
「SPUR8⽉月号  おそ松さん特装版」 　販売書店⼀一覧

書店名 店舗名 　 住所
紀伊國屋書店 札幌本店 北北海道札幌市中央区北北五条⻄西5-‐‑‒7  sapporo55
紀伊國屋書店 オーロラタウン店 北北海道札幌市中央区⼤大通⻄西1-‐‑‒14-‐‑‒2
紀伊國屋書店 厚別店 北北海道札幌市厚別区厚別中央⼆二条5-‐‑‒7-‐‑‒2  サンピアザ
紀伊國屋書店 ⼩小樽店 海道⼩小樽市稲穂2-‐‑‒22-‐‑‒8  駅前第⼀一ビル２Ｆ
紀伊國屋書店 千歳店 北北海道千歳市美々  新千歳空港ターミナルビル２Ｆ
紀伊國屋書店 弘前店 ⻘青森県弘前市⼟土⼿手町126
紀伊國屋書店 仙台店 宮城県仙台市太⽩白区⻑⾧長町7-‐‑‒20-‐‑‒3  ザ･モール仙台⻑⾧長町３Ｆ
紀伊國屋書店 宇都宮店 栃⽊木県宇都宮市⾺馬場通り3-‐‑‒1-‐‑‒1  宇都宮パルコ８Ｆ      
紀伊國屋書店 前橋店 群⾺馬県前橋市⽂文京町2-‐‑‒1-‐‑‒1  けやきウォーク前橋１Ｆ
紀伊國屋書店 さいたま新都⼼心店 埼⽟玉県さいたま市⼤大宮区吉敷町4-‐‑‒267-‐‑‒2  コクーンシティ  コクーン１  １Ｆ
紀伊國屋書店 浦和パルコ店 埼⽟玉県さいたま市浦和区東⾼高砂町11-‐‑‒1  浦和パルコ５Ｆ
紀伊國屋書店 そごう川⼝口店 埼⽟玉県川⼝口市栄町3-‐‑‒5-‐‑‒1  そごう川⼝口店９Ｆ
紀伊國屋書店 川越店 埼⽟玉県川越市新富町2-‐‑‒11-‐‑‒1  まるひろアネックスＡ  １･２Ｆ
紀伊國屋書店 ⼊入間丸広店 埼⽟玉県⼊入間市豊岡1-‐‑‒6-‐‑‒12  丸広百貨店⼊入間店６Ｆ
紀伊國屋書店 流流⼭山おおたかの森店 千葉葉県流流⼭山市⻄西初⽯石6-‐‑‒185-‐‑‒2  流流⼭山おおたかの森ショッピングセンター２Ｆ
紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店 千葉葉県柏市⼤大島⽥田950-‐‑‒1  セブンパークアリオ柏２Ｆ  2590 　※4⽉月25⽇日（⽉月）オープン
紀伊國屋書店 新宿本店 東京都新宿区新宿3-‐‑‒17-‐‑‒7
紀伊國屋書店 新宿南店 東京都渋⾕谷区千駄ヶ⾕谷5-‐‑‒24-‐‑‒2  タカシマヤタイムズスクエア
紀伊國屋書店 ⻄西武渋⾕谷店 東京都渋⾕谷区宇⽥田川町21-‐‑‒1  ⻄西武渋⾕谷店パーキング館１Ｆ
紀伊國屋書店 笹塚店 東京都渋⾕谷区笹塚1-‐‑‒48-‐‑‒14  笹塚ショッピングモール１Ｆ
紀伊國屋書店 ⽟玉川⾼高島屋店 東京都世⽥田⾕谷区⽟玉川3-‐‑‒17-‐‑‒1  ⽟玉川⾼高島屋ショッピングセンター南館５Ｆ
紀伊國屋書店 ⼤大⼿手町ビル店 東京都千代⽥田区⼤大⼿手町1-‐‑‒6-‐‑‒1  ⼤大⼿手町ビル１Ｆ
紀伊國屋書店 北北千住マルイ店 東京都⾜足⽴立立区千住3-‐‑‒92  北北千住マルイ８Ｆ
紀伊國屋書店 ららぽーと豊洲店 東京都江東区豊洲2-‐‑‒4-‐‑‒9  アーバンドック  ららぽーと豊洲３Ｆ  30900
紀伊國屋書店 吉祥寺東急店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-‐‑‒3-‐‑‒1  東急百貨店吉祥寺店８Ｆ
