
※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。 2020.12.09現在

書店名 電話番号 住所

ジュンク堂書店　旭川店 0166261120 北海道旭川市１条通8-108フィール旭川4・5F

コーチャンフォー旭川店 0166764000 北海道旭川市宮前通西4415番3

くまざわ書店　旭川店 0166252601 北海道旭川市六条通14-64イトーヨーカドー旭川店B1F

くまざわ書店　イオン釧路店 0154362100 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7イオン釧路店2F

札幌学院大学　生協 0113862970 北海道江別市文京台11番地

酪農学園生協　書籍店 0113750916 北海道江別市文京台緑町569-47

文教堂新札幌ＤＵＯ店 0118018111 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-6-2

紀伊國屋書店厚別店 0118926101 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-7-2ｻﾝﾋﾟｱｻﾞ

北星学園生協大学店書籍部 0118912731 北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1

いけだ書店　手稲店 0116845621 北海道札幌市手稲区前田一条11西友手稲店2F

コーチャンフォー美しが丘店 0118892000 北海道札幌市清田区美しが丘1条5丁目375番160

文教堂琴似駅前店 0116318421 北海道札幌市西区琴似二条1-288-13

文教堂西野３条店 0116713488 北海道札幌市西区西野3条4-8

文教堂　札幌大通り駅店 0112005655 北海道札幌市中央区南1条西4丁目日之出ﾋﾞﾙ B1･B2

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店 0112231911 北海道札幌市中央区南一条西1-8-2丸井今井南館B2～5F

紀伊國屋書店札幌本店 0112312131 北海道札幌市中央区北五条西5-7 sapporo55

文教堂北４９条店 0117332281 北海道札幌市東区北49条東8丁目3-5

くまざわ書店　アリオ札幌店 0117509225 北海道札幌市東区北七条東9-2-20アリオ札幌3F

ダイヤ書房　本店 0117122541 北海道札幌市東区北二十五条東8-2-1

文教堂札幌ルーシー店 0118586271 北海道札幌市白石区栄通18-5

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 0118174000 北海道札幌市豊平区中の島一条13丁目1番1号

コーチャンフォー新川通り店 0117964000 北海道札幌市北区新川3条18丁目

北大北部店 0117472182 北海道札幌市北区北十七条西8丁目

いけだ書店　士別店 0165220572 北海道士別市南町東2区西條新士別店2F

くまざわ書店　東神楽店 0166837011 北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条6-1-1アルティモール東神楽内

くまざわ書店　帯広店 0155278221 北海道帯広市西四条南20-1帯広サティ2F

くまざわ書店　帯広藤丸店 0155203150 北海道帯広市西二条南8-1藤丸6F

くまざわ書店　苫小牧店 0144356807 北海道苫小牧市木場町1-6-1長崎屋苫小牧店1F

くまざわ書店函館ポールスター店 0138441333 北海道函館市港町1-1-2ポールスター1F

くまざわ書店　函館店 0138245721 北海道函館市若松町17-12ボーニモリヤアネックス5F

函館蔦屋書店 0138476565 北海道函館市石川町85-1

文教堂湯ノ川店 0138362271 北海道函館市湯川町1-34-15ｺｰﾌﾟ湯ﾉ川店2F

くまざわ書店　中標津店 0153734770 北海道標津郡中標津町南町3-10東武サウスヒルズ1F

北見工業大学　生協 0157614054 北海道北見市

文教堂つがる柏店 0173275277 青森県つがる市柏稲盛幾世41ｲｵﾝ柏ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

いけだ書店　五所川原店 0173336757 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻517-1エルムの街2F

弘前大学　生協 0172333742 青森県弘前市文京町1

弘前学院大学生協 0172380933 青森県弘前市稔町13-1

好文堂書店三沢店 0176533553 青森県三沢市中央2-4-48

成田本店 0177232431 青森県青森市新町1ｰ13ｰ4

成田本店つくだ店 0177423011 青森県青森市中佃3-7-11

くまざわ書店　青森店 0177391610 青森県青森市浜田1-14-1イトーヨーカドー青森店1F

成田本店　サンロード店 0177762457 青森県青森市緑3-9-2

くまざわ書店　八戸店 0178227211 青森県八戸市沼館4-7-111イトーヨーカドー八戸沼館店1F

エムズエクスポ盛岡店 0196487100 岩手県盛岡市みたけ3-36-2

岩手大学　生協 0916522028 岩手県盛岡市上田3-18-34

ジュンク堂書店　盛岡店 0196016161 岩手県盛岡市大通2-8-14MOSSビル3・4F

蔦屋書店　盛岡店 0196564747 岩手県盛岡市本宮4-40-20

盛岡大学生協 0196885565 岩手県滝沢市砂込808

岩手県立大学生活共同組合 0196889571 岩手県滝沢市巣子152-52

宮城県立宮城大学生協 0227721766 宮城県黒川郡大和町学苑1

ヤマト屋書店東仙台店 0222971291 宮城県仙台市宮城野区東仙台4-14-1

あゆみＢｏｏｋｓ仙台一番町店 0222116961 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-13ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ1F

ヤマト屋書店仙台三越店 0223938541 宮城県仙台市青葉区一番町4-8-15仙台三越定禅寺通り館地下2F

宮城教育大学　生協 0222620897 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉

宮城学院大生協 0222781613 宮城県仙台市青葉区桜ｹ丘9-1-1

東北大学生協川内店 0222614190 宮城県仙台市青葉区川内東北大学川内厚生会館内

くまざわ書店　エスパル仙台店 0222171027 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1エスパル本館3F

丸善　仙台アエル店 0222640151 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1アエル1F

ジュンク堂書店　仙台TR店 0222655656 宮城県仙台市青葉区中央3-6-1仙台TRビルB1

東北学院大学生協土樋店 0222646325 宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1

ヤマト屋書店仙台八幡店 0222179661 宮城県仙台市青葉区八幡3-1-50

八文字屋書店 0223711988 宮城県仙台市泉区高玉町4-1

金港堂泉パークタウン 0223778088 宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾀﾋﾟｵ北館2

蔦谷書店　仙台泉店 0227722011 宮城県仙台市泉区大沢2-12-4

ヤマト屋書店仙台長命ケ丘店 0223420611 宮城県仙台市泉区長命ｹ丘2-21-1

東北学院大生協泉教養店 0223751146 宮城県仙台市泉区天神沢2丁目1-1

大学生協みやぎインターカレッジコープ　聖和学園短期大学店 0223449030 宮城県仙台市泉区南中山5丁目5-2 聖和学園短期大学店

宮城イ生活文化 0223018161 宮城県仙台市泉区虹の丘1-18 東北生活文化大学内

スズキ書店 0227156075 宮城県仙台市太白区向山3-8-2

東北工業大学二ツ沢店 0222463317 宮城県仙台市太白区二ﾂ沢6東北工業大学学生ﾎｰﾙ内

東北工八木山 0222296266 宮城県仙台市太白区八木山香澄町35-1東北工業大学生協内5号館1F

蔦屋書店アクロスプラザ富沢西店 0223075055 宮城県仙台市太白区富田字京ﾉ北72-1

尚絅学院大学生協 0223862608 宮城県名取市ゆりが丘4-10-1

北海道・東北エリア



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。 2020.12.09現在

書店名 電話番号 住所

北海道・東北エリア

仙台高等専門学校名取キャンパス 0223810253 宮城県名取市愛島塩手字野田山48

秋田大学　生協　書籍部 0188335865 秋田県秋田市手形学園町1-1大学会館1F ｱﾙﾊﾞｲﾄｾﾝﾀｰ

ジュンク堂書店　秋田店 0188841370 秋田県秋田市千秋久保田町4-2秋田オーパ6F

くまざわ書店　山形店 0236153266 山形県山形市香澄町1-1-1エスパル山形5階505

山形大コンビニ 0236414365 山形県山形市小白川町1-4-12

八文字屋 0236222150 山形県山形市本町2-4-11

くまざわ書店　鶴岡店 0235262710 山形県鶴岡市錦町2-21S-MALL2F

八文字屋書店ＴＥＮＤＯ店 0236588811 山形県天童市鎌田2-4-16鍬ﾉ町23街区-7

鹿島ＢＣ 0246282222 福島県いわき市鹿島町走熊字小神山18-8

くまざわ書店　会津若松店 0242290711 福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内南154アピタ会津若松2F

