町1‐4‐1
横浜市青葉区青葉台2-1-1 青葉台東急スクエアSouth-1別館3F
横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール3階
相模原市緑区大山町1-22アリオ橋本1Ｆ
沼津市大手町15-3-13
静岡市葵区紺屋町（番地未定） ２０１０年４月上旬オープン
浜松市砂山町6‐1 メイワン8階
磐田市高見丘1200 ららぽーと磐田1階
掛川市上西郷508-1
静岡市葵区東瀬名町1-38
静岡市葵区鷹匠1丁目1番1号 新静岡セノバ5階
甲府市貢川本町13-6
富士吉田市上吉田３５１７－７
甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店６Ｆ
長野市南千歳１丁目１−１ ながの東急百貨店 別館シェルシェ2・3階
松本市出川2-107-1
長野県松本市深志1丁目3－11 コングロM 地下1階～2階
上越市藤野新田字上長池228 上越アルカディアシティ内
三条市荒町2－25－4
長岡市台町2-4-56
新潟市万代1-3-30 万代シルバーホテルビル
新潟市笹口1-１プラーカ１Ｆ･B１
新潟市露姥ヶ山７６－１
高岡市福田４－３－２
富山市総曲輪3-8-6総曲輪フェリオ7F
富山市掛尾町１８０−１
富山市経堂１２３−４
富山市開1325
富山市豊田町２丁目８－１４
鯖江市神中町2-2-26
武生市新町4-7-1
敦賀市木崎15-1-1
福井市久喜津町52-22パワーセンタ・ワッセ店
福井市中央1-4-18
福井市二の宮5-18-8
福井市大和田町38-10 LpA内
石川郡野々市町中南部土地区画整理事業施工地区75番街１
金沢市泉野出町2-7
金沢市大桑3-176
金沢市鞍月5-158
白山市市幸明町180-1
石川郡野々市町中南部土地区画整理事業施工地区75番街１
金沢市広坂1-1-30
豊橋市広小路1-6
名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク
名古屋市中村区名駅3‐25‐9
名古屋市中村区名駅１－２－２ 近鉄パッセ８Ｆ
愛知県名古屋市中区栄三丁目8番14号
岐阜市日の出町２丁目高島屋９Ｆ
岐阜市菅生8-7-21大縄場大橋西詰
大垣市林町6丁目80番21アクアウォーク大垣2F

電話番号
042-481-6421
0422-28-5333
042-512-9910
03-5610-3034
042‐522‐1231
042-532-7470
042-355-3220
03‐5436‐7031
044‐233‐6518
044‐520‐1869
044‐811‐0105
0466-52-1211
045-683-1021
045‐261‐1231
045-989-1781
045-914-3320
042-700-7020
055‐963‐0350
054-205-6111
053‐457‐4165
0538-59-0358
0537‐62‐6777
054-262-5331
054-275-2777
055‐228‐7356
0555-23-0070
055-231-0606
026-224-4545
0263-24-2435
0263-31-8171
025-527-3311
0256-36-7171
0258-31-3700
025-241-5281
025-374-4411
025‐257‐1911
0766-27-7800
076-491-7031
076-421-0100
076-494-3530
076-422-0155
076-433-8150
0778-53-1755
0778-21-1555
0770-21-4455
0776-33-5234
0776-24-0428
0776-27-4678
0776-57-2188
076-294-0930
076-244-3555
076-226-1170
076-239-4400
076-275-8505
076-294-0930
076-227-0999
0532-54-2345
052-249-5592
052‐589‐632１
052-561-7687
052-238-0320
058-262-5661
058-294-7500
0584-77-6450

【当社の書籍が置いてある書店】
書店名
カルコス穂積店
宮脇書店四日市本店
別所書店修成店
宮脇書店ロイネット和歌山店
ＷAYガーデンパーク和歌山
喜久屋書店イオンモール草津店
ジュンク堂滋賀草津店
喜久屋書店大和郡山店
喜久屋書店橿原店
ジュンク堂京都店
大垣書店イオンモールKYOTO店
アバンティブックセンター京都店
くまざわ書店四条烏丸店
丸善京都本店
喜久屋書店阿倍野店
ジュンク堂梅田ﾋﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ店
紀伊國屋梅田本店
ジュンク堂大阪本店
紀伊國屋本町店
ジュンク堂書店難波店
ジュンク堂天満橋店
ジュンク堂高槻店
MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