紀伊國屋書店 国分寺店 東京都国分寺市南町3-‐‑‒20-‐‑‒3  CELEO（セレオ）国分寺８Ｆ
紀伊國屋書店 横浜店 神奈奈川県横浜市⻄西区⾼高島2-‐‑‒18-‐‑‒1  そごう横浜店７Ｆ
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店 神奈奈川県横浜市都筑区池辺町4035-‐‑‒1  ららぽーと横浜３Ｆ  35090
紀伊國屋書店 横浜みなとみらい店 神奈奈川県横浜市中区桜⽊木町1-‐‑‒1-‐‑‒7  Colette･Mare（コレット・マーレ）みなとみらい５Ｆ
紀伊國屋書店 武蔵⼩小杉店 神奈奈川県川崎市中原区新丸⼦子東3-‐‑‒1135-‐‑‒1  グランツリー武蔵⼩小杉３Ｆ
紀伊國屋書店 相模原伊勢丹丹店 神奈奈川県相模原市南区相模⼤大野4-‐‑‒4-‐‑‒3  伊勢丹丹相模原店４Ｆ
紀伊國屋書店 新潟店 新潟県新潟市中央区万代1-‐‑‒5-‐‑‒1  LOVELA（ラブラ）万代６Ｆ
紀伊國屋書店 福井店 福井県福井市中央1-‐‑‒9-‐‑‒20  福井⻄西武新館５Ｆ      
紀伊國屋書店 ⾦金金沢⼤大和店 ⽯石川県⾦金金沢市⾹香林林坊1-‐‑‒1-‐‑‒1  ⾹香林林坊⼤大和７Ｆ
紀伊國屋書店 富⼭山店 富⼭山県富⼭山市総曲輪輪3-‐‑‒8-‐‑‒6  総曲輪輪フェリオ７Ｆ
紀伊國屋書店 名古屋空港店 愛知県⻄西春⽇日井郡豊⼭山町豊場林林先1-‐‑‒8  エアポートウォーク名古屋401
紀伊國屋書店 ⼤大津店 滋賀県⼤大津市打出浜14-‐‑‒30  ⼤大津パルコ５Ｆ
紀伊國屋書店 梅⽥田本店 ⼤大阪府⼤大阪市北北区芝⽥田1-‐‑‒1-‐‑‒3  阪急三番街
紀伊國屋書店 グランドビル店 ⼤大阪府⼤大阪市北北区⾓角⽥田町8-‐‑‒47  阪急グランドビル１Ｆ
紀伊國屋書店 グランフロント⼤大阪店 ⼤大阪府⼤大阪市北北区⼤大深町4-‐‑‒20  グランフロント⼤大阪  ショップ＆レストラン南館６F
紀伊國屋書店 本町店 ⼤大阪府⼤大阪市中央区安⼟土町2-‐‑‒3-‐‑‒13  ⼤大阪国際ビルディング１Ｆ      
紀伊國屋書店 京橋店 ⼤大阪府⼤大阪市都島区東野⽥田町2-‐‑‒1-‐‑‒38  京阪モール２Ｆ
紀伊國屋書店 ⾼高槻店 ⼤大阪府⾼高槻市⽩白梅町4-‐‑‒1  ⾼高槻オーロラモール５Ｆ  
紀伊國屋書店 堺北北花⽥田店 ⼤大阪府堺市北北区東浅⾹香⼭山町4-‐‑‒1-‐‑‒12-‐‑‒136  イオンモール堺北北花⽥田４Ｆ
紀伊國屋書店 泉北北店 ⼤大阪府堺市南区茶茶⼭山台1-‐‑‒3-‐‑‒1  パンジョ４Ｆ
紀伊國屋書店 神⼾戸店 兵庫県神⼾戸市中央区⼩小野柄通8-‐‑‒1-‐‑‒8  そごう神⼾戸店新館５Ｆ
紀伊國屋書店 ⻄西神店 兵庫県神⼾戸市⻄西区糀台5-‐‑‒9-‐‑‒4  そごう⻄西神店５Ｆ
紀伊國屋書店 加古川店 兵庫県加古川市加古川町篠原町字三ツ升21-‐‑‒8  ヤマトヤシキ加古川店６Ｆ
紀伊國屋書店 川⻄西店 兵庫県川⻄西市栄町11-‐‑‒1  モザイクボックス４Ｆ