みどり書房桑野店 0249390047 福島県郡山市桑野3-20-25

みどり書房イオンタウン店 0249412235 福島県郡山市松木町2-88

ジュンク堂書店　郡山店 0249270440 福島県郡山市中町13-1うすい百貨店9F

リブロ郡山店 0249265281 福島県郡山市長者1-1-56ﾓｰﾙ郡山内

くまざわ書店　郡山エキナカ店 0249915554 福島県郡山市燧田195

くまざわ書店　郡山店 0249916311 福島県郡山市燧田195エスパル郡山3F

宮脇書店須賀川 0248766246 福島県須賀川市岡東町129-1

くまざわ書店須賀川店 0248637940 福島県須賀川市高久田境96-1メガステージ須賀川1F

みどり書房白河店 0248278207 福島県白河市北中川原161-1

くまざわ書店　福島エスパル店 0245258021 福島県福島市栄町1-1エスパル福島2F

ＳＡＳＹＵ鎌田店 0245537444 福島県福島市鎌田字下釜5-1

福島大学　生協 0245480091 福島県福島市金谷川1

みどり書房福島南店 0245440373 福島県福島市黒岩字浜井場24-1

西沢書店　福島支店 0245220161 福島県福島市大町7ｰ20

くまざわ書店　福島店 0245593041 福島県福島市南矢野目35イオン福島3F

西沢書店北店 0245575101 福島県福島市南矢野目字中江12-5



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。

書店名 電話番号 住所
文教堂あきる野とうきゅう店 0425327470 東京都あきる野市秋川1-17-1あきる野とうきゅう4F
コーチャンフォー　若葉台店 0423502800 東京都稲城市若葉台2-9-2
くまざわ書店稲城店 0423770330 東京都稲城市矢野口2284-1アメリア稲城ショッピングセンター1F
蔦屋亀有店 0336053163 東京都葛飾区亀有5-35-101
東京理科大学生協　葛飾店 0358766718 東京都葛飾区新宿6-3-1
文教堂　青戸店 0338385931 東京都葛飾区青戸3-36-1
東武ブックス　篠崎駅前店 0366388515 東京都江戸川区篠崎町7-28-2
あゆみブックス　瑞江店 0336985281 東京都江戸川区瑞江2-5-1
文教堂西葛西店 0336893621 東京都江戸川区西葛西6-8-7
くまざわ書店　船堀店 0356059881 東京都江戸川区船堀4-1-1江戸川区沢川区民ホール1F
フタバ図書ＴＥＲＡ南砂町店 0356770800 東京都江東区新砂4-31
くまざわ書店　東京テレポート店 0355307050 東京都江東区青海1-2-1りんかい線東京テレポート駅構内
文教堂　東陽町駅前店 0356773313 東京都江東区東陽4-1-7佐藤ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F
くまざわ書店　豊洲店 0355482115 東京都江東区豊洲3-4-8スーパービバホーム豊洲店　2階専門店街
芝浦工業大学 田町 0358597900 東京都江東区豊洲3-7-5
丸善　有明ワンザ店 0355305701 東京都江東区有明3-6-11TFT　東館2F
くまざわ書店　品川店 0334720481 東京都港区港南2-15-2品川インターシティ　A棟2F
東京海洋大学生協 0334712163 東京都港区港南4-5-7
くまざわ書店　高輪店 0334418347 東京都港区高輪4-10-18ウイング高輪2F
慶応大学生協　三田書籍部 0334556631 東京都港区三田2-15-45
虎ノ門書房　田町店 0334542571 東京都港区芝5ｰ33ｰ1森永ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ
文教堂赤坂店 0355734321 東京都港区赤坂2-14-17国際新赤坂ﾋﾞﾙ1F東館
くまざわ書店　アクアシティお台場店 0335990520 東京都港区台場1-7-1アクアシティお台場4F
小川書店 0334512223 東京都港区南麻布2-13-15
文教堂　広尾店 0354751316 東京都港区南麻布4-1-29広尾ｶﾞｰﾃﾞﾝ2F
明学白金 0334471631 東京都港区白金台1-2-37
くまざわ書店　南千住店 0338031357 東京都荒川区南千住4-7-2LaLaテラス南千住1F
東京経済大学生協　書籍部 0423244319 東京都国分寺市南町1-7-34
紀伊國屋書店国分寺店 0423253991 東京都国分寺市南町3-20-3CELEO国分寺8F
一橋大学生協西ショップ 0425754184 東京都国立市中2-1
ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　ＮＯＮＯＷＡ国立店 0428430261 東京都国立市北1-14-1
有隣堂アトレ恵比寿店 0354758384 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5ｱﾄﾚ恵比寿5080
紀伊國屋書店　笹塚店 0334850131 東京都渋谷区笹塚1-48-14ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ1F
文教堂代々木上原駅店 0357382191 東京都渋谷区西原3-8-5
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 0354562111 東京都渋谷区道玄坂2-24-1東急百貨店本店7F
法政大学 工学部 0423819140 東京都小金井市梶野町3-7-2
東京学芸大学生協 0423246225 東京都小金井市貫井北町4-1-1
東京学芸大学生活協同組合 0423246228 東京都小金井市貫井北町4-1-1
農工大学 工学部 0423817223 東京都小金井市中町2-24-16
くまざわ書店　武蔵小金井北口店 0423852351 東京都小金井市本町5-11-2MAGAドンキホーテ武蔵小金井駅前B1
くまざわ書店　IY武蔵小金井店 0423825020 東京都小金井市本町6-14-9イトーヨーカドー3F
リブロ　花小金井店 0424504600 東京都小平市花小金井1-764いなげや2F
白梅学園生協 0423431728 東京都小平市小川町1-830
文教堂　小平店 0423439229 東京都小平市仲町439
津田塾大学　生協書籍部 0423437073 東京都小平市津田町2-1-1
くまざわ書店　昭島店 0425464851 東京都昭島市田中町562-1モリタウン2F
早稲田大学　生協文学部支所 0332024204 東京都新宿区戸山1-24-1
法政大学生活協同組合市ヶ谷田町店 0362724830 東京都新宿区市谷田町2-33
慶應義塾生活協同組合信濃町 0333416355 東京都新宿区信濃町35
紀伊國屋書店新宿本店 0333540131 東京都新宿区新宿3-17-7
東京理科大学 0332604100 東京都新宿区神楽坂1-3
工学院大学 八王子 0333421673 東京都新宿区西新宿1-24-2
くまざわ書店　都庁店 0353207537 東京都新宿区西新宿2-8-1東京都都庁第一庁舎内1・2階南側
くまざわ書店　東京オペラシティ店 0353346066 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティ2F
早稲田大コープラＢＣ 0332024010 東京都新宿区西早稲田1ｰ6ｰ1ｺｰﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ書籍店
早稲田大学生活協同組合ブックセンター 0332023236 東京都新宿区西早稲田1-6-117号館地下1階
早稲田大学 理工 0332006083 東京都新宿区大久保3-4-1
書楽　阿佐ヶ谷店 0333935625 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-37-13
三省堂書店明治大学和泉売店 0353012560 東京都杉並区永福1-9-1
あゆみＢｏｏｋｓ杉並店 0333183771 東京都杉並区梅里1-7-15ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ杉並
文教堂二子玉川店 0357975168 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ﾗｲｽﾞS.Cﾀｳﾝﾌﾛﾝﾄ6F
紀伊國屋書店　玉川店 0337092091 東京都世田谷区玉川3-17-1高島屋SC南館5F
三省堂書店経堂店 0354776781 東京都世田谷区経堂2-1-33経堂ｺﾙﾃｨ2F
東京農業大学　生協 0334275713 東京都世田谷区桜丘1-1-1
三省堂書店恵泉女学園売店 0333032191 東京都世田谷区船橋5-8-1
ＢＯＯＫＳいいだクレア店 0424959570 東京都清瀬市元町1-4-5
日本社事大 0424925506 東京都清瀬市竹丘3-1-30
明治薬科大学生協 0424958443 東京都清瀬市野塩2-522-1
ＢＣよむよむザ・モールみずほ 0425684646 東京都西多摩郡瑞穂町高根623 ｻﾞ･ﾓｰﾙみずほ16 2F
リブロひばりが丘店 0424388051 東京都西東京市ひばりヶ丘1-1-1ﾊﾟﾙｺ4F
宮脇書店東京田無店 0424614060 東京都西東京市西原町3-3-12
ＢＣリブロ田無店 0424661497 東京都西東京市田無町2-1-1
文教堂河辺とうきゅう店 0428840691 東京都青梅市河辺町10-7-1河辺とうきゅう4階
くまざわ書店　大手町店 0362130440 東京都千代田区丸の内1-3-1先都営三田線大手前駅B1改札外ｺﾝｺｰｽ

