2016年1月13日

納品データ
63
麻布大学
青森県
書店名
ジュンク堂書店 弘前中三店

住所
弘前市土手町49-1 中三百貨店 6F・7F

電話番号
0172-34-3131

岩手県
書店名
ジュンク堂書店 盛岡店

住所
盛岡市大通2-8-14 ＭＯＳＳビル３・４Ｆ

電話番号
019-601-6161

宮城県
書店名

住所

電話番号

喜久屋書店 仙台店

仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ5・6Ｆ

022-716-2021

りーぶる河合塾

仙台市青葉区本町2-7-22 河合塾仙台校1号館

022-264-4902

秋田県
書店名
ジュンク堂書店 秋田店

住所
秋田市千秋久保田町4-2 秋田フォーラス6Ｆ・7Ｆ

電話番号
018-884-1370

福島県
書店名

住所

電話番号

鹿島ブックセンター

いわき市鹿島町走熊小神山18-8

0246-28-2222

桑野 みどり書房

郡山市下亀田16-16

024-939-0047

ジュンク堂書店 郡山店

郡山市中町13-1 うすい百貨店9階

024-927-0440

茨城県
書店名

住所

電話番号

友朋堂書店 吾妻店

つくば市吾妻3-8-6

0298-52-3665

くまざわ書店 つくば店

つくば市小野崎字千駄苅278-1 LALAガーデンつくば2F

029-860-5197

友朋堂書店 梅園店

つくば市梅園２－２５－１０

0298-51-1161

ACADEMIA イーアスつくば店

つくば市研究学園C50街区1 イーアスつくば３F

029-868-7407

川又書店 エクセル店

水戸市宮町1-1-1 水戸ステーションビル５F

029-231-1073

栃木県
書店名
宮脇書店 佐野店

住所
佐野市浅沼町742

電話番号
0283-24-9007

くまざわ書店 宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク6-1-1 FKDショッピングモール宇都宮インターパーク 028-657-6320
落合書店 宝木店