紀伊國屋書店 クレド岡⼭山店 岡⼭山県岡⼭山市北北区中⼭山下1-‐‑‒8-‐‑‒45  ＮＴＴクレド岡⼭山ビル５Ｆ            
紀伊國屋書店 広島店 広島県広島市中区基町6-‐‑‒27  アクア広島センター街６Ｆ
紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店 広島県広島市南区皆実町2-‐‑‒8-‐‑‒17  ゆめタウン広島３Ｆ
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿⽇日市店 広島県廿⽇日市市下平良良2-‐‑‒2-‐‑‒1  ゆめタウン廿⽇日市３Ｆ
紀伊國屋書店 ⾼高松店 ⾹香川県⾼高松市丸⻲亀町1-‐‑‒1  ⾼高松丸⻲亀町壱番街３Ｆ
紀伊國屋書店 丸⻲亀店 ⾹香川県丸⻲亀市新⽥田町150  ゆめタウン丸⻲亀２Ｆ
紀伊國屋書店 徳島店 徳島県徳島市寺島本町⻄西1-‐‑‒5  そごう徳島店８Ｆ
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 徳島県板野郡藍藍住町奥野字東中須  88-‐‑‒1  ゆめタウン徳島２Ｆ
紀伊國屋書店 いよてつ髙島屋店 愛媛県松⼭山市湊町5-‐‑‒1-‐‑‒1  いよてつ髙島屋７Ｆ
紀伊國屋書店 福岡本店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-‐‑‒1  博多バスターミナル６Ｆ
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店 福岡県福岡市東区東浜1-‐‑‒1-‐‑‒1  ゆめタウン博多２Ｆ
紀伊國屋書店 久留留⽶米店 福岡県久留留⽶米市新合川1-‐‑‒2-‐‑‒1  ゆめタウン久留留⽶米２Ｆ
紀伊國屋書店 佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北北5-‐‑‒14-‐‑‒1  ゆめタウン佐賀２Ｆ
紀伊國屋書店 ⻑⾧長崎店 ⻑⾧長崎県⻑⾧長崎市元船町10-‐‑‒1  ゆめタウン夢彩都４Ｆ  
紀伊國屋書店 ⼤大分店 ⼤大分県⼤大分市明野東1-‐‑‒1-‐‑‒1  あけのアクロスタウン⼆二番街２Ｆ
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店 ⼤大分県⼤大分市要町1-‐‑‒14  アミュプラザおおいた４Ｆ
紀伊國屋書店 熊本光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-‐‑‒33-‐‑‒1  ゆめタウン光の森内２Ｆ
紀伊國屋書店 ⿅鹿鹿児島店 ⿅鹿鹿児島県⿅鹿鹿児島市中央町1-‐‑‒1  アミュプラザ⿅鹿鹿児島４Ｆ
三省省堂書店 ⼩小⽥田原店 神奈奈川県⼩小⽥田原市城⼭山１－１－１ 　ＪＲ東海⼩小⽥田原駅１階(⼩小⽥田原駅⻄西⼝口）
三省省堂書店 神保町本店 東京都千代⽥田区神⽥田神保町１－１ 　三省省堂書店神保町本店 　７階
三省省堂書店 有楽町店 東京都千代⽥田区有楽町２－１０－１ 　東京交通会館 　１・２階
三省省堂書店 東京駅⼀一番街店 東京都千代⽥田区丸の内１－９－１ 　東京駅⼀一番街 　１階 　（東海道新幹線⽇日本橋改札⼝口横）