文教堂淀屋橋店
田村書店ららぽーと和泉店
ジュンク堂阿倍野ハルカス店
ジュンク堂西宮店
ジュンク堂三宮店
ジュンク堂三宮駅前店
喜久屋書店神戸学園都市店
喜久屋書店東急プラザ 新長田店
喜久屋書店北神戸店
メトロ書店神戸御影店
ジュンク堂姫路店

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店
宮脇書店岡山本店
丸善シンフォニービル店
紀伊國屋クレド岡山店
啓文社岡山本店
宮脇書店連島店
喜久屋書店倉敷店
津山ブックＣ
紀伊國屋広島店
ジュンク堂広島店
M&J広島店
フタバ図書アルティアルパーク北棟店
フタバ図書アルティ福山本店
フタバ図書店MEGA店
フタバ図書店TERA店
啓文社ポートプラザ店

廣文館広島駅ビル店
アルパークブックガーデン廣文館
廣文館新幹線店
今井書店出雲店
今井書店グループセンター店
明林堂コスパ防府店
宮脇書店本店
紀伊國屋書店丸亀店
宮脇書店南本店（A）
宮脇書店総本店
宮脇書店三豊店
ジュンク堂高松店
宮脇書店フジ丸亀店
明屋書店MEGA西の土居店

住所
瑞穂市稲里651-1
四日市市安島１－３－３１ 四日市アムスクエア4F
津市町修成町20
和歌山県和歌山市七番丁26-1
和歌山市 松江字向鵜ノ島1469-1ガーデンパーク和歌山内
草津市新浜町300 イオンモール草津２Ｆ
滋賀県草津市大路1-1-1 ガーデンシティ草津 地下１階
大和郡山市下三橋町７４１ イオンモール大和郡山２F
橿原市曲川町7-20-1
京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町
京都市南区八条通西洞院下る イオンモールKYOTO C棟２F
京都市南区東九条西山王町３１
京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町20 ＦＴビルB１
京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251京都BAL地下1,2階
大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３１ アポロビル２Ｆ
大阪市北区梅田1-8-16
大阪市北区芝田1‐1‐3 三番街
大阪市北区堂島1‐6‐20 堂島アバンサビル内
大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング1Ｆ
大阪市浪速区港町１丁目 マルイト難波ビル
大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール７Ｆ
高槻市紺屋町1-1 グリーンプラザたかつき1号館3階
大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町B1～7階
大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona２Ｆ
岸和田市宮本町２－５
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７Ｆ
西宮市北口町1-1 アクタ西宮4Ｆ
神戸市中央区三宮町1‐6‐18
神戸市中央区雲井通6‐1‐15
神戸市西区学園西町１－４ キャンパススクエア内
神戸市北区上津台８－１ イオンSC2F
神戸市北区上津台８－１ イオンSC2F
神戸市東灘区御影中町3-2-1 御影クラッセ4F
姫路市駅前町210
西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 4階東モール
岡山市今3‐22‐103
岡山市表町1-5-1 岡山シンフォニービルB1Ｆ･1Ｆ
岡山市中山下1‐8‐45 NTTクレド岡山ビル
岡山市下中野377-1
倉敷市連島町連島452-1Ｐモール東連島内
倉敷市水江1 イオン倉敷SC2Ｆ
津山市河辺1000-1
広島市中区基町6‐27広島センタービル
広島市南区松原町9‐1 福屋広島駅前店10F
広島市中区胡町5-22天満屋八丁堀店7.8Ｆ
広島市西区草津南4丁目7－1
福山市明神町１－１４－２０
広島市安佐南区中筋4-11-7
安芸郡府中町大須2-1-1-3022 イオンモール広島府中3Ｆ
福山市入船町3-1-25 ポートプラザ1Ｆ
広島市南区松原町2-37広島ステーションビルASSE5F
広島市西区草津新町2丁目26番1号
広島市南区松原町1-2新幹線名店街内2F
出雲市高岡町1237-1
松江市田和山町 88
防府市大字植松５５３－１
高松市目丸亀町4-8
丸亀市新田町15 ゆめタウン丸亀２Ｆ
高松市伏石町2139-11
高松市朝日新町3-4
三豊市豊中町本山甲22ゆめタウン三豊2F
香川県高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG 7階
丸亀市川西町南1280-1フジグラン丸亀2F
愛媛県新居浜市西の土居町１丁目１番地23