東京エリア
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丸善　丸の内本店 0352888881 東京都千代田区丸の内1-6-4
文教堂　市ヶ谷店 0335560632 東京都千代田区五番町3番1
丸善　お茶の水店 0332955581 東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル1F
三省堂書店神保町本店 0332333312 東京都千代田区神田神保町1-1
紀伊國屋書店　大手町店 0332015084 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ﾋﾞﾙ1F
法政大学生活協同組合市ヶ谷 0332654952 東京都千代田区富士見2-17-1
三省堂書店有楽町店 0352221200 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1･2F
くまざわ書店　IY綾瀬店 0356978411 東京都足立区綾瀬3-4-25イトーヨーカドー綾瀬店5F
くまざわ書店西新井店 0358882840 東京都足立区西新井栄町1-20-1アリオ西新井3F
東京電機大学 0338708671 東京都足立区千住旭町5
くまざわ書店　千住大橋店 0352845712 東京都足立区千住橋戸町1-13ポンテポルタ千住1F
スーパーブックス　竹の塚駅前店 0358310401 東京都足立区竹の塚6-9-1
くまざわ書店　永山店 0423736040 東京都多摩市永山1-4グリナード永山
くまざわ書店桜ケ丘店 0423372531 東京都多摩市関戸1-11-1京王聖蹟SC　A館7F
丸善　多摩センター店 0423553220 東京都多摩市落合1-46-1ココリア多摩センター5F
くまざわ書店　浅草店 0338457241 東京都台東区花川戸1-4-1浅草松屋5F
東京芸術大学生活協同組合上野キャンパス 0338285669 東京都台東区上野公園12-8
リブロ浅草店 0338367800 東京都台東区浅草1-25浅草ROX4F
くまざわ書店　蒲田店 0337375351 東京都大田区蒲田5-13-1グランディオ蒲田6F
有隣堂蒲田店 0357031921 東京都大田区西蒲田7-68-1ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ蒲田西館6F
くまざわ書店　東急プラザ蒲田店 0354807771 東京都大田区西蒲田7-69-1東急プラザ蒲田6F
くまざわ書店　IY大森店 0357671821 東京都大田区大森北2-13-1イトーヨーカドー大森店3F
くまざわ書店　田園調布店 0337224121 東京都大田区田園調布2-62-4東急スクエアガーデンサイト2F
丸善　日本橋店 0362142001 東京都中央区日本橋2-3-10
文教堂人形町店 0356521769 東京都中央区日本橋人形町1-18-12
八重洲ブックセンター　本店 0332811811 東京都中央区八重洲2-5-1
文教堂中野坂上店 0353585285 東京都中野区本町2-46-1中野坂上ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄﾂｲﾝ1F
東京工芸大学生活協同組合中野 0353712669 東京都中野区本町2-9-5
和光大学 0449881436 東京都町田市金井町2160
有隣堂　町田モディ店 0427395231 東京都町田市原町田6-2-6町田ﾓﾃﾞｨ8F
くまざわ書店　町田根岸店 0427895070 東京都町田市根岸町230-7アメリア町田根岸
桜美林大学生協 0427970547 東京都町田市常盤町3758
法政大学生協多摩書籍部 0427832240 東京都町田市相原町4342
文教堂　成瀬店 0427280936 東京都町田市南成瀬1-3-4
リブロ国領店 0424901685 東京都調布市国領3-1-38ﾏﾙｴﾂ国領店1F
くまざわ書店　国領店 0354385771 東京都調布市国領8-2-64イトーヨーカドー国領店3F
パルコブックセンター調布店（ＰＢＣ調布店） 0424895351 東京都調布市小島町1-38-1調布ﾊﾟﾙｺ5F
電気通信大学生協 0424872882 東京都調布市調布ｹ丘1-5-1
真光書店 0424872222 東京都調布市布田1ｰ36ｰ8
くまざわ書店　調布店 0424902052 東京都調布市布田4-4-22トリエ京王調布Ａ館４F
丸山書房 0423910929 東京都東村山市栄町2-8-1
くまざわ書店　東大和店 0425900411 東京都東大和市桜ヶ丘2-142-1イトーヨーカドー東大和店2F
首都大学日野 0425866630 東京都日野市旭が丘6-6
くまざわ書店　八王子みなみ野店 0426352285 東京都八王子市みなみ野1-2-1アクロスモール八王子みなみ野2F
蔦屋書店八王子みなみ野店 0426320031 東京都八王子市みなみ野1-7
有隣堂八王子店 0426552311 東京都八王子市旭町1-18階
くまざわ書店　八王子店 0426251201 東京都八王子市旭町2-11
くまざわ書店　イトーヨーカドー八王子店 0426629481 東京都八王子市狭間町1462-1イトーヨーカドー八王子店3F
くまざわ書店　八王子南口店 0426557560 東京都八王子市子安町4-7-1サザンスカイタワー八王子1F
くまざわ書店　西八王子店 0426645321 東京都八王子市千人町2-20-3
三省堂書店純心売店 0426965160 東京都八王子市滝山町2-600
くまざわ書店　イーアス高尾店 0426688877 東京都八王子市東浅川町550-1イーアス高尾2F
首都大学　東京生協 0426771413 東京都八王子市南大沢1-1
有隣堂東京工科大学店 0426355060 東京都八王子市片倉町1404-1FOODS FUU 1F
東京薬科大学 0426766368 東京都八王子市堀之内1432-1
大東文化大学生協板橋店 0335505021 東京都板橋区高島平1-9-1
宮脇書店イオンスタイル板橋前野町店 0364545408 東京都板橋区前野町4-21-22ｲｵﾝｽﾀｲﾙ板橋前野町店3F
文教堂　西台店 0353923003 東京都板橋区蓮根3-9
星薬科大生協 0354985479 東京都品川区荏原2-4-41
有隣堂目黒店 0334421231 東京都品川区上大崎2-16-7ｱﾄﾚ目黒1 B館3F
有隣堂アトレ大井町店 0357097361 東京都品川区大井町1-2-1ｱﾄﾚ大井町店5F5130
文教堂大崎店 0357196536 東京都品川区大崎1-6-5大崎ﾆｭ-ｼﾃｨ5号館1階
農工大学 農学部 0423622108 東京都府中市幸町3-5-8
蔦屋書店府中クレッセ店 0423583500 東京都府中市西原町1-6-2府中ｸﾚｯｾ1F
東京外国語大学生協 0423543062 東京都府中市朝日町3-11-1
オリオン書房　むさし村山店 0425676911 東京都武蔵村山市榎1-1-3ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ3F
ジュンク堂書店　吉祥寺店 0422285333 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5コピス吉祥寺B館6F7F
日本獣医畜産大学 0422322809 東京都武蔵野市境南町1-7-1
文教堂武蔵境店 0422393105 東京都武蔵野市境南町2-2-3
丸善　後楽園店 0356845130 東京都文京区春日1-2-3メトロエム後楽園4F
跡見学園女子大学生活共同組合　文京店 0359403299 東京都文京区大塚1-5-2
お茶の水大学　生協書籍部 0339479449 東京都文京区大塚2-1-1
医科歯科大 0338185232 東京都文京区湯島1-5-45
東洋大学生協白山店 0339457527 東京都文京区白山5-28-20
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東京大学生協本郷店 0336115481 東京都文京区本郷7-3-1
文教堂グリーンコート店 0359771151 東京都文京区本駒込2-28-10
日本女子大学　生協書籍部 0339453601 東京都文京区目白台2-8-1
東京大学消費生活協同組合農学部 0338120577 東京都文京区弥生1-1-1
くまざわ書店　池袋店 0359514780 東京都豊島区西池袋1-11-1メトロポリタンプラザ6F
旭屋書店　池袋店 0339860311 東京都豊島区西池袋1-1-25東武百貨店池袋店プラザ館7F
成文堂巣鴨店 0339158863 東京都豊島区巣鴨2-5-2
くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店 0359572440 東京都豊島区東池袋3-1-2サンシャインシティ専門店街アルパ２Ｆ
ジュンク堂書店　池袋本店 0359566111 東京都豊島区南池袋2-15-5
ブックストア談赤羽店 0352492601 東京都北区赤羽1-7-9赤羽第一葉山ﾋﾞﾙ ﾒｯﾂ1･2F
ＴＳＵＴＡＹＡ　アトレヴィ田端店 0356923500 東京都北区東田端1-17-2ｱﾄﾚヴｨ田端2･3階
三省堂書店東京ソラマチ店 0356102916 東京都墨田区押上1-1-2東京ｿﾗﾏﾁ ｲｰｽﾄﾔｰﾄﾞ2F
くまざわ書店　錦糸町店 0356103034 東京都墨田区錦糸2-2-1錦糸町アルカキット9F
東大駒場Ｃ 0334697145 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学消費生活協同組合駒場Ⅱ 0354526700 東京都目黒区駒場4-6-1
東工大学 大岡山 0337277357 東京都目黒区大岡山2-12-1
オリオン書房アレア店 0425212211 東京都立川市柴崎町3ｰ6-29ｱﾚｱｱﾚｱ2
オリオン書房　ルミネ 0425272311 東京都立川市曙町2-1-1立川ﾙﾐﾈ8F
ジュンク堂書店　立川高島屋店 0425129910 東京都立川市曙町2-39-3立川高島屋 6F
オリオン書房ノルテ店 0425221231 東京都立川市曙町2-92-43ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ3F
有隣堂ららぽーと立川立飛店 0425959851 東京都立川市泉町935番地の1
リブロエミオ富士見台店 0359712510 東京都練馬区貫井3-7-5
文教堂　練馬高野台店 0359237830 東京都練馬区高野台1-7-17ﾋﾟ-ｺｯｸｽﾄｱ高野台店2F
あゆみブックス　平和台店 0359207961 東京都練馬区早宮2-17-41
リブロ大泉店 0339784923 東京都練馬区東大泉2-10-11ｻｰﾍﾞﾙ大泉
くまざわ書店　大泉学園店 0359330216 東京都練馬区東大泉5-43-1ゆめりあフェンテ4F
武蔵大学生協書籍部 0339913096 東京都練馬区豊玉上1ｰ26
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ACADEMIAイーアスつくば店 0298687407 茨城県つくば市研究学園C50街区-1イーアスつくば3F
リブロつくばキュート店 0298631248 茨城県つくば市吾妻1-6-1つくばｷｭｰﾄ2F
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば店 0298611811 茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1LALAｶﾞｰﾃﾞﾝつくば内
蔦屋書店ひたちなか店 0292652300 茨城県ひたちなか市新光町30-4
茨城大学 農学部 0298874312 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1
ブックエース　結城店 0296337711 茨城県結城市中央町1-4-6
つかもと書店 0280322212 茨城県古河市東本町1-3-11
ブック・エース坂東店 0297475180 茨城県坂東市辺田1104-1ﾖｰｸﾀｳﾝ坂東
ブックエース　新取手店 0297746711 茨城県取手市寺田字佃4718-9
くまざわ書店　取手店 0297771125 茨城県取手市中央町2-5ボックスヒル取手店3F
河原崎書店 0297832044 茨城県取手市藤代502
フタバ図書ＴＥＲＡ守谷店 0297471601 茨城県守谷市百合ヶ丘3-249-1
Ｂ川又書店県庁店 0293011811 茨城県水戸市笠原町978-25開発公社ﾋﾞﾙ
川又書店エクセル店 0292311073 茨城県水戸市宮町1-1-1水戸ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ5F
丸善　水戸京成店 0293025071 茨城県水戸市泉町1-6-1水戸京成百貨店8F
茨城大学生協　書籍部 0292271865 茨城県水戸市文京2-1-1
マスゼン書店 0298210881 茨城県土浦市大和町5-4
ブックエース日立鮎川店 0294285300 茨城県日立市鮎川町5-1-1
茨城キリスト教学園生協 0294255285 茨城県日立市大みか町6-11-1
茨城大学 日立工学部 0294374231 茨城県日立市中成沢町4-12-1
栄文堂 0297644747 茨城県龍ｹ崎市米町4559
Ｂワンさくら店 0286827001 栃木県さくら市櫻野505
落合書店　ララスクエア店 0286265755 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮5階
戸叶書店 0286331519 栃木県宇都宮市花園町5-16
落合書店東武ＢＣ 0286515577 栃木県宇都宮市宮園町5-4東武百貨店内
うさぎや駅東口店 0286513500 栃木県宇都宮市元今泉4-19-16
くまざわ書店　アピタ宇都宮店 0286597411 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7アピタ宇都宮店2F
いけだ書店　宇都宮店 0286234471 栃木県宇都宮市今泉町237福田屋ショッピングプラザ3F
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮南店 0286552300 栃木県宇都宮市針ヶ谷町472-7
うさぎや作新学院前店 0286471391 栃木県宇都宮市西一の沢2-1
ビッグワン竹林店 0286161808 栃木県宇都宮市竹林町549-1
くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 0286576320 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1ＦＫＤｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店2F
うさぎや簗瀬店 0286109701 栃木県宇都宮市東簗瀬1-41-9
落合書店宝木店 0286502211 栃木県宇都宮市宝木町1-3-135
宇都宮大学生協 0286365723 栃木県宇都宮市峰町350
宇都宮大学 工学部 0286635439 栃木県宇都宮市陽東7-1-2
うさぎや自治医大店 0285447637 栃木県下野市医大前3-1-1
ＢＩＧＯＮＥＢＯＯＫＳ鹿沼店 0289631180 栃木県鹿沼市晃望台22-1
くまざわ書店　鹿沼店 0289605261 栃木県鹿沼市東末広町1073福田屋鹿沼店3F
宮脇書店小山店 0285286555 栃木県小山市西城南4-3-3
ビッグワン　ツタヤ真岡店 0285841088 栃木県真岡市亀山1-20-4
くまざわ書店　アシコタウン店 0284447330 栃木県足利市大月町3-2アシコタウンあしかが2F
足利工業大学 0284625882 栃木県足利市大前町268-1
くまざわ書店　足利コムファースト店 0284721196 栃木県足利市朝倉町245コムファースト3F
ハートブックス本店 0287222036 栃木県大田原市若草1-721
うさぎや栃木城内店 0282217351 栃木県栃木市城内町2-6-23
くまざわ書店　大間々店 0277307010 群馬県みどり市大間々町大間々40大間々ショッピングセンター　さくらモール2F
蔦屋書店伊勢崎宮子店 0270207400 群馬県伊勢崎市宮子町3406-3
くまざわ書店　伊勢崎店 0270705510 群馬県伊勢崎市西小保方町346-3SMARK伊勢崎2F
三光堂書店 0270252347 群馬県伊勢崎市大手町6-24
蔦屋書店伊勢崎茂呂店 0270205100 群馬県伊勢崎市南千木町2437
群馬大学 桐生 0277226569 群馬県桐生市天神町1-5-1
高崎経済大学　生協 0273432024 群馬県高崎市上並榎町1300
くまざわ書店　高崎店 0273103021 群馬県高崎市八島町222高崎駅東口2階
文真堂書店　ブックマンズアカデミー高崎店 0273706166 群馬県高崎市飯塚町1150-5ウニクス高崎2-1
日新堂 0279221615 群馬県渋川市石原157-19
群馬大学生協荒牧店 0272321599 群馬県前橋市荒牧町1375
群馬大学生活協同組合昭和 0272339558 群馬県前橋市昭和町3-39-22
前橋工科大学生活共同組合 0272874611 群馬県前橋市上佐鳥町460-1
蔦屋書店前橋みなみモール 0272100886 群馬県前橋市新堀町33
文真堂書店　ブックマンズアカデミー前橋店 0272803322 群馬県前橋市大渡町2-3-1
紀伊國屋書店前橋店 0272201830 群馬県前橋市文京町2-1-1けやきｳｫｰｸ前橋1F
煥乎堂（１Ｆ） 0272358111 群馬県前橋市本町1-2-13
文真堂書店　ブックマンズアカデミー太田店 0276401900 群馬県太田市新井町502-2
太田情報商科専門学校生活協同組合 0276221718 群馬県太田市東長岡町1361
蔦屋前橋吉岡店 0279708100 群馬県北群馬郡吉岡町大久保877
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　戸田公園店 0482918337 埼玉県 戸田市本町4-15-1 戸田公園駅ﾋﾞｰﾝｽﾞ2F
須原屋　本店 0488225321 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-3-20
文教堂岩槻店 0487490171 埼玉県さいたま市岩槻区西町2-5-1ﾔｵｺｰ岩槻西町店2F
くまざわ書店　浦和美園店 0487912510 埼玉県さいたま市岩槻区美園東2-17-13UNICUS浦和美園1F
芝浦工業大学 大宮 0486861152 埼玉県さいたま市見沼区深作307
一清堂栄和店 0488531100 埼玉県さいたま市桜区上大久保720-12
埼玉大学 0488549342 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保255
ジュンク堂書店　大宮高島屋店 0486403111 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32大宮高島屋7F