三省省堂書店 池袋本店 東京都豊島区南池袋1-‐‑‒28-‐‑‒1 　⻄西武池袋本店 　別館地下1階・書籍館地下1階〜～4階
三省省堂書店 新横浜店 神奈奈川県横浜市港北北区新横浜２－１００－４５ 　キュービックプラザ新横浜 　８階
三省省堂書店 旭川店 北北海道旭川市⼀一条通り８丁⽬目右１号 　旭川⻄西武Ｂ館 　９階
三省省堂書店 アトレ秋葉葉原1店 東京都千代⽥田区外神⽥田１－１７－６ 　アトレ秋葉葉原１ 　２階
三省省堂書店 東京ソラマチ店 東京都墨⽥田区押上１－１－２ 　東京スカイツリータウン・ソラマチ２階
三省省堂書店 海⽼老老名店 神奈奈川県海⽼老老名市中央１－１－１ 　ＶｉＮＡＷＡＬＫ1番館 　４階
三省省堂書店 成⽥田空港店 千葉葉県成⽥田市古込字古込１－１ 　第２旅客ターミナルビル 　４階
三省省堂書店 名古屋⾼高島屋店 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４ 　ジェイアール名古屋タカシマヤ 　１１階
三省省堂書店 ⼤大宮店 埼⽟玉県さいたま市⼤大宮区桜⽊木町１－６－２ 　そごう⼤大宮店 　８階
三省省堂書店 そごう千葉葉店 千葉葉県千葉葉市中央区新町１０００番 　そごう千葉葉店 　９階
三省省堂書店 カルチャーステーション千葉葉 千葉葉県千葉葉市中央区富⼠士⾒見見２－３－１ 　塚本⼤大千葉葉ビル 　４階
三省省堂書店 岐⾩阜店 岐⾩阜県岐⾩阜市橋本町１－１０ 　アスティ岐⾩阜 　３階
三省省堂書店 下北北沢店 東京都世⽥田⾕谷区北北沢２－２５－２１ 　ピーコックストア下北北沢店 　３階
三省省堂書店 ⼤大丸札幌店 北北海道札幌市中央区北北五条⻄西４－７ 　⼤大丸札幌店 　８階
三省省堂書店 京都駅店 京都市下京区烏丸通塩⼩小路路下ル東塩⼩小路路町９０１京都駅ビル専⾨門店街ザ・キューブ  Ｂ１階
三省省堂書店 船橋店 千葉葉県船橋市本町１－２－１ 　⻄西武船橋店 　９階
三省省堂書店 ⼤大垣店 岐⾩阜県⼤大垣市⾼高屋町１－１４５ 　⼤大垣アピオ 　３階
三省省堂書店 ⼀一宮店 愛知県⼀一宮市栄３－１－１ 　アスティ⼀一宮 　１階
三省省堂書店 成城店 東京都世⽥田⾕谷区成城６－５－３４ 　成城コルティ 　２階
三省省堂書店 経堂店 東京都世⽥田⾕谷区経堂２－１－３３ 　経堂コルティ 　２階
三省省堂書店 岡⼭山駅店 岡⼭山県岡⼭山市北北区駅元町１－１ 　サンステーションテラス岡⼭山 　北北館 　２階
三省省堂書店 札幌店 北北海道札幌市中央区北北五条⻄西２-‐‑‒５ 　ＪＲタワー札幌ステラプレイス 　５階
三省省堂書店 留留萌ブックセンター 北北海道留留萌市南町４丁⽬目７３－１ 　（マックスバリュ留留萌店  別棟）

三省省堂書店 函館営業所川原店 函館市川原町４－１８
有隣隣堂 本店 横浜市中区伊勢佐⽊木町１－４－１ 　
有隣隣堂 横浜駅⻄西⼝口店 横浜市⻄西区南幸１－４ 　Ｂ１Ｆ
有隣隣堂 ⼾戸塚モディ店 横浜市⼾戸塚区⼾戸塚町１０ 　⼾戸塚モディ4F
有隣隣堂 東急プラザ⼾戸塚店 横浜市⼾戸塚区⼾戸塚町１６－１ 　東急プラザ⼾戸塚2F
有隣隣堂 ルミネ横浜店 横浜市⻄西区⾼高島２－１６－１ 　ルミネ横浜６Ｆ
