取扱店一覧

（その他、JRA競馬場・ウインズでも販売）

郵便番号

住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

北海道

MARUZEN&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実用書コーナー

011-223-1911

北海道

紀伊國屋書店 札幌本店

060-0005

札幌市中央区北五条西5-7 sapporo55

011-231-2131

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4Ｆ・5F

0166-26-1120

北海道

ノーザンホースパーク

059-1361

苫小牧市美沢114-7

0144-58-2811

0144-58-2377

北海道

日胆サドラー

059-2100

沙流郡日高町富川西4-2-3

01456-2-1141

01456-2-1541

北海道

競走馬のふるさと日高案内所

056-0002

新ひだか町静内神森175-2

0146-43-2121

0146-43-2500

北海道

新ひだか観光協会

056-0016

新ひだか町静内本町５丁目1-21 ＪＲ静内駅

0146-42-1000

0146-42-5011

北海道

ホテルサトウ

056-0016

新ひだか町静内本町3-3-4

0146-42-0425

0146-42-0690

東北

ジュンク堂書店 弘前中三店

036-8182

青森県弘前市土手町49-1中三百貨店6F・7F

0172-34-3131

東北

ジュンク堂書店 秋田店

010-0874

秋田市千秋久保田町4-2秋田フォーラス6F・7F

018-884-1370

東北

ジュンク堂書店 盛岡店

020-0022

岩手県盛岡市大通2-8-14MOSSビル３F・4F

019-601-6161

東北

ジュンク堂書店 仙台ＴＲ店

980-0021

宮城県仙台市青葉区中央3-6-1仙台TRビルB1F

022-265-5656

東北

ジュンク堂書店 郡山店

963-8004

福島県郡山市中町13-1うすい百貨店9F

024-927-0440

中部

ジュンク堂書店 新潟店

950-0911

新潟市中央区笹口1-1プラーカ１ 1階・地階（JR新潟駅南口）

025-374-4411

関東

喜久屋書店 宇都宮店

320-0026

栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２

028-614-5222

関東

戸田書店 前橋本店

371-0013

群馬県前橋市西片貝町4-16-7

027-223-9011

関東

須原屋 本店

330-0062

埼玉県さいたま市浦和区仲町2-3-20

048-822-5321

関東

ジュンク堂書店 大宮高島屋店

330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32大宮高島屋ビル7F

048-640-3111

関東

ジュンク堂書店 松戸伊勢丹店

271-0092

千葉県松戸市松戸1307-1松戸伊勢丹店8Ｆ

047-308-5111

東京

丸善 丸の内本店

100-8203

東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾショップ&レストラン1～4階

.03-5288-8881

東京

三省堂書店 神保町本店

101-0051

東京都千代田区神田神保町1-1

03-3233-3312

東京

MARUZEN&ジュンク堂書店 渋谷店

150-8019

東京都渋谷区道玄坂2-24-1東急百貨店本店7F

03-5456-2111

東京

紀伊國屋書店 新宿本店

163-8636

東京都新宿区新宿3-17-7

03-3354-0131

東京

ジュンク堂書店

171-0022

東京都豊島区南池袋２－１５－５

03-5956-6111

東京

三省堂書店 池袋本店

171-0022

東京都豊島区南池袋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

書泉ブックタワー

101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-11-1

03-5296-0051

03-5296-0059

東京

書泉グランデ

101-0051

東京都千代田区神田神保町１－３－２

03-3295-0011

03-3295-0019

東京

八重洲ブックセンター 本店

104-0028

東京都中央区八重洲2-5-1

03-3281-7760

03-3281-7081

東京

ブックファースト 渋谷店

150-0042

東京都渋谷区宇田川町33-5

03-3770-2003

03-3770-2004

東京

アヲキ書房

190-0022

東京都立川市錦町1-2-17

0425-22-4712

0425-24-2702

東京

オリオン書房 サザン店

190-0023

東京都立川市柴崎町3-2-1

042-525-3111

042-540-2465

東京

文教堂書店 浜松町店

105-6102

東京都港区浜松町２－４－１ 世界貿易センタービル別館2階

03-3437-5540

03-3437-6570

関東

ときわ書房 本店

273-0005

千葉県船橋市本町４－２－１７

047-424-0750

047-424-0332

関東

有隣堂 伊勢佐木町本店

231-8623

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-4-1 書籍館

045-261-1231

045-261-1248

東京

ジュンク堂書店 吉祥寺店

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5コピス吉祥寺B館

東京

リブロ パルコブックセンター吉祥寺店

180-8520

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコB2F

0422-21-8122

関東

丸善 ラゾーナ川崎店

212-8576

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階

.044-520-1869

関東

有隣堂 ルミネ横浜店

220-0011