関東エリア
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成文堂南浦和 0488641057 埼玉県さいたま市南区南本町1-2-15第3大雄ﾋﾞﾙ1F
文教堂まるひろ南浦和店 0488448480 埼玉県さいたま市南区南本町1丁目7番4号丸広百貨店4F
須原屋　武蔵浦和店 0488720550 埼玉県さいたま市南区別所7-6-8-209
くまざわ書店　宮原店 0486618931 埼玉県さいたま市北区宮原町1-1-1イトーヨーカドー大宮宮原店3F
旭屋書店　イオン浦和美園SC店 0488122123 埼玉県さいたま市緑区大字大門3710イオン浦和美園ショッピングセンター3F
くまざわ書店　東浦和店 0488105551 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-51-26サミット東浦和2F
ＢＣよむよむビバモール埼玉大井 0492564646 埼玉県ふじみ野市西鶴ｹ岡1-175-1
旭屋書店　新越谷店 0489855501 埼玉県越谷市南越谷1-11-4VARIE3F
うさぎや大利根店 0480317333 埼玉県加須市琴寄111
くまざわ書店　鷲宮店 0480571012 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1アリオ鷲宮1F
蔦屋書店フォレオ菖蒲店 0480870800 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6006-1
ACADEMIA菖蒲店 0480871781 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲伊勢浦3564モラージュ菖蒲2F
くまざわ書店　久喜店 0480261020 埼玉県久喜市中央1-1-20Cookie　Plaza3F
文教堂狭山店 0429599500 埼玉県狭山市狭山台1-4
蔦屋書店熊谷店 0485306400 埼玉県熊谷市新堀新田中山620-1
くまざわ書店　アズセカンド店 0485256204 埼玉県熊谷市筑波2-115アズセカンド店
文教堂熊谷駅店 0485795920 埼玉県熊谷市筑波3丁目202番地ﾃｨｱﾗ21 2階
リブロ鴻巣店 0485407124 埼玉県鴻巣市本町1-2elumiこうのすｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
よむよむ坂戸入西店 0492824646 埼玉県坂戸市にっさい花みず木2-14-3
安斉書店 0492810145 埼玉県坂戸市仲町1-21
みやかわ書店 0484871112 埼玉県志木市本町1-11-32
くまざわ書店上里店 0495350007 埼玉県児玉郡上里町七本木2272-1ウニクス上里1F
酒井書店中央店 0487377171 埼玉県春日部市中央1-43-13
リブロ春日部店 0487316820 埼玉県春日部市南1-1-1ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部店2F
リブロ　狭山ヶ丘店 0429381321 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-873-2
早稲田大学 所沢 0429498613 埼玉県所沢市三ｹ島2-579-15
うさぎや山口店 0429255033 埼玉県所沢市山口808-3
リブロ小手指店 0429236211 埼玉県所沢市小手指町1ｰ25
ＰＢＣ新所沢店 0429988175 埼玉県所沢市緑町1-2新所沢ﾊﾟﾙｺB棟3F
いけだ書店　上尾店 0487771227 埼玉県上尾市宮本町1-1アリコベールまるひろ4F
十文字学園 0484891277 埼玉県新座市管沢2-1-28
跡見学園女子大　生協 0484810727 埼玉県新座市中野1-9-6
旭屋書店　志木店 0484876165 埼玉県新座市東北2-38-10St. TOSCA　3F
文教堂新座駅店 0484804133 埼玉県新座市野火止5-3-11
蔦屋籠原店 0485706166 埼玉県深谷市　幡羅町1-7-2
東洋大学 川越 0492328057 埼玉県川越市鯨井2100
リブロ川越店 0492287246 埼玉県川越市新富町1-22西武本川越ﾍﾟﾍﾟ4F
くまざわ書店　的場店 0492393111 埼玉県川越市的場新町21-10ザ・マーケットプレイス的場B－1
いけだ書店　川越店 0492267345 埼玉県川越市脇田町105アトレマルヒロ6F
くまざわ書店　ララガーデン川口店 0482405150 埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口2F　2180
文教堂東川口店 0482945860 埼玉県川口市戸塚 3-35-14
文教堂川口駅店 0482274821 埼玉県川口市川口1-1-1ｷｭﾎﾟﾗ3F
高砂Ｂｏｏｋｓ 0489271355 埼玉県草加市高砂2-9-2
ＢＣよむよむ草加谷塚駅前 0489281207 埼玉県草加市瀬崎町77-1
ＢＣよむよむ草加松原店 0489464646 埼玉県草加市草加3-315東急ｽﾄｱ2F
くまざわ書店　草加VARIE店 0489227035 埼玉県草加市氷川町1970東武草加VARIE2　1F
くまざわ書店　秩父店 0494212111 埼玉県秩父市上野町805-14ウニクス秩父2F
東洋大学生協　朝霞店　書籍部 0484641700 埼玉県朝霞市岡2-11-10
文教堂朝霞マルエツ店 0484641335 埼玉県朝霞市本町1-12-10ﾏﾙｴﾂ朝霞店3F
ＢＣよむよむ鶴ヶ島脚折 0492710046 埼玉県鶴ヶ島市脚折2-20
リブロ　ピオニウォーク東松山店 0493310713 埼玉県東松山市あずま町4-3ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山2F 220
蔦屋書店　東松山店 0493310077 埼玉県東松山市あづま町4-8-3
大東文化大学生協　東松山店 0493351521 埼玉県東松山市岩殿560
リブロ東松山店 0493271386 埼玉県東松山市小松原町11‐2西友東松山店2F
文林堂 0493220108 埼玉県東松山市松葉町1-4-1
淑徳大学 0492595151 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1
くまざわ書店　入間店 0429012340 埼玉県入間市河原町2-1西武入間ペペ３Ｆ
いけだ書店　飯能店 0429747821 埼玉県飯能市仲町11-21西武飯能ペペ4F
蔦屋書店滑川店 0493570032 埼玉県比企郡滑川町羽尾2800
蔦屋川島インター店 0492110008 埼玉県比企郡川島町上伊草五反田2ｶｲﾝｽﾞｽｰﾊﾟｰﾓｰﾙ川島内
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ふじみ野店 0492694644 埼玉県富士見市ふじみ野東1-1-1ふじみ野ﾅｰﾚ2F
リブロららぽーと富士見店 0492751090 埼玉県富士見市山室1-1313 1階1260
ＴＳＵＴＡＹＡ　杉戸店 0480339391 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地3-5-2
蔦屋書店　本庄早稲田店 0495273310 埼玉県本庄市早稲田の杜2-1-46
よむよむアピタ本庄店 0495274646 埼玉県本庄市南1-2-10ｱﾋﾟﾀ本庄店2階
文教堂蓮田店 0487651271 埼玉県蓮田市西新宿5-164
くまざわ書店　和光店 0484688615 埼玉県和光市丸山台1-9-3イトーヨーカドー和光店3F
喜久屋千葉ニュータウン店 0476407732 千葉県印西市中央北3-1-1ｲｵﾝ千葉NT3F
丸善　舞浜イクスピアリ店 0473055808 千葉県浦安市舞浜1-4イクスピアリ内101
文教堂浦安西友店 0473907013 千葉県浦安市北栄1-13-25西友浦安店ﾊﾟ-ﾄ2 4F
丸善教学売店　川村学園店 0471835556 千葉県我孫子市下ケ戸字保ケ前1133
くまざわ書店　新鎌ヶ谷店 0474986521 千葉県鎌ケ谷市初富928-2225区画35アクロスモール新鎌ヶ谷2F
くまざわ書店　四街道店 0433049311 千葉県四街道市中央5番地イトーヨーカドー四街道店2F
ACADEMIAくまざわ書店ちはら台店 0436760270 千葉県市原市ちはら台西3-4ｕｎｉｍｏちはら台2F