電話番号
058-329-2336
0593-59-5910
059-246-8822
073-402-1472
073-480-5900
077-516-1118
077-569-5553
0743-55-2200
0744-20-3151
075‐252‐0101
075-692-3331
075‐671‐8987
075-255-6800
075-253-1599
06-6634-8606
06‐6635‐5330
06‐6372‐5821
06‐4799‐1090
06-4705-4556
06-4396-4771
06-6920-3730
072-686-5300
06-6292-7383
06-4707-3355
0724‐23‐1821
06-6626-2151
0798-68-6300
078‐392‐100１
078‐252‐0777
078‐797‐3977
078‐983‐3755
078‐983‐3755
078-858-7337
0792‐21‐8280
0798-62-6103
086‐212‐2188
086-233-4640
086‐212‐2551
086-805-1123
086-440-5226
086-430-5450
0868-21-7200
082‐225‐3232
082‐568‐3000
082-504-6210
082-270-5730
084-973-8780
082-830-0601
082-561-0770
084-971-1211
082-506-1002
082-501-1065
082-506-3288
0853-22-8181
0852-20-8686
0835-26-5828
087-851-3733
0877-58-2511
087-869-9361
0878-23-3152
0875-56-6036
087-832-0170
0877-58-7363
0897-36-4455

【当社の書籍が置いてある書店】
書店名
ジュンク堂松山店（旧 紀伊国屋松山）
宮脇書店フレスポ西条店
宮脇書店新居浜本店
宮脇書店今治店
宮脇書店新松山店
宮脇書店高須店
宮脇書店徳島本店
紀伊國屋書店徳島店
ジュンク堂福岡店
喜久屋書店小倉店
喜久屋書店小倉南店
蔦屋書店イオンモール筑紫野
フタバ図書福岡東
丸善 博多店
メトロ書店本店
紀伊國屋書店佐賀店
ジュンク堂大分店
明林堂新大分本店
蔦屋書店高千穂店
ミスミオプシア店
ジュンク堂鹿児島店
戸田書店豊見城店
ジュンク堂書店那覇店
宮脇書店うるまシティプラザ店

住所
松山市千舟町5-7-1エスパス松山ビル１～6Ｆ
西条市新田市塚新田155
新居浜市前田町8-8イオン新浜1F
今治市旭町１－４－１０今治ショッパーズプラザ2F
松山市南江戸3-5-31
高知市高須857-11
徳島市西新浜町1-6-1 マルナカ徳島店2Ｆ
徳島市寺島本町西1-5そごう徳島店8F
福岡市中央区天神1‐10‐13 メディアホール天神内
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
北九州市小倉南区下曽根新町１０－１サニーサイドモール２階
筑紫野市立明寺434-1
糟屋郡粕屋町酒殿老ノ木１９２－１－２００１
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号 JR博多シティ8階
長崎市尾上町1-1 アミュズプラザ長崎3Ｆ
佐賀市兵庫町土地区画整理事業内2Ｆ
大分市中央町1‐2‐7
大分市王子南町３５
宮崎市橘通東４－８－１
鹿児島市宇宿町2-3-5
鹿児島市呉服町６-５ マルヤガーデンズ５･６F
豊見城市豊崎1-420
那覇市牧志1-19-29 １～３Ｆ
沖縄県うるま市江洲478

電話番号
089-915-0075
0897-52-1335
0897-31-0586
0898-33-8310
089-924-8731
088-883-0333
088-663-6621
088-602-1611
092‐738‐3322
093-514-1400
093-383-8022
092-918-5757
092-939-７200
092-413-5401
095-821-5400
0952-36-8171
097-536-8181
097‐573‐3400
0985-61-6631
099-813-7012
099-216-8838
098-852-2511
098-860-7175
098-989-3395