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 5F

045-453-0811

関東

ジュンク堂書店 藤沢店

251-0052

神奈川県藤沢市藤沢559ビックカメラ藤沢店7F・8F

0466-52-1211

中部

平安堂 長野店

380-0825

長野市末広町1355-5

026-224-4545

中部

MARUZEN&ジュンク堂書店 松本店

390-0815

長野県松本市深志1丁目3－11コングロM B1・1階・2階

0263-31-8171

中部

中田図書販売 掛尾本店

939-8212

富山市掛尾町１８０－１

076-492-1192

中部

マルサン書店 仲見世本店

410-0801

静岡県沼津市大手町5-3-13

055-963-0350

中部

戸田書店 静岡本店

420-0852

静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー2F・1F・BF

054-205-6111

中部

精文館書店 豊橋本店

440-8517

愛知県豊橋市広小路1-6

.0532-54-2345

中部

磨里書房 アスナル店

450-0002

名古屋市熱田区金山町１－１７－１

052-322-3315

中部

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

中部

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-ク地下１階、７階

052-249-5592

中部

TSUTAYAバロー戸田店

454-0961

名古屋市中川区戸田明正二丁目１１０番地

052-439-2360

中部

MARUZEN 名古屋本店

460-0008

名古屋市中区栄三丁目8番14号

052-238-0320

中部

えみたすアピタ江南西店

483-8342

愛知県江南市松竹町上野205番地

0587-56-8060

近畿

宮脇書店 鈴鹿店

513-0822

三重県鈴鹿市末広南1-1-1

059-384-3737

近畿

アバンティブックセンター

601-8003

京都市南区東九条西山王町31

075-682-5031

075-671-8989

近畿

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

075-252-0550

近畿

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

近畿

ジュンク堂書店 大阪本店

530-0003

大阪市北区堂島1丁目6-20

06-4799-1090

06-4799-1091

近畿

紀伊國屋書店 梅田本店

530-0012

大阪市北区芝田1丁目1-3

06-6372-5526

06-6375-3597

近畿

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

近畿

旭屋書店 なんばCITY店

542-0076

大阪市中央区難波中5-1-60

近畿

ジュンク堂書店 難波店

556-0017

大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル3F

06-4396-4771

近畿

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

近畿

ジュンク堂書店 三宮店

650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18

078-392-1001

078-392-1024

近畿

㈱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

078-252-0777

078-252-0616

近畿

ジュンク堂書店 西宮店

663-8035

兵庫県西宮市北口町1-1アクタ西宮西館4F

近畿

池袋本店

北海道市場内

サザン2Ｆ

6F・7F

堂島アバンザ内
阪急三番街

なんばCITY

Ｂ2

サンシティビル

0422-28-5333

06-6920-3730
06-6644-2551

ジュンク堂書店 姫路店

670-0914

兵庫県姫路市豆腐町222ピオレ姫路ヤング館２Ｆ

079-221-8280

本の学校今井ブックセンター

683-0801

鳥取県米子市新開2-3-10

0859-31-5000

中国・四国

啓文社ポートプラザ店

720-0801

福山市入船町3－1－25

中国・四国

MARUZEN&ジュンク堂書店 広島店

730-0021

広島市中区胡町5-22天満屋八丁堀ビル7・8F

082-504-6210

中国・四国

フタバ図書MEGA中筋店

731-0122

広島市安佐南区中筋4-11-7

082-830-0600

中国・四国

ジュンク堂書店 広島駅前店

732-0822

広島市南区松原町9-1

中国・四国

紀伊國屋書店 丸亀店

763-0055

香川県丸亀市新田町150 ゆめタウン丸亀2F

0877-58-2511

中国・四国

紀伊國屋書店 徳島店

770-8511

徳島県徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店8F

088-602-1611

中国・四国

ジュンク堂書店 松山店

790-0011

愛媛県松山市千舟町5-7-1エスパス松山ビル

089-915-0075

九州

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B1F～4F

092-738-3322

九州

紀伊國屋書店 福岡本店

812-0012

福岡市博多区博多駅中央街2-1

092-434-3100

九州

ジュンク堂書店 大分店

870-0035

大分市中央町1-2-7大分フォーラス7F・8F

097-536-8181

九州

ジュンク堂書店那覇店

900-0013

沖縄県那覇市牧志1-19-29D-NAHA B1F-3F

098-860-7175

福屋広島駅前店10Ｆ

福岡交通センタービル6Ｆ

06-6634-2524

.0798-68-6300

中国・四国

天満屋ハピータウンポートプラザ店1階

03-5956-6100

084-971-1211

082-568-3000

082-568-3666

092-434-3104