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。

書店名 電話番号 住所

関東エリア

文教堂行徳店 0473074081 千葉県市川市行徳駅前1-19-1
千葉商科大学生協 0473720195 千葉県市川市国府台1-5-6
大杉書店 0473251158 千葉県市川市市川1ｰ4ｰ16
くまざわ書店　本八幡店 0473363514 千葉県市川市八幡2-17-1本八幡ステーションセンター2F
丸善　津田沼店 0474708311 千葉県習志野市谷津7-7-1ブロックB棟2・3F
くまざわ書店　津田沼店 0474758311 千葉県習志野市津田沼1-1-1ホテルメッツ津田沼4・5F
くまざわ書店　松戸店 0473600501 千葉県松戸市松戸1181ボックスヒル6F
千葉大学 園芸 0473655352 千葉県松戸市松戸648
くまざわ書店　松戸新田店 0473655535 千葉県松戸市松戸新田245-26グリーンマークシティ松戸新田1F
くまざわ書店　公津店 0476265371 千葉県成田市公津の杜4-5-3成田ユアエルム3F
ブックエース成田赤坂店 0476296650 千葉県成田市赤坂3-4
くまざわ書店　稲毛店 0432451561 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-19-11ペリエ稲毛1F
千葉大学生協 0432541825 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33
くまざわ書店　幕張店 0432977031 千葉県千葉市花見川区幕張町4-417-25イトーヨーカドー幕張店1F
スーパーブックス　都賀店 0432264711 千葉県千葉市若葉区都賀3-11
千葉大学生活協同組合亥鼻 0432224912 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
くまざわ書店　ペリエ千葉本店 0432022900 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉6F
くまざわ書店　千葉エキナカ店 0432027410 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉エキナカ４F
千葉そごうブックセンター 0432458331 千葉県千葉市中央区新町1000千葉そごう8F
くまざわ書店　蘇我店 0432092020 千葉県千葉市中央区川崎町7-20アリオ蘇我2F
宮脇書店検見川浜店 0433015580 千葉県千葉市美浜区真砂4-2-6ｲｵﾝｽﾀｲﾙ検見川浜
東邦大学生協 0474702092 千葉県船橋市三山2-2-1
文教堂　東習志野店 0474037021 千葉県船橋市習志野5-2-1
くまざわ書店　津田沼パルコ店 0474033101 千葉県船橋市前原西2-19-1津田沼パルコB館4F
くまざわ書店　馬込沢店 0474908055 千葉県船橋市藤原7-2-2サミット馬込沢2F
くまざわ書店　ららぽーと店 0474358381 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとウエスト2F
ジュンク堂書店　南船橋店 0474010330 千葉県船橋市浜町2-2-7　1F111-1区画ビビット南船橋
文教堂下総中山駅店 0473028531 千葉県船橋市本中山2-17-20
くまざわ書店　船橋店 0474266221 千葉県船橋市本町7-1-1シャポー船橋B1F
ときわ書房ヨーカ堂店 0474243582 千葉県船橋市本町7ｰ7ｰ1ｲﾄｰﾖｰｶ堂船橋店
くまざわ書店　モラージュ柏店 0471376500 千葉県柏市大山台2-3-1モラージュ柏Ⅱ2F
ジュンク堂書店　柏モディ店 0471680215 千葉県柏市柏1-2-26柏モディ5F
東京大学消費生活協同組合柏 0471358117 千葉県柏市柏の葉5-1-5
くまざわ書店　柏高島屋店 0471482382 千葉県柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール新館５F
くまざわ書店　勝田台店 0474806570 千葉県八千代市勝田台1-10京成ストア勝田台店3F
くまざわ書店　八千代台店 0474854002 千葉県八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム八千代台3F
文教堂茂原店 0475204721 千葉県茂原市茂原10
くまざわ書店木更津店 0438305190 千葉県木更津市ほたる野4-2-48アピタ木更津店2F
東京理科大学生協　野田店 0471239141 千葉県野田市山崎2641
紀伊國屋書店流山おおたかの森店 0471566111 千葉県流山市西初石6-185-2流山おおたかの森SC2F
くまざわ書店　綾瀬店 0467795267 神奈川県綾瀬市深谷3734-1綾瀬タウンヒルズショッピングセンター2F
久美堂伊勢原店 0463935911 神奈川県伊勢原市坂戸8ｴﾑｱｲﾌﾟﾗｻﾞ内
文教堂伊勢原店 0463965880 神奈川県伊勢原市桜台1-3-3
天一書房大倉山店 0455450301 神奈川県横山市港北区大倉山2-2-8
くまざわ書店　久里浜店 0468348220 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10ウイング久里浜4F
文教堂横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 0468222655 神奈川県横須賀市若松町2-300701ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ
文教堂ＬＩＶＩＮよこすか店 0468216363 神奈川県横須賀市平成町3-21-4LIVINよこすか店
くまざわ書店　横須賀店 0468212403 神奈川県横須賀市本町2-1-12ショッパーズプラザ横須賀3F
くまざわ書店　二俣川店 0453601177 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14JOINUS　TERRACE　5F
宮脇書店　金沢文庫店 0453527458 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-1-1ｱﾋﾟﾀ金沢文庫店3階
横浜市立大学 0457836649 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2
くまざわ書店　能見台店 0457833500 神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1イトーヨーカドー能見台店2F
横浜市立大学生活協同組合福浦 0457850601 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
有隣堂戸塚モディ店 0458812661 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10ﾗﾋﾟｽ戸塚1ﾋﾞﾙ4F
明治学院大学生協横浜店 0458714011 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1518
有隣堂　東急プラザ戸塚店 0458690231 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1戸塚西口共同ﾋﾞﾙ
天一書房　綱島店 0455430100 神奈川県横浜市港北区綱島西1-6-19
くまざわ書店　新綱島店 0455334072 神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-17アピタテラス横浜綱島店2F219区画
三省堂書店新横浜店 0454785520 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45ｷｭｰﾋﾞｯｸﾌﾟﾗｻﾞ新横浜
いけだ書店　新横浜店 0454746691 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4新横浜プリンスペペ4F
天一書房日吉店 0455650211 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1東急百貨店南館2F
慶応大学 矢上 0455630941 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1
慶応大学生協　日吉書籍部 0455638485 神奈川県横浜市港北区日吉4ｰ1ｰ1
天一書房瀬谷店 0453032601 神奈川県横浜市瀬谷区中央3-6
くまざわ書店　ランドマーク店 0456831021 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ5F
丸善　横浜みなとみらい店 0453239660 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2-3F
横浜駅東口　ルミネ有隣堂 0454530811 神奈川県横浜市西区高島2-16-1横浜ﾙﾐﾈ5F
有隣堂　西口店 0453116265 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8横浜東洋ﾋﾞﾙ5F
文教堂すすき野とうきゅう店 0459055351 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-4すすき野とうきゅう2F
蔦屋青葉奈良店 0459600036 神奈川県横浜市青葉区奈良3-21-1
有隣堂たまプラザテラス店 0459032191 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ ｹﾞｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ1F･2F
文教堂立場店 0458060448 神奈川県横浜市泉区中田西1-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ立場店3F
有隣堂本店 0452611231 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-4-1
くまざわ書店　鶴見店 0455015211 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-1-2シャル鶴見5F
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有隣堂センター南駅店 0459452211 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-1
リブロ港北東急ＳＣ店 0459490281 神奈川県横浜市都筑区茅ｹ崎中央5-1港北東急SC4F
紀伊國屋書店ららぽーと横浜店 0459384481 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1ららぽｰと横浜3F
ACADEMIA港北店 0459143320 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25ノースポートモール3F
蔦屋港北ミナモ店 0455940065 神奈川県横浜市都筑区中川町912番地
ＢＣよむよむ横浜仲町台店 0459444646 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-28-4ﾊﾟﾙｳｨｯﾂ仲町台1F
横浜国立大学 工学 0453356475 神奈川県横浜市保土ｹ谷区常盤台79-10
文教堂中山とうきゅう店 0459291667 神奈川県横浜市緑区中山町304-1中山とうきゅう4F
有隣堂　長津田店 0459893261 神奈川県横浜市緑区長津田4-1-1
東工大 長津田 0459220743 神奈川県横浜市緑区長津田4259
くまざわ書店　長津田店 0459880870 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1アピタ長津田１Ｆ
三省堂書店海老名店 0462347161 神奈川県海老名市中央1-1-1
文教堂鎌倉とうきゅう店 0467335171 神奈川県鎌倉市小町1-2-11東急ｽﾄｱ6F
くまざわ書店　大船店 0467424333 神奈川県鎌倉市大船1-25-30西友大船店6F
文教堂茅ヶ崎円蔵店 0467501133 神奈川県茅ヶ崎市円蔵1348-1
長谷川書店　駅前店 0467824728 神奈川県茅ヶ崎市共恵1-11-3
長谷川ネスパ 0467880008 神奈川県茅ｹ崎市元町1-1
くまざわ書店　本厚木店 0462307077 神奈川県厚木市泉町2-2-1小田急ミロード新館5F
東京農大厚木 0462702715 神奈川県厚木市船子1737
有隣堂　厚木店 0462234111 神奈川県厚木市中町2-6三成ほていやﾋﾞﾙ
東京工芸大学 0462428272 神奈川県厚木市飯山1583
文教堂Ｒ４１２店 0462214787 神奈川県厚木市林1-2-10
文教堂　入谷店 0462571055 神奈川県座間市西入谷1-405-1
文教堂　葉山店 0468786564 神奈川県三浦郡葉山町一色1465-1
平井書店 0465225370 神奈川県小田原市栄町1ｰ16ｰ29
有隣堂書店　小田原ラスカ店 0465247739 神奈川県小田原市栄町1-1-9小田原ﾗｽｶ5F
いけだ書店　新逗子店 0468721686 神奈川県逗子市逗子5-1-6京急新逗子駅ビルニート2F
くまざわ書店　さぎ沼店 0448701660 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-1さぎ沼とうきゅう4F
丸善　ラゾーナ川崎店 0445201869 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ1F
文教堂溝ノ口本店 0448120063 神奈川県川崎市高津区久本3-1-28
文教堂溝ノ口駅前店 0448110105 神奈川県川崎市高津区溝の口1-3-1ﾉｸﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ1-7F
日本女子大学生活協同組合西生田 0449520150 神奈川県川崎市多摩区西生田1-1-1
文教堂登戸駅店 0449307551 神奈川県川崎市多摩区登戸3435
有隣堂　武蔵小杉東急スクエア店 0447382160 神奈川県川崎市中原区小杉町3-472
文教堂新城駅店 0447985011 神奈川県川崎市中原区上新城2-1-17
有隣堂　新百合ヶ丘 0449653075 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ4F
くまざわ書店　相模原店 0427862031 神奈川県相模原市中央区相模原1-1-19相模原it’s4F
麻布大学生協書籍部 0427541380 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
有隣堂淵野辺店 0427043760 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-16-34
宇宙科学研究所生協書籍部 0427510336 神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1
くまざわ書店　相模大野店 0427671285 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1小田急相模大野SS-A-6F
相模書房　ブックセンター 0427458070 神奈川県相模原市南区文京2-1-1
柴胡書房 0427424536 神奈川県相模原市南区文京2-1-1相模女子大学内
相模書房　女子美術大学 0427786643 神奈川県相模原市南区麻溝台1900
有隣堂ミウィ橋本店 0427007680 神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1 4F
ACADEMIAくまざわ書店橋本店 0427007020 神奈川県相模原市緑区大山町1-22アリオ橋本1F
くまざわ書店　大和鶴間店 0462000207 神奈川県大和市下鶴間1-3-1イトーヨーカドー大和鶴間店3F
くまざわ書店　大和店 0462004110 神奈川県大和市大和東1-1-1大和プロス3F
文教堂中央林間店 0462754165 神奈川県大和市中央林間4-6-3
文教堂　平塚店 0463313911 神奈川県中郡大磯町高麗3-2-28
慶応大学藤沢生協 0466475300 神奈川県藤沢市遠藤5322
文教堂湘南とうきゅう店 0466890071 神奈川県藤沢市遠藤字滝ﾉ沢698番地10湘南とうきゅう2F
くまざわ書店　湘南台店 0466866421 神奈川県藤沢市石川6-2-1イトーヨーカドー湘南台店3F
くまざわ書店　辻堂湘南モール店 0466316345 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールFILL 2F
有隣堂　トレアージュ白旗店 0466507550 神奈川県藤沢市藤沢2-3-15
ジュンク堂書店　藤沢店 0466521211 神奈川県藤沢市藤沢559ビックカメラ7F8F
有隣堂　藤沢店 0466261411 神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1ﾌｼﾞｻﾜ名店ﾋﾞﾙ5F
有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 0463746511 神奈川県平塚市天沼10-13階
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蔦屋書店高田西店 0255275255 新潟県上越市大貫4-4-22
蔦屋書店上越インター店 0255261800 新潟県上越市藤野新田1174-2
くまざわ書店　新潟亀田店 0253818863 新潟県新潟市江南区鵜ノ子4-466アピタ新潟亀田店2F　　新潟市江南区鵜ノ子4-466
峰弥書店新津店 0250245900 新潟県新潟市秋葉区程島1865
新潟大学生協書籍部 0252626095 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050
くまざわ書店　新潟西店 0252011187 新潟県新潟市西区小新474アピタ新潟西店2F
蔦屋書店新通店 0252111000 新潟県新潟市西区新通輪野内1272
蔦屋書店南万代店 0252490066 新潟県新潟市中央区幸西3-1-6
ジュンク堂書店　新潟店 0253744411 新潟県新潟市中央区笹口1-1プラーカ1　BF・1F
くまざわ書店　新潟デッキィ店 0252809111 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20デッキィ401　B1F
紀伊國屋書店　新潟店 0252415281 新潟県新潟市中央区新潟市中央区万代１－３―３０万代シルバーホテルビル２Ｆ
新潟青陵大学短期大学生活協同組合 0252660690 新潟県新潟市中央区水道町1-5939
蔦屋書店河渡店 0252730066 新潟県新潟市東区河渡庚167-1
新潟県立大生協 0252701730 新潟県新潟市東区海老ｹ瀬471
蔦屋書店　新堀田店 0254261900 新潟県新発田市新栄町3-1-31
蔦屋書店アクロスプラザ美沢店 0258374050 新潟県長岡市四郎丸町字沖田240-1
蔦屋書店　長岡新保店 0258226300 新潟県長岡市新保町1326
くまざわ書店　長岡店 0258205760 新潟県長岡市千秋2-278リバーサイド千秋アピタモール2F
宮脇書店長岡店 0258313700 新潟県長岡市台町2-4-56越後交通ﾋﾞﾙ2F
富山大学生協高岡店 0766259512 富山県高岡市二上町180
富山高等専門学校生活協同組合 0766865870 富山県射水市海老江練合1-2
Ｂ・なかだ本店 0764921192 富山県富山市掛尾町180-1
富山大学 工学部 0764316383 富山県富山市五福3190
富山大生協 0764314259 富山県富山市五福3190
くまざわ書店　富山店 0764523325 富山県富山市上冨居310-1アピタ富山東1F
富山大学生協医薬店 0764348111 富山県富山市杉谷2630
清明堂書店　外商部 0764913300 富山県富山市総曲輪3-2-24
紀伊國屋書店富山店 0764917031 富山県富山市総曲輪3-8-6総曲輪ﾌｪﾘｵ7F
富山高専本郷 0764935070 富山県富山市本郷町13番地本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ内
金沢大学生協自然研書籍部 0762240905 石川県金沢市角間町大学会館内
金沢大学生協　角間店 0762240905 石川県金沢市角間町大学会館内
ツタヤ大桑店 0762268999 石川県金沢市大桑3-176
紀伊國屋書店金沢大和店 0762201288 石川県金沢市香林坊1-1-1大和本店
金澤文苑堂　鳴和店 0762532002 石川県金沢市小金町7-12
金沢大学生活協同組合保健学科購買書籍部 0762220425 石川県金沢市小立野5-11-80
金沢大学生活協同組合医学部購買書籍部 0762640583 石川県金沢市宝町13-1
武生市ひしだい国高店 0778220833 福井県越前市村国3-54-13
福井教育図書 0778512830 福井県鯖江市水落町4-8-16
紀伊国屋書店福井店 0776289851 福井県福井市中央1-9-20だるまや西武新館5F
福井大学生協書籍部 0776212956 福井県福井市文京3-9-1
くまざわ書店　双葉店 0551288761 山梨県甲斐市志田字柿木645-1ラザウォーク甲斐双葉1F
よむよむ敷島 0552777771 山梨県甲斐市中下条990-1
ジュンク堂書店　岡島甲府店 0552310606 山梨県甲府市丸の内1-21-15岡島百貨店6F
山梨大学生協 0552524757 山梨県甲府市武田4-4-37
ＢＣよむよむフレスポ甲府東 0552234646 山梨県甲府市和戸町奈良原814-1
くまざわ書店　伊那店 0265737577 長野県伊那市西町5182番地1アピタ伊那店3F
くまざわ書店　ＧＡＺＡ広丘店 0263515210 長野県塩尻市大字広丘野村1688-1コミュニティープラザGAZA広丘店2F
長野看護生協 0265817095 長野県駒ヶ根市赤穂1694
信州大学松本生協　書籍部 0263372983 長野県松本市旭3-1-1
いけだ書店　南松本店 0263278715 長野県松本市高宮中1-20イトーヨーカドー南松本店3F
宮脇書店松本店 0263242435 長野県松本市出川2-107-1
松本大学 0263482919 長野県松本市新村2117-3
丸善　松本店 0263318171 長野県松本市深志1-3-11コングロM　B1～2F
信大松本農学部 0265789403 長野県上伊那郡南箕輪村8304
長野大学生協 0268387238 長野県上田市下之郷乙646
信州大学生協 繊維 0268274978 長野県上田市常田3-15-1
蔦屋書店上田大屋店 0268361700 長野県上田市大屋219-5
清水書店 0268221357 長野県上田市中央1-4-7
くまざわ書店　上田店 0268712002 長野県上田市天神3-5-8アリオ上田店2F
蔦屋書店川中島店 0262848700 長野県長野市稲里町中氷鉋169
いけだ書店　長野店 0262634062 長野県長野市高田1758MEGAドン・キホテーテ長野店2F
長野県短期大学生活協同組合 0262353716 長野県長野市三輪8-49-7
信州大学生協 工学部 0262263588 長野県長野市若里4-17-1
信州大学生協 教育学部 0262352021 長野県長野市西長野6のﾛ