有隣隣堂 トレッサ横浜店 横浜市港北北区師岡町７００ 　トレッサ横浜北北棟２Ｆ
有隣隣堂 たまプラーザテラス店 横浜市⻘青葉葉区美しが丘１－１－２ 　たまプラーザテラスゲートプラザ内
有隣隣堂 藤沢店 藤沢市南藤沢２－１－１ 　名店ビル内
有隣隣堂 トレアージュ⽩白旗店 藤沢市藤沢2-‐‑‒3-‐‑‒15 　トレアージュ⽩白旗2F
有隣隣堂 テラスモール店 藤沢市辻堂神台１－３－１ 　テラスモール湘南4F 　401区画
有隣隣堂 ららぽーと海⽼老老名店 海⽼老老名市扇町13-‐‑‒1 　4F 　
有隣隣堂 淵野辺店 相模原市中央区淵野辺４－１６－３４ 　
有隣隣堂 厚⽊木店 厚⽊木市中町２－６ 　三成ほていやビル
有隣隣堂 本厚⽊木ミロード南館店 厚⽊木市泉町１－１ 　本厚⽊木ミロード南館１Ｆ・２Ｆ
有隣隣堂 センター南駅店 横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１ 　市営地下鉄センター南駅構内
有隣隣堂 ⼩小⽥田原ラスカ店 ⼩小⽥田原市栄町１－１－９ 　⼩小⽥田原ラスカ５Ｆ
有隣隣堂 アトレ川崎店 川崎市川崎区駅前本町２６－１－６Ｆ 　アトレ川崎６Ｆ
有隣隣堂 武蔵⼩小杉東急スクエア店 川崎市中原区⼩小杉町3-‐‑‒472 　武蔵⼩小杉東急スクエア3F
有隣隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店 川崎市⿇麻⽣生区上⿇麻⽣生１－４－１ 　⼩小⽥田急エルミロード４Ｆ
有隣隣堂 ミウィ橋本店 相模原市緑区橋本３－２８－１ 　ミウィ橋本４Ｆ
有隣隣堂 セレオ⼋八王⼦子店 ⼋八王⼦子市旭町1-‐‑‒1 　セレオ⼋八王⼦子北北館8F
有隣隣堂 グランデュオ蒲⽥田店 ⼤大⽥田区⻄西蒲⽥田７－６８－１ 　グランデュオ蒲⽥田⻄西館６Ｆ
有隣隣堂 アトレ⼤大井町店 品川区⼤大井１－２－１ 　アトレ⼤大井町 　５F
有隣隣堂 アトレ⽬目⿊黒店 品川区上⼤大崎２－１６－９ 　アトレ⽬目⿊黒１ 　５F
有隣隣堂 アトレ恵⽐比寿店 渋⾕谷区恵⽐比寿南１－５－５ 　アトレ恵⽐比寿 　５Ｆ 　
有隣隣堂 STORY  STORY 新宿区⻄西新宿1-‐‑‒1-‐‑‒3 　⼩小⽥田急百貨店本館10F
有隣隣堂 アトレ新浦安店 浦安市⼊入船１－１－１ 　アトレ新浦安２Ｆ
有隣隣堂 町⽥田モディ店 東京都町⽥田市原町⽥田6-‐‑‒2-‐‑‒6 　町⽥田モディ8F
有隣隣堂 ⻑⾧長津⽥田店 神奈奈川県横浜市緑区⻑⾧長津⽥田4-‐‑‒1-‐‑‒1 　⻑⾧長津⽥田駅構内
有隣隣堂 アトレ⻲亀⼾戸店 江東区⻲亀⼾戸５－１－１ 　アトレ⻲亀⼾戸５Ｆ
有隣隣堂 錦⽷糸町テルミナ店 墨⽥田区江東橋３－１４－５ 　テルミナ４Ｆ
有隣隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店 千代⽥田区神⽥田花岡町１－１ 　ヨドバシＡＫＩＢＡ７Ｆ
有隣隣堂 シャポー⼩小岩店店 江⼾戸川区南⼩小岩７－２４－１５ 　シャポー⼩小岩1F
有隣隣堂 シャポー市川店 千葉葉県市川市市川1-‐‑‒1-‐‑‒1 　シャポー市川1F