宇都宮市宝木町1-3-135

028-650-2211

落合書店 東武ブックセンター

宇都宮市宮園町5-4 東武宇都宮百貨店

028-651-5577

落合書店 ララスクエア店

宇都宮市駅前通り1-4-6 ララスクエア宇都宮 ５Ｆ

028-626-5755

足利 岩下書店

足利市通2-2-16

0284-40-1184

群馬県
書店名
喜久屋書店 太田店

住所
太田市石原町81 イオン太田 SC2

電話番号
0276-47-8723

群馬県
書店名

住所

電話番号

桐生 シロキヤ書店

桐生市本町5-40

0277-45-2175

戸田書店 藤岡店

藤岡市中栗須286

0274-22-2469

戸田書店 高崎店

高崎市下小鳥町438-1

0273-63-5110

くまざわ書店 イーサイト高崎店

高崎市八島町222 ＪＲ高崎駅東口2Ｆ

027-310-3021

埼玉県
書店名

住所

電話番号

ブックデポ 書楽

さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館

048-859-4946

ジュンク堂書店 大宮高島屋店

さいたま市大宮区大門町1-32 大宮髙島屋

048-640-3111

須原屋 本店

さいたま市浦和区仲町2－3－20

048-822-5321

旭屋書店 アリオ上尾店

上尾市壱丁目367番地 アリオ上尾１Ｆ

048-726-9803

くまざわ書店 ララガーデン川口店

川口市宮町18-9 ララガーデン川口2F 2180

048-240-5150

ブックファースト ルミネ川越店

川越市脇田本町３９－１９ ルミネ川越4階

049-240-6212

進明堂

東松山市箭弓町1-4-14 進明ビル

0493-22-0138

くまざわ書店 草加店

草加市氷川町1970 ヴァリエファッション館

0489-22-7035

須原屋 蕨店

蕨市塚越1-4-2

0484-44-1211

千葉県
書店名

住所

電話番号

未来屋書店 マリンピア店

千葉市美浜区高洲3-13-1 イオンマリンピア店3Ｆ

043-277-8779

ACADEMIA ちはら台店

市原市ちはら台西 unimo ちはら台2F

0436-76-0270

ときわ書房 本八幡店

市川市八幡２－１５－１０ パティオ５Ｆ

0473-36-3354

大杉書店 市川店

市川市市川1-4-16

0473-25-1158

未来屋書店 イオン成田店

成田市ウイング土屋２４番地 イオンモール成田2F

0476-23-8248

柏 浅野書店

柏市柏1-1-20 スカイプラザ柏

0471-64-2040

くまざわ書店 津田沼店

習志野市津田沼1-1-1 ホテルメッツ津田沼5Ｆ

0474-75-8311

丸善 津田沼店

習志野市谷津7-7-1 ブロックB棟2・3階

047-470-8312

くまざわ書店 津田沼パルコ店

船橋市前原西2-19-1 津田沼パルコB館4F

047-403-3101

東京都
書店名

住所

電話番号

文教堂書店 二子玉川店

世田谷区玉川2‐21‐1 二子玉川ライズＳ.Ｃ. タウンフロント６Ｆ

03-5797-5168

八重洲ブックセンター

中央区八重洲2-5-1

03-3281-8366

丸善 丸の内本店

千代田区丸の内1-6-4 OAZO ショップ&レストラン1～4F

03-5288-8881

くまざわ書店 浅草店

台東区花川戸1-4-1 浅草EKIMISE 6F

03-3845-7241

くまざわ書店 錦糸町店

墨田区錦糸2-2-1 アルカキット9F

03-5610-3034

ブックファースト アトレ大森店

大田区大森北1-6-16 アトレ大森店

03-5767-6831

くまざわ書店 グランデュオ蒲田店

大田区蒲田5-13-1 東館6F

03-3737-5351

ACADEMIA くまざわ書店 東急プラザ 大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ蒲田６階

03-5480-7771

紀伊国屋書店 新宿本店

新宿区新宿3－17－7

03-3354-0131

ブックファースト 新宿店

新宿区西新宿1-7-3 モード学園コクーンタワー

03-5339-7611

芳林堂書店 高田馬場店

新宿区高田馬場1-26-5 F1ビル

03-3208-0241

東京都
書店名

住所

電話番号

NET21 恭文堂書店

目黒区鷹番3-3-19

03-3712-4049

くまざわ書店 大泉学園店

練馬区東大泉5-43-1 ゆめりあフェンテ4F

03-5933-0216

ジュンク堂書店 池袋店

豊島区南池袋2－15－5

03-5956-6111

東京都下
書店名

住所

電話番号

啓文堂書店 三鷹店

三鷹市下連雀3-35-1 三鷹コラル3F

0422-79-5840

くまざわ書店 八王子店

八王子市旭町2－11

0426-25-1201

増田書店

国立市中1-9-1増田ビル

0425-72-0262

くまざわ書店 永山店

多摩市永山1-1-790 グリナード永山3F

0423-73-6040

啓文堂書店 多摩センター店

多摩市落合1-10-1 京王クラウン街2F

042-372-2288

ACADEMIA くまざわ書店 桜ケ丘店

多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター館７F

0423-37-2531

くまざわ書店 武蔵小金井北口店

小金井市本町5-11-2 MEGAドン・キホーテ武蔵小金井駅前店 Ｂ1Ｆ

042-385-2352

くまざわ書店 日野店

日野市日野本町３－１１－７

042-589-7015

くまざわ書店 昭島店

昭島市田中町562-1 モリタウン2Ｆ

0425-46-4851

啓文堂書店 吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺南町2-1-15 キラリナ京王吉祥寺７F