甲信越・北陸エリア



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。

書店名 電話番号 住所
ブックス・イケダ　岐阜店 0582753330 岐阜県岐阜市加納神明町6-1アピタ岐阜店3F
岐阜市立女子短大生協 0582329984 岐阜県岐阜市長良福光2693
岐阜大生協中央店 0582301111 岐阜県岐阜市柳戸1ｰ1
岐阜大学消費生活協同組合医学部店 0582301164 岐阜県岐阜市柳戸1医学部教育福利棟1F
くまざわ書店　柳津店 0583885477 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3カラフルタウン岐阜2F
ＴＳＵＴＡＹＡ大垣店 0584873302 岐阜県大垣市本今町字西ﾉ側1639-1
ACADEMIA大垣店 0584776450 岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F
くまざわ書店　美濃加茂店 0574276581 岐阜県美濃加茂市野笹町2-5-56アピタ美濃加茂2F
いけだ書店　北方店 0583234286 岐阜県本巣郡北方町平成2-34アピタ北方店2F
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　モレラ岐阜 0583232810 岐阜県本巣市三橋1100
三原屋書店 0537222006 静岡県掛川市中央2-5-13
くまざわ書店　三島店 0559816941 静岡県三島市中田町9-30日清プラザ イトーヨーカドー3F
くまざわ書店　沼津店 0559546980 静岡県沼津市大手町1-1-1アントレ２F
ＢＯＯＫＳえみたす焼津店 0546208851 静岡県焼津市小土567-3
蔦屋書店　静岡店 0542742666 静岡県静岡市葵区呉服町1-6-9
谷島屋新流通店 0542622321 静岡県静岡市葵区千代田7-10-33
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 0542752777 静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1新静岡セノバ5F
静岡大学生協静岡店 0542378434 静岡県静岡市駿河区大谷836
ＴＳＵＴＡＹＡ清水春日店 0543553737 静岡県静岡市清水区春日1-128
前田書店 0546410643 静岡県藤枝市本町2-5-7
谷島屋書店イオン浜松志都呂店 0534151341 静岡県浜松市西区志都呂町2-37-1ｲｵﾝ浜松志都呂SC
静岡大学生協浜松店 0534730803 静岡県浜松市中区城北3-5-1
小長谷書店 0544262706 静岡県富士宮市中央町9ｰ1
くまざわ書店　三河安城店 0566790231 愛知県安城市箕輪町正福田84-1ラフーズコア安城2F
文正堂書店 0586722605 愛知県一宮市真清田1-1-4
いけだ書店　木曽川店 0586876691 愛知県一宮市木曽川町黒田51-4アピタ木曽川店2F
くまざわ書店　一宮店 0586233950 愛知県一宮市両郷町1-2テラスウォーク一宮2F
松清本店駅前店 0587233000 愛知県稲沢市高御堂1-2-1
いけだ書店　稲沢店 0587236751 愛知県稲沢市天池五反田町1アピタ稲沢内2F
ＴＳＵＴＡＹＡウイングタウン岡崎店 0564725080 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3
くまざわ書店　岡崎北店 0564225561 愛知県岡崎市日名北町4-46アピタ岡崎北2F
愛知教育大学生活協同組合 0566262704 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
くまざわ書店　刈谷店 0566295221 愛知県刈谷市南桜町2-56-1アピタ苅谷店3F
くまざわ書店　岩倉店 0587655231 愛知県岩倉市旭町1-25アピタ岩倉店2F
いけだ書店　犬山店 0568628252 愛知県犬山市天神町1-1犬山キャスタ2F
愛知江南短大 0587512802 愛知県江南市高屋町大松原172
本の王国高蔵寺店 0568940921 愛知県春日井市中央台1-1-2
ブックセンター名豊高蔵寺店 0568520607 愛知県春日井市東神明町1-12-8
ＴＳＵＴＡＹＡ春日井店 0568355900 愛知県春日井市美濃町2-3
くまざわ書店　桃花台店 0568781191 愛知県小牧市古雅1-1ピアーレ・アピタ桃花台2F
蔦屋瀬戸共栄通店 0561897761 愛知県瀬戸市共栄通3-13
ＴＳＵＴＡＹＡ瀬戸店 0561973655 愛知県瀬戸市西本地町2-222外
春広堂書店 0561823592 愛知県瀬戸市末広町2ｰ14
紀伊國屋書店名古屋空港店 0568393851 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1-8ｴｱﾎﾟｰﾄﾌｫｰｸ名古屋401
考進堂書店 0562461937 愛知県大府市共和町2-6-9
滝書店 0562479515 愛知県大府市中央町6-34
いけだ書店　大口店 0587958845 愛知県丹羽郡大口町丸2-36アピタ大口店2F
くまざわ書店　阿久比店 0569489305 愛知県知多郡阿久比町椋岡字徳吉1-12アピタ阿久比店2F
日本福祉大学　生協 0569872302 愛知県知多郡美浜町大字奥田字会下前35-6
正文館書店　知立八ツ田店 0566852341 愛知県知立市八ツ田町曲り57-1
愛知県立大学生協購買書籍部 0561610977 愛知県長久手市茨ｹ廻間1522-3
芸大生協 0561637800 愛知県長久手市岩作三ｹ峯1-1
くまざわ書店　長久手店 0561613725 愛知県長久手市戸田谷901-1アピタ長久手店2F
ＢＯＯＫＳえみたす長久手店 0561622626 愛知県長久手市市ｹ洞25-23
くまざわ書店　東海荒尾店 0526036421 愛知県東海市荒尾町山王前20アピタ東海荒尾店2F
日本福祉大学生協半田店 0569286221 愛知県半田市東生見町26-2
同盟書林 0569210105 愛知県半田市本町6-61
精文館書店 0532542345 愛知県豊橋市広小路1-6
愛知大学豊橋生協 0532474443 愛知県豊橋市町畑町1-1
中京大学生協豊田店 0565456368 愛知県豊田市貝津町床立101
くまざわ書店　豊田店 0565378035 愛知県豊田市喜多町1-140ギャザビル3F
いけだ書店　東海通店 0526521920 愛知県名古屋市港区港明1-10-28アピタ東海通店1F
愛知県立公立大学生活協同組合守山キャンパス 0527362389 愛知県名古屋市守山区上志段味字東谷2109
ツタヤ新守山店 0527915152 愛知県名古屋市守山区新守山2830ｱﾋﾟﾀ新守山2階
白沢書店 0527936864 愛知県名古屋市守山区川村町120
金城学院大学生活協同組合 0527991190 愛知県名古屋市守山区大森2-1723金城学院大学内
名古屋工業大学　生協 0527311600 愛知県名古屋市昭和区御器所町
南山大学前店 0528392898 愛知県名古屋市昭和区山手通2
中京大学生協名古屋店 0528311911 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2
名古屋市立大学生協経済店 0528815906 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1
名古屋市立大学生活協同組合医学部店 0528527346 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
くまざわ書店　名西店 0525285611 愛知県名古屋市西区名西2-33-8イッツボナンザシティ　ユシヅヤ3F
くまざわ書店　千代田橋店 0527191225 愛知県名古屋市千種区千代田橋2-1-1アピタ千代田橋店3F
ちくさ正文館　本店 0527411137 愛知県名古屋市千種区内山3-28-1

東海エリア



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。

書店名 電話番号 住所

東海エリア

名古屋大生協　北部書籍部 0527819819 愛知県名古屋市千種区不老町1
名古屋大学生協　南部店売 0527816698 愛知県名古屋市千種区不老町1
北部旅行Ｓ店 0527819818 愛知県名古屋市千種区不老町1
カルロバ３６０ 0522648526 愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋ﾊﾟﾙｺ東館4F
MARUZEN　名古屋本店 0522380320 愛知県名古屋市中区栄3-8-14
ジュンク堂書店　名古屋栄店 0522125360 愛知県名古屋市中区新栄町1-1明治安田生命ビルB1B2
ＴＳＵＴＡＹＡバロー戸田店 0524392360 愛知県名古屋市中川区富田町戸田34街区
愛知大学生協笹島店（ＷＩＺウィズ） 0525646192 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-6愛知大学内
星野書店近鉄ビル店 0525617687 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-2 8F
ジュンク堂書店　名古屋店 0525896321 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9堀内ビルディング1F
名城大学生協天白店 0528314068 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
名城大生協薬 0528613055 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
正文館書店　本店 0529319321 愛知県名古屋市東区東片端町49
水野書店 0528226244 愛知県名古屋市南区平子2-10-21
くまざわ書店　名古屋南店 0526911554 愛知県名古屋市南区豊田4-9-47アピタ名古屋南店1F
日比野泰文堂 0526823797 愛知県名古屋市熱田区西郊通2-16
岡田書店 0529020816 愛知県名古屋市北区中味鋺3-414
いけだ書店　名古屋北店 0529167800 愛知県名古屋市北区辻町9-1アピタ名古屋北3F
愛知東邦大学店 0527887681 愛知県名古屋市名東区平和が丘3-11
くまざわ書店　鳴海店 0528926124 愛知県名古屋市緑区浦里3-232なるぱーく1F
ブックセンター名豊緑店 0528963801 愛知県名古屋市緑区滝の水5-2113
コメリ書房　上野店 0595265988 三重県伊賀市小田町696-1
いけだ書店　伊賀上野店 0595238510 三重県伊賀市服部町尾崎1788アピタ伊賀上野店1F
岡森書店白鳳店 0595238800 三重県伊賀市平野西町71
ブックスウェアララパーク 0596366361 三重県伊勢市小木町字曽弥538
ＴＳＵＴＡＹＡミタス伊勢店 0596206630 三重県伊勢市船江1丁目10-21
ＴＳＵＴＡＹＡ四日市店 0593540171 三重県四日市市芝田1-10-3
くまざわ書店　松阪店 0598566997 三重県松阪市市場庄町1266-1アピタ松阪三雲店1F
コメリ書房　松阪店 0598252533 三重県松阪市大黒田町515-1
本の王国文化センター前 0592328866 三重県津市一身田上津部田口ﾉ坪115-1
三重短期大学生活協同組合 0592324959 三重県津市一身田中野181-1
宮脇書店久居店 0592545851 三重県津市久居明神町2534-1
三重大生協書籍部第一店 0592361080 三重県津市栗真町屋町1577
宮脇書店津ハッピーブックス 0592271185 三重県津市大倉8-36
三重県立看護大学生活協同組合 0592365010 三重県津市夢が丘1-1-1
ブックスアルデ本店 0595620666 三重県名張市箕曲中村18
ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 0593734860 三重県鈴鹿市算所町字山之相417-1
コメリ書房　鈴鹿店 0593843737 三重県鈴鹿市末広南１-1-1



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。

書店名 電話番号 住所
平柿ＡＳＱ店 0775616598 滋賀県草津市西渋川1-23-23
立命館大学生協びわこ店 0775613921 滋賀県草津市野路東1-1-1
ふたば書店大津西武店 0775102855 滋賀県大津市におの浜2-3-1大津西武ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F
大垣書店　フォレオ大津一里山店 0775471020 滋賀県大津市一里山7-1-1フォレオ大津一里山1F
龍谷大学生協　瀬田ショップ 0775444111 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5
滋賀大学大津生協 0755370024 滋賀県大津市平津2-5-1
いけだ書店　長浜店 0749639350 滋賀県長浜市小堀町450アル・プラザ2F
滋賀大生協彦根 0749225600 滋賀県彦根市馬場1-1-1
滋賀県立大学生協 0749254832 滋賀県彦根市八坂町2500
富士書房大久保 0774445766 京都府宇治市広野町茶屋裏24-1
立命館生活協同組合宇治高ショップ 0774444066 京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1
大垣書店　亀岡店 0771238038 京都府亀岡市篠町野条上又11-1アルプラザ亀岡2F
浪江書店 0772223291 京都府宮津市本町799
友和館ブックストア 0774658792 京都府京田辺市興戸南鉾立97-1
同志社大学生協田辺店 0774658372 京都府京田辺市多々羅都谷1-3
天龍堂 0758710235 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺車道町1
大垣書店　京都ファミリー店 0753266660 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1京都ファミリー3F
平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ太秦店 0758732561 京都府京都市右京区常盤東ﾉ町26-7
大垣書店　イオンモール京都五条店 0753268710 京都府京都市右京区西院追分町25-1-091ダイヤモンドシティ・ハナ3F
丸善キャンパスショップ京都光華女子大学 0753212712 京都府京都市右京区西京極葛野町38賢風館B1　丸善ブックセンター
大垣書店　京都ヨドバシ店 0753711700 京都府京都市下京区烏丸通七条下る京都ヨドバシビル6F
龍谷大学生協大宮店 0753718362 京都府京都市下京区大宮七条東
くまざわ書店　四条烏丸店 0752556800 京都府京都市下京区長刀鉾町20四条烏丸FTスクエアB1F
くまざわ書店　京都ポルタ店 0753527020 京都府京都市下京区東塩小路町京都駅前地下街ポルタ604
京都府立大生協 0757237263 京都府京都市左京区下鴨半木町1
葵書房 0757911155 京都府京都市左京区下鴨本町26
京都大学生協ＢＳルネ店 0757717336 京都府京都市左京区吉田泉殿町京都大学内
京都大生協吉田店 0757521587 京都府京都市左京区吉田二本松町京都大学総合人間学部構内
工繊大学生協 0757022400 京都府京都市左京区松ヶ崎御所海道町
ブックパル文苑　山科店 0755938864 京都府京都市山科区音羽野田町1西友山科店3F
京都橘学園生活協同組合 0755712325 京都府京都市山科区大宅山田町34
同志社生活協同組合　書籍部　今出川店 0752514427 京都府京都市上京区烏丸今出川上ﾙ同志社生協良心館書籍部
女子大今出川 0752514195 京都府京都市上京区今出川寺町西入ﾙ同志社女子大学内
同志社大生協今出川店 0752514427 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入ﾙ 同志社大学内
ブックパル　五条店 0753810232 京都府京都市西京区上桂前田町22-3
ブックパル文苑　桂南店 0753921230 京都府京都市西京区川島松ノ木本町6-1
大垣書店　烏丸三条店 0752125050 京都府京都市中京区烏丸通三条上ル烏丸ビル1F
大垣書店　四条店 0752530111 京都府京都市中京区烏丸通四条上ル京都御幸ビル2F
丸善　京都本店 0752531599 京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251京都BAL　B1B2
大垣書店　二条駅店 0758132208 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町1-6BiVi二条1F
ふたば書房御池ゼスト店 0752533151 京都府京都市中京区本能寺町498
大垣書店　イオンモール京都桂川店 0759251717 京都府京都市南区久世高田町376イオンモール京都桂川1F
大垣書店　イオンモールKYOTO店 0756923331 京都府京都市南区八条通西洞院下ルイオンモールKYOTO　Ｋａｅｄｅ館2F
大垣書店　伏見店 0759243717 京都府京都市伏見区羽束師菱川町334-1
龍谷大学生協書籍部深草店 0756420213 京都府京都市伏見区深草西浦町4ｰ2
京都教育大学　生協 0756419281 京都府京都市伏見区深草藤森町
大垣書店　醍醐店 0755752520 京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-1パセオダイゴロー西館3F
京都橘学園生活協同組合　京都橘中高店 0756328440 京都府京都市伏見区桃山町伊賀50 京都橘中高生協購買部
くまざわ書店桃山店 0756226065 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32MOMO2F　近鉄百貨店桃山店
大垣書店　外商部 0754140769 京都府京都市北区小山上総町14
大垣書店　ビブレ店 0754915500 京都府京都市北区小山北上総町49-1北大路ビブレ4F
立命館生協ブックセンターふらっと 0754658288 京都府京都市北区等持院北町56-1書籍部
ACADEMIAけいはんな店 0774984053 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4ユータウンけいはんな西館1F
立命館大学生協ＯＩＣ　ＳＨＯＰ 0726454103 大阪府茨木市岩倉町2-150
マザーブックス 0729370700 大阪府羽曳野市栄町7-1近鉄ﾌﾟﾗｻﾞ古市店4階
ブックスファミリア　羽曳野店 0729571859 大阪府羽曳野市尺度19-1
文教堂C河内長野店 0721564946 大阪府河内長野市本町24-1ﾅﾊﾞﾃｨなかの北館4F
大垣書店　高槻店 0726848700 大阪府高槻市芥川町1-2C-115
ＴＳＵＴＡＹＡ高槻南店 0726751122 大阪府高槻市庄所町10-10
紀伊國屋書店高槻店 0726861195 大阪府高槻市白梅町4-1西武高槻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ5F
紀伊国屋書店高槻ミューズＢ・Ｃ 0726840600 大阪府高槻市白梅町7-1
くまざわ書店　津久野店 0722686205 大阪府堺市西区下田町20-1イトーヨーカドー津久野店2F
初芝文庫 0722850466 大阪府堺市東区日置荘1-53-38
紀伊國屋書店泉北店 0722921631 大阪府堺市南区茶山台1-3-1ﾊﾟﾝｼﾞｮ4F
紀伊國屋書店北花田店 0722465566 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12-136ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ﾌﾟﾗｳ4F
ブックスファミリア　堺本店 0722598773 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3-25-1
旭屋書店　京阪守口店 0669940318 大阪府守口市河原町8-3京阪百貨店7F
中村興文堂 0728224047 大阪府寝屋川市早子町18ｰ4
紀伊國屋書店大阪大学院ブックセンター 0663182017 大阪府吹田市岸部南2-36-1大阪学院大学13号館1階
大阪大学生協本部前店 0668781436 大阪府吹田市山田丘2-5
関西大学生協 0663687566 大阪府吹田市千里山東3-10-1
リブロ江坂店 0663782071 大阪府吹田市豊津町9-1江坂東洋ﾋﾞﾙ2F
ジュンク堂書店　あべのハルカス店 0666262151 大阪府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ィング館7F8F
くまざわ書店　阿倍野店 0666443910 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1ヴィアあべのウォークB2

近畿エリア
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文教堂C千林店 0669544946 大阪府大阪市旭区大宮3-19-3ｻﾝﾍﾞﾙﾌｧﾑ1F
文教堂淀屋橋店 0647073355 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1淀屋橋odona2F
ジュンク堂書店　天満橋店 0669203730 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1京阪シティモール7F
旭屋書店　なんばCITY店 0666442551 大阪府大阪市中央区難波5-1-60なんばCITY　B2F
リブロ　イオンモール鶴見店 0669152600 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F
紀伊國屋書店天王寺ミオ店 0667767097 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39天王寺ﾐｵ 本館9F
くまざわ書店　天王寺店 0667726460 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48ステーションプラザてんのうじ3F
紀伊國屋書店京橋店 0648019255 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38京阪ﾓｰﾙ2F
紀伊國屋書店梅田本店 0663725821 大阪府大阪市北区芝田1-1-3阪急3番街
紀伊國屋書店グランフロント大阪店 0677308451 大阪府大阪市北区大深町4-20ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ｼｮｯﾌﾟ&ﾚｽﾄﾗﾝ南館6F
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 0662927383 大阪府大阪市北区茶屋町7-20ｃｈａｓｋａ茶屋町B1-7F
ジュンク堂書店　大阪本店 0647991090 大阪府大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ1・2・3F
くまざわ書店　なんばパークス店 0666441005 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70なんばパークス5F
ジュンク堂書店　難波店 0643964771 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル3F
大阪樟蔭女子大生協小阪店 0667306577 大阪府大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
ブックストア談　住道店 0728757075 大阪府大東市住道2-3-1ｷﾞｬﾚｶｻﾚｽ住道2F
ACADEMIAくまざわ書店すみのどう店 0728731241 大阪府大東市赤井1-4-1ポップタウン住道オペラパーク京阪百貨店3F
近畿大学生協 0667253311 大阪府東大阪市小若江3-4-1
丸善　八尾アリオ店 0729900291 大阪府八尾市光町2-3アリオ八尾3F
田村書店　千里中央店 0668315657 大阪府豊中市新千里東町1-3-417
大阪大学生協豊中店 0668571076 大阪府豊中市待兼山町1-9
大垣書店　豊中緑丘店 0668557576 大阪府豊中市緑丘4-1-3イオン豊中緑丘ショッピングセンター2F
水嶋書房枚方市駅店 0728417330 大阪府枚方市岡東町19-1京阪ｻﾞ･ｽﾄｱ枚方店1F
ツタヤ長尾店 0728666070 大阪府枚方市長尾谷町2-12-1
ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店 0720602000 大阪府枚方市東香里3-3-13
水嶋書房くずはモール店 0728572528 大阪府枚方市楠葉花園町15-1
蔦屋牧野高前店 0728360088 大阪府枚方市養父東町５８
大阪大学生協箕面店 0727302743 大阪府箕面市粟生間谷東8-1-1
ブックパルデューク書店　箕面店 0727240476 大阪府箕面市半町4-2-33
ジュンク堂書店　芦屋店 0797317440 兵庫県芦屋市大原町9-1-304ラポルテ東館3F
いけだ書店　加古川店 0794371443 兵庫県加古川市別府町緑町2イトーヨーカドー3F
西村書店 0790425008 兵庫県加西市北条町横尾285-1
関西学院大学生協　三田校 0795657676 兵庫県三田市学園2-1
喜久屋書店　須磨パティオ店 0787922050 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-3須磨ﾊﾟﾃｨｵ3番館2F
丸善教学売店神戸女子大学須磨キャンパス 0787372580 兵庫県神戸市須磨区東須磨青山2-1
ジュンク堂書店　舞子店 0787871250 兵庫県神戸市垂水区東舞子町10-1-301Tio舞子3F
兵庫県立大学東部生協学園都市店 0787070939 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1
神戸市外国語大学　生協 0787948192 兵庫県神戸市西区学園東町9-1
紀伊國屋書店西神店 0789903573 兵庫県神戸市西区糀台5-9-4そごう西神店5F
ジュンク堂書店　三宮駅前店 0782520777 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15サンシティビル7F
ジュンク堂書店　三宮店 0783921001 兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18
紀伊國屋書店神戸店 0782651607 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8そごう神戸店新館5F
大垣書店　神戸ハーバーランド店　umie店 0783827112 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2神戸ハーバーランド店umie　NORTH　MALL　5F
神戸大学生協書籍部医学部店 0783711435 兵庫県神戸市中央区楠町7-12-1
ダイハン書房岡本店 0784127703 兵庫県神戸市東灘区岡本1-12-14
甲南大学生協 0784417910 兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4
ジュンク堂書店　神戸住吉店 0788545551 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-2-1住吉ターミナルビル4F
甲南女子大学生協 0784355272 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
神戸大学生協海事科学部店 0784318898 兵庫県神戸市東灘区深江南町5-1-1
神戸薬科大学生協 0784417521 兵庫県神戸市東灘区本山北町4丁目19-1
神戸大学生協書籍部学館店 0788818847 兵庫県神戸市灘区六甲台町
神戸大学　生協六甲店 0788823825 兵庫県神戸市灘区六甲台町
神戸大学生協ランス店 0788818484 兵庫県神戸市灘区六甲台町
川池書房 0785110759 兵庫県神戸市兵庫区松本通2-2-1
喜久屋書店北神戸店 0789833755 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝ神戸北ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F
親和女子大学生協 0785950303 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1神戸親和女子大学学生会館内
甲南大学生協西宮CUBEショップ 0798692391 兵庫県西宮市高松町8-33
関西学院大学生協 0798535233 兵庫県西宮市上ｹ原一番町1-155
ジュンク堂書店　西宮店 0798686300 兵庫県西宮市北口町1-1アクタ西宮西館4F
文林　西村書店 0795233350 兵庫県西脇市野村町1264
兵庫県立大学西部生協光都キャンパス店 0791580007 兵庫県赤穂郡上郡町光都3-2-1
赤穂書房 0791422516 兵庫県赤穂市加里屋52-4
文教堂C立花店 0664124946 兵庫県尼崎市七松町1-1-1立花ｼﾞｮｲﾀｳﾝ3F
くまざわ書店　あまがさき店 0664703441 兵庫県尼崎市潮江1-3-1COCOEあまがさき3F
ダイハン書房園田店 0664937761 兵庫県尼崎市東園田町9-16-8
園田学園女子大学生協 0664225795 兵庫県尼崎市南塚口町7-29-1
ふたば書房つかしん店 0664220905 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん3F
ＴＳＵＴＡＹＡ姫路広峰店 0792867771 兵庫県姫路市広峰1-1-30
喜久屋書店姫路店 0792951016 兵庫県姫路市今宿2017-1ｻﾞ･ﾓｰﾙ4F
兵庫県立大学西部生協書写キャンパス店 0792660998 兵庫県姫路市書写2167
蔦屋　姫路飾磨店 0792345539 兵庫県姫路市飾磨区今在家7-88
兵庫県立大学西部生協書籍部新在家キャンパス店 0792966077 兵庫県姫路市新在家本町1-1-12
ジュンク堂書店　姫路店 0792218280 兵庫県姫路市豆腐町222ピオレ姫路ヤング館2F
文教堂C逆瀬川店 0797764611 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1ｱﾋﾟｱ1 1F
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リブロ西明石 0789260214 兵庫県明石市小久保2-7-20ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ西明石2
ジュンク堂書店　明石店 0789186670 兵庫県明石市大明石町1-6-1パピオス明石2F
くまざわ書店　明石店 0789490717 兵庫県明石市二見町西二見1454イトーヨーカドー明石店
ジャパンブックス生駒南店 0743753255 奈良県生駒市元町1-3-27馬渕ﾋﾞﾙ内
ジャパンブックス郡山 0743537001 奈良県大和郡山市朝日町520-58
奈良教育大学　生協 0742240943 奈良県奈良市高畑町
奈良県立大学生協 0742243303 奈良県奈良市船橋町10
奈良女子大学　生協書籍部 0742262036 奈良県奈良市北魚屋西町奈良女子大学内
文教堂C王寺店 0745342346 奈良県北葛城郡王寺町久度2-2ﾘｰﾍﾞﾙ王子東館3F
福岡書店 0734834608 和歌山県海南市名高536-24
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　ガーデンパーク和歌山店 0734805900 和歌山県和歌山市松江向鵜ﾉ島1469-1
くまざわ書店　和歌山MIO店 0734213880 和歌山県和歌山市美園町5-61和歌山MIO4F
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宮脇書店平島店 0862974170 岡山県岡山市東区東平島神名1001-1
蔦屋ＡＺ岡南店 0862639154 岡山県岡山市南区築港新町2-1-15
啓文社岡山本店 0868051123 岡山県岡山市北区下中野377-1
ＴＳＵＴＡＹＡ　津島モール店 0862519292 岡山県岡山市北区津島南1-2-7 2階
丸善　岡山シンフォニービル店 0862334650 岡山県岡山市北区表町1-5-1岡山シンフォニービルB1F
宮脇書店笹沖店 0864231671 岡山県倉敷市笹沖4-1
ＡＺ茶屋町店 0864200205 岡山県倉敷市茶屋町601-2
津山ＢＣ 0868264047 岡山県津山市河辺1150-8
フタバ図書海田店 0828200622 広島県安芸郡海田町南大正町3-33
いけだ書店　安芸店 0828854621 広島県安芸郡坂町北新地2-3-30フジグラン安芸1F
フタバ図書ＴＥＲＡ 0825610770 広島県安芸郡府中町大須2-1-1-3022
啓文社ＹＴ呉店 0823230017 広島県呉市宝町5-10ゆめﾀｳﾝ呉店3階
フタバ図書ＧＩＧＡ祇園店 0828323890 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島祇園
フタバ図書ＧＩＧＡ上安店 0828327581 広島県広島市安佐南区上安2-27-2
広島修道大学生活協同組合 0828481097 広島県広島市安佐南区大塚東1-1-1
フタバＭＥＧＡ店 0828300600 広島県広島市安佐南区中筋4-11-7
フタバ図書五日市駅前店 0829250330 広島県広島市佐伯区五日市駅前1-4-5
フタバ図書ＧＩＧＡ五日市店 0829263620 広島県広島市佐伯区八幡1-26-10
紀伊國屋書店　安田学園ブックセンター 0828789351 広島県広島市西区安佐南区安東6丁目13-1安田女子大学1号館1Ｆ
フタバ図書ＡＬＴＩアルパーク北棟店 0822705730 広島県広島市西区草津南4-7-12F
紀伊國屋書店広島店 0822253232 広島県広島市中区基町6-27広島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　広島店 0825046210 広島県広島市中区胡町5-22天満屋広島八丁堀店7F8F
フタバ図書　ＧＩＧＡ本通店 0825047125 広島県広島市中区大手町1-8-20
紀伊國屋書店ゆめタウン広島店 0822506100 広島県広島市南区皆実町2-8-17ゆめﾀｳﾝ広島3F
ジュンク堂書店　広島駅前店 0825683000 広島県広島市南区松原町9-1福屋広島駅前店10F
広島大学生協西２コープショップ 0824240920 広島県東広島市鏡山1-7-1
啓文社西条店 0824231251 広島県東広島市西条土与丸960
紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店 0829704966 広島県廿日市市下平良2-1317-5ゆめﾀｳﾝ廿日市3F
啓文社外販 0848202424 広島県尾道市東尾道10-26
啓文社コア福山店 0849410909 広島県福山市春日町5-2
啓文社コア神辺店 0849623939 広島県福山市神辺町川北1533
くまざわ書店　ふくやま店 0849730078 広島県福山市西町1-1-1エフピコRim1F
啓文社ポートプラザ 0849711211 広島県福山市入船町3-1-25
フタバ図書ＡＬＴＩ福山本店 0849738780 広島県福山市明神町1-14
啓文社　緑町店 0849251811 広島県福山市緑町1-30みどり町ﾓｰﾙ内
紀伊國屋書店丸亀店 0877582511 香川県丸亀市新田町150ゆめﾀｳﾝ丸亀2F
幸太郎本舗宇部本店 0836345060 山口県宇部市西区島1075-1
くまざわ書店　下関店 0832280401 山口県下関市竹崎町4-4-7ダイエー下関店4F
フタバ図書ソフトピア岩国店 0827300300 山口県岩国市室の木町1-5-5
文栄堂　本店 0839225611 山口県山口市道場門前1ｰ3ｰ11
文栄堂　山口大前店 0839232319 山口県山口市平井789-5
紀伊國屋書店徳島店 0886021611 徳島県徳島市寺島本町西1-5そごう徳島店8F
紀伊国屋書店徳島ゆめタウン店 0886920513 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1ゆめタウン徳島2F
香川大学　生協 0878335755 香川県高松市幸町1-1
くまざわ書店　高松店 0878692683 香川県高松市三条町中所608-1you me タウン2F
ジュンク堂書店　高松店 0878320170 香川県高松市常磐町1-3-1瓦町FLAG7F
くまざわ書店　COM高松店 0878238785 香川県高松市浜ノ町1-20COM高松25
ジュンク堂書店　松山店 0899150075 愛媛県松山市千舟町5-7-1エスパル松山ビル内
愛媛大学生協 0899242503 愛媛県松山市文京町3
松山大生協書籍部 0899249262 愛媛県松山市文京町4ｰ2
紀伊国屋書店いよてつ高島屋店 0899320005 愛媛県松山市湊町5-1-1いよてつ高島屋7F