0422-79-5070

ジュンク堂書店 吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺6F

0422-28-5333

リブロ 吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町1－5－1 パルコB2F

0422-21-8122

久美堂 本店

町田市原町田6-11-10

0427-25-1330

久美堂 小田急店

町田市原町田6-12-20 小田急百貨店8Ｆ

042-723-7088

オリオン書房 ルミネ店

立川市曙町2-1－1 ルミネ８Ｆ

0425-27-2311

オリオン書房 ノルテ店

立川市曙町2-42-1 パークアベニュー内

042-522-1231

リブロ 調布店

調布市小島町1-38-1 パルコ5F

0424-89-5351

神奈川県
書店名

住所

電話番号

くまざわ書店 本厚木店

厚木市中町2-2-1 小田急ミロード新館5Ｆ

0462-30-7077

未来屋書店 大和鶴間店

大和市下鶴間1－2－1 イオンモール大和 3F

046-200-3025

くまざわ書店 大和店

大和市大和東1-1-1 大和プロス3Ｆ

046-200-4110

小田原 伊勢治書店

小田原市栄町2－13－3

046-522-1366

丸善 ラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F

044-520-1869

文教堂書店 溝ノ口本店

川崎市高津区久本3-1-28

044-812-0063

くまざわ書店 平塚店

平塚市紅谷町5-20 UMEYA本館6F

0463-20-5111

有隣堂 伊勢佐木町本店

横浜市中区伊勢佐木町1-4-1

045-261-1231

天一書房 日吉店

横浜市港北区日吉２－１－１ 東急百貨店南館２Ｆ

045-565-0211

くまざわ書店 三ツ境店

横浜市瀬谷区三ツ境2-19 三ツ境相鉄ライフ3F

045-360-7501

有隣堂 横浜駅西口店

横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜B3F

045-311-6265

ACADEMIA 港北店

横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール3F

045-914-3320

ブックファースト 青葉台店

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

045-989-1781

横須賀 平坂書房モアーズ店

横須賀市若松町2-30 モアーズシティ7Ｆ

0468-22-2655

未来屋書店 海老名店

海老名市中央2-4-1 イオン海老名店3F

046-292-2860

神奈川県
書店名

住所

電話番号

未来屋書店 相模原店

相模原市南区小渕2―10―1 イオン相模原店2Ｆ

042-730-5401

ブックファースト ボーノ相模大野店

相模原市南区相模大野3-2-1 ボーノ相模大野ショッピングセンター4階

042-702－3555

くまざわ書店 相模大野店

相模原市南区相模大野3-8-1 小田急相模大野ステーションスクエアA棟６F

042-767-1285

ACADEMIA くまざわ書店 橋本店

相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本１F

042-700-7020

未来屋書店 秦野店

秦野市入舟町１２－１ イオン秦野店２Ｆ

0463-73-8941

長谷川書店 ネスパ北口店

茅ヶ崎市元町1－1

0467-88-0008

ジュンク堂書店 藤沢店

藤沢市藤沢559 ビックカメラ藤沢店 7Ｆ・8Ｆ

0466-52-1211

有隣堂 テラスモール湘南店

藤沢市辻堂神台1-3-1 4階

0466-38-2121

新潟県
書店名
知遊堂 上越国府店

住所
上越市加賀町12-10

電話番号
025-545-5668

富山県
書店名
文苑堂書店 福田本店

住所
高岡市福田43

電話番号
0766-27-7800

石川県
書店名

住所

電話番号

うつのみや 金沢工大前店

野々市市扇が丘162

076-227-0999

うつのみや 金沢柿木畠本店

金沢市広坂1－1－30

0762-34-8111

山梨県
書店名

住所

電話番号

ジュンク堂書店 岡島甲府店

甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店6階

055-231-0606

甲府 朗月堂本店

甲府市貢川本町13-6

0552-28-7356

長野県
書店名

住所

電話番号

MARUZEN 松本店

松本市深志1丁目3－11 コングロM B1・1・2F

0263-31-8171

平安堂 長野店

長野市末広町1355-5

026-224-4550

静岡県
書店名

住所

電話番号

マルサン書店 仲見世店

沼津市大手町5-3-13

0559-63-0350

谷島屋 浜松本店

浜松市中区砂山町6-1 メイワン8F

053-457-4165

谷島屋 連尺店

浜松市中区連尺町309－1

0534-53-9121

戸田書店 静岡本店

静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー2階

054-205-6111

MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡

静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ5F

054-275-2777

愛知県
書店名
ちくさ正文館 ターミナル店

住所
名古屋市千種区内山3－25－6 千種ターミナルビル２F

電話番号
0527-32-3601

岡山県
書店名

住所

啓文社 岡山本店

岡山市北区下中野377-1

電話番号
086-805-1123

福岡県
書店名

住所

電話番号

喜久屋書店 小倉店

北九州市小倉北区京町3-1-1 セントシティ北九州I'm9F

093-514-1400

ジュンク堂書店 福岡店

福岡市中央区天神1-10-13 メディアモール天神１～４Ｆ

092-738-3322

株式会社 きんぶん図書

福岡市博多区沖浜11-10 サンイースト福岡2F

092-262-8570

大分県
書店名

住所

ジュンク堂書店 大分店

大分市中央町1-2-7 フォーラス7Ｆ

電話番号
0975-36-8181

沖縄県
書店名

住所

ジュンク堂書店 那覇店

合計

那覇市牧志1-19-29
239

電話番号
098-860-7175