中国・四国エリア



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。

書店名 電話番号 住所
紀伊國屋書店久留米店 0942457170 福岡県久留米市新合川1-2-1ゆめﾀｳﾝ久留米2F
ブックセンタークエストエマックス久留米店 0942383301 福岡県久留米市東町上天神田316-2ｴﾏｯｸｽ･ｸﾙﾒ4F
積文館書店ザ・モール春日店 0925585960 福岡県春日市春日5-17 ｻﾞ･ﾓｰﾙ春日2F
フタバ図書ＧＩＧＡ春日店 0925896622 福岡県春日市昇町8-1-1
フタバ図書ＴＥＲＡ福岡店 0929397200 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ﾙｸﾙ
積文館書店ゆめタウン大牟田店 0944598210 福岡県大牟田市旭町2-28-1
積文館書店　大野城店 0925860800 福岡県大野城市白木原5-1-22
積文館シュロアモール店 0929197771 福岡県筑紫野市原田836-1
積文館書店　筑紫野店 0929249191 福岡県筑紫野市針摺30ゆめﾀｳﾝ
くまざわ書店筑紫野店 0929266931 福岡県筑紫野市美しが丘南1-12-1ちくしのベレッサ3F
蔦屋書店イオンモール筑紫野店 0929185757 福岡県筑紫野市文明寺434-1
積文館書店　八女店 0943225115 福岡県八女市大島182-1
積文館書店　小田部 0928430003 福岡県福岡市早良区小田部4-98-1
西南学院大学　生協 0928412400 福岡県福岡市早良区西新7ｰ4ｰ63
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　マークイズ福岡ももち店 0928266164 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1ﾏｰｸｲｽﾞ福岡ももち2階224区画
リブロ福岡天神店 0927175180 福岡県福岡市中央区天神2-5-35岩田屋本店本館7F
積文館書店．新天町店 0927812991 福岡県福岡市中央区天神2-8-215
ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店薬院店 0927417502 福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-1西鉄薬院駅ﾋﾞﾙ
ジュンク堂書店　福岡店 0927383322 福岡県福岡市中央区大名一丁目15番１号西通りスクエア1F～3F
ＴＳＵＴＡＹＡ老司店 0925645222 福岡県福岡市南区老司2-10-11
丸善　博多店 0924135401 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ8F
紀伊國屋書店福岡本店 0924343100 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1福岡交通ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F
ＢＣクエスト鞘ヶ谷店 0938611004 福岡県北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町2-2
くまざわ書店　若松店 0937721635 福岡県北九州市若松区二島1-3-1イオン若松ショッピングセンター2F
くまざわ書店　サンリブもりつね店 0939657111 福岡県北九州市小倉南区守恒1-11-25サンリブもりつね2F
ACADEMIAサンリブ小倉店 0939327711 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1サンリブシティ小倉店2F
くまざわ書店　小倉店 0935121214 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1小倉駅前アミュプラザ店501
クエスト大手町 0938630773 福岡県北九州市小倉北区大手町12-4ｽﾋﾟﾅｶﾞｰﾃﾞﾝ大手町
井筒屋ＢＣ小倉店 0935223912 福岡県北九州市小倉北区馬借1-4-7
ブックセンタークエスト黒崎 0936435530 福岡県北九州市八幡西区黒崎1-1-1黒崎井筒屋7F
クエスト門司店 0933726602 福岡県北九州市門司区上馬寄1-16-5
くまざわ書店　佐賀店 0952627325 佐賀県佐賀市大和町尼寺3535イオンST大和1F
紀伊國屋書店佐賀店 0952368171 佐賀県佐賀市兵庫北土地区画整理地内22街区ゆめﾀｳﾝ佐賀2F
佐賀大生協書籍部 0952254451 佐賀県佐賀市本庄町本庄1番地
積文館書店佐大通り店 0952236531 佐賀県佐賀市与賀町70-1
蔦屋鳥栖店 0942877707 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1
まつら書店 0955772928 佐賀県唐津市鏡2657-1
ブックマート諌早 0957266811 長崎県諌早市永昌町19-19
くまざわ書店　佐世保店 0956372895 長崎県佐世保市本島町4-7TWINCLE
紀伊國屋書店長崎店 0958114919 長崎県長崎市元船町10-1夢彩都4F
紀伊國屋書店熊本光の森店 0962331700 熊本県菊池郡菊陽町津久礼3310(51街区)ゆめﾀｳﾝ光の森内2F
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ玉名 0968882520 熊本県玉名市中字寺畑1686-3
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　田崎店 0963533330 熊本県熊本市西区田崎2-3-88
蔦屋書店熊本三年坂店 0962129111 熊本県熊本市中央区安政町1-2
熊本大生協 0963436515 熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1
ツルヤブックセンター　熊本店 0963591881 熊本県熊本市中央区手取本町8-1鶴屋百貨店東館6F
くまざわ書店くまなん店 0963775045 熊本県熊本市中央区平成3-23-30サンリブシティくまなん3F
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　琴平店 0963711288 熊本県熊本市中央区本荘町字中の坪726-1
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店 0963685231 熊本県熊本市東区健軍1-27-10
ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店 0962412180 熊本県熊本市東区桜木6丁目6-1
蔦屋書店ダイヤモンドシティ嘉島店 0962352211 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
蔦屋天草店 0969235005 熊本県天草市南新町6番6
くまざわ書店　大分店 0975207813 大分県大分市公園通り西2-1パークプレイス大分2F
リブロ大分わさだ店 0975888859 大分県大分市大字玉沢楠本755ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ2街区3階
大分大生協書籍部 0975690016 大分県大分市旦野原700
ジュンク堂書店　大分店 0975368181 大分県大分市中央町2-3-4大分中央BESTビル1～5F
いけだ書店　延岡店 0982231765 宮崎県延岡市旭町2-2-1延岡ニューシティー店1F
蔦屋書店高千穂 0985616711 宮崎県宮崎市橘通り東4-8-1ｶﾘｰﾉ内
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ大塚台店 0985472000 宮崎県宮崎市大塚町池ﾉ内1127番地1
ブックスミスミ鹿屋店 0994403130 鹿児島県鹿屋市寿3-11-25
くまざわ書店　鹿屋店 0994407781 鹿児島県鹿屋市白崎町4-1プラッセだいわ鹿屋店3F
Ｂミスミオプシア 0998137012 鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5
鹿児島大学生協　中央店 0992576710 鹿児島県鹿児島市郡元1ｰ21ｰ24
ジュンク堂書店　鹿児島店 0992168838 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5マルヤガーデンズ5F・6F
とくり書店 0992537642 鹿児島県鹿児島市紫原7-28-3
蔦屋書店城西店 0992529977 鹿児島県鹿児島市城西3-8-1
球陽堂書房　マチナト店 0989432337 沖縄県浦添市城間2008-1サンエーマチナトシティ2F
太陽書房美里店 0989341712 沖縄県沖縄市美里町1120
球陽堂書房　西原店 0988829280 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅130サンエー西原シティ2F
琉球大学　生協 0988952620 沖縄県中頭郡西原町字千原
宮脇書店南風原店 0988826639 沖縄県島尻郡南風原町宮平264イオン南風原SC2F
球陽堂書房　サンエー八重瀬店 0988517155 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原95-1サンエー八重瀬シティ1F
ツタヤ那覇新都心店 0988601316 沖縄県那覇市おもろまち4-2-8
球陽堂書房　メインプレイス店 0989513456 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9サンエーメインプレイス2F

九州・沖縄エリア



※テキストご購入の際は店舗に在庫の有無確認お願い致します。

九州・沖縄エリア
リブロ　リウボウブックセンター店 0988671725 沖縄県那覇市久茂地1-1-1
くまざわ書店　那覇店 0988521312 沖縄県那覇市金城5-10-2ジャスコ3F
ＴＳＵＴＡＹＡ首里店 0988850988 沖縄県那覇市首里久場川町2-122-1首里りうぼう1F
いしだ文栄堂　石嶺店 0989172884 沖縄県那覇市首里石嶺町4-19-1
ジュンク堂書店　那覇店 0988607175 沖縄県那覇市牧志1-19-29D-NAHA 地下1Ｆ～3F
宮脇書店豊見城店 0988522422 沖縄県豊見城市高安261-1豊見城ｳｨﾝｸﾞｼﾃｨB1F
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