
県 書店名 支店名 〒 住   所　　1 住　　所　　2 TEL

北海道 くまざわ書店
函館ポール

スター
041-0821 北海道函館市港町1-1-2 ポールスター1F ０１３８－４４－１３３３

薬学検定　受験のお申込み（受験料納付）ができる特約書店

北海道 くまざわ書店 アリオ札幌 065-8518 札幌市東区北7条東9-2-20 アリオ札幌3F ０１１－７５０－９２２５

北海道 くまざわ書店 東神楽 071-1523
北海道上川郡神楽町ひじり野
南1条5-1-1

アルティモール東神楽 ０１６６－８３－７０１１

北海道 くまざわ書店 手稲 006-0811
北海道札幌市手稲区前田1条
11

西友手稲店1F ０１１－６８４－５６２１

北海道 くまざわ書店 函館 040-0063 北海道函館市若松町17-12 ボーニモリヤアネックス5Ｆ ０１３８－２４－５７２１北海道 くまざわ書店 函館 040 0063 北海道函館市若松町17 12 ボ ニモリヤアネックス5Ｆ ０１３８ ２４ ５７２１

北海道 くまざわ書店 苫小牧 053-0033 北海道苫小牧市木場町1-6-1 長崎屋苫小牧店1F ０１４４－３５－６８０７

北海道 くまざわ書店 旭川 070-0036 北海道旭川市六条通14-64 イトーヨーカドー旭川店B1 ０１６６－２５－２６０１

北海道 くまざわ書店 帯広藤丸 080-0012 北海道帯広市西二条南8-1 藤丸6F ０１５５－２０－３１５０

北海道 くまざわ書店 帯広 080-0014 北海道帯広市西四条南20-1 ｲｵﾝ帯広店2Ｆ ０１５５－２７－８２２１

北海道 くまざわ書店 中標津 086-1146
北海道標津郡中標津町南町
3-10

東武サウスヒルズ1Ｆ ０１５３－７３－４７７０

北海道 くまざわ書店 釧路 088-0621
北海道釧路郡釧路町桂木1丁
目１番地７号

ｲｵﾝ釧路店2Ｆ ０１５４－３６－２１００

北海道士別市大通東16丁目
北海道 いけだ書店 士別 095-0019

北海道士別市大通東16丁目
3143

西條新士別店2F ０１６５－２２－０５７２

青森県 くまざわ書店 弘前 036-8002 青森県弘前市大字駅前3-2-1 イトーヨーカドー弘前店5F ０１７２－３１－１１９５

青森県 くまざわ書店 IY青森 030-0843 青森県青森市浜田1-14-1 イトーヨーカドー青森店1Ｆ ０１７－７３９－１６１０

青森県 くまざわ書店 八戸 031-0071 青森県八戸市沼館4-7-111 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八戸沼館店1F ０１７８－２２－７２１１青森県 くまざわ書店 八戸 031-0071 青森県八戸市沼館4-7-111 ｲﾄｰﾖｰｶﾄ ｰ八戸沼館店1F ０１７８－２２－７２１１

青森県 くまざわ書店 五所川原 037-0004
青森県五所川原市大字唐笠
柳字藤巻517-1

五所川原ｴﾙﾑの街2F ０１７３－３３－６７５７

秋田県
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6階 ０１８－８８４－１３７０

山形県 くまざわ書店 山形 990-0039 山形県山形市香澄町1-1-1 エスパル山形５Ｆ ０２３－６１５－３２６６

山形県 くまざわ書店 鶴岡 997-0031 山形県鶴岡市錦町2-21 S-MALL2F ０２３５－２６－２７１０

宮城県 くまざわ書店
エスパル仙

台
980-0021 仙台市青葉区中央1-1-1 3F ０２２－２１７－１０２７

新潟県 くまざわ書店 長岡 940-2093 新潟県長岡市千秋2-278
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋ｱﾋﾟﾀﾓｰﾙ2
Ｆ

０２５８－２０－５７６０

新潟県 くまざわ書店 新潟亀田 950-0157
新潟県新潟市江南区鵜ノ子
4-466

アピタ新潟亀田店2Ｆ ０２５－３８１－８８６３

新潟県 くまざわ書店
新潟デッ

キィ
950-0973

新潟県新潟市中央区上近江
4-12-20

ﾃﾞｯｷィ401地下1階 ０２５－２８０－９１１１

新潟県 くまざわ書店 新潟西 950 2023
新潟県新潟市西区小新474番

アピタ新潟西店2F ０２５ ２０１ １１８７新潟県 くまざわ書店 新潟西 950-2023
新潟県新潟市西区小新474番
地

アピタ新潟西店2F ０２５－２０１－１１８７

gmg71
テキストボックス



福島県 くまざわ書店 福島ｴｽﾊﾟﾙ 960-8031 福島県福島市栄町1-1 エスパル福島2F ０２４－５２５－８０２１

福島県 くまざわ書店 須賀川 962-0837
福島県須賀川市高久田境96-
1

メガステージ須賀川1F ０２４８－６３－７９４０

ざ ﾟ福島県 くまざわ書店 郡山 963-8003 福島県郡山市燧田195 ｴｽﾊﾟﾙ郡山3F ０２４－９９１－６３１１

福島県 くまざわ書店
郡山エキナ

カ
963-8003

福島県郡山市燧田195（郡山
駅構内）

０２４－９９１－５５５４

福島県 くまざわ書店 会津若松 965-0858
福島県会津若松市神指町大
字南四合字幕内南154番地

ｱﾋﾟﾀ会津若松２F ０２４２－２９－０７１１

福島県 くまざわ書店 福島 960-0112
福島県福島市南矢野目字西
荒田50 17

ｲｵﾝ福島店3Ｆ ０２４－５５９－３０４１福島県 くまざわ書店 福島 960 0112
荒田50-17

ｲｵﾝ福島店3Ｆ ０２４ ５５９ ３０４１

茨城県 ACADEMIA ｲｰｱｽつくば 305-0817 茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば3F ０２９－８６８－７４０７

茨城県 くまざわ書店 取手 302-0014 茨城県取手市中央町2-5 ﾎﾞｯｸｽﾋﾙ取手店3Ｆ ０２９７－７７－１１２５

栃木県 くまざわ書店 鹿沼 322-0039 栃木県鹿沼市東末広町1073 福田屋鹿沼店3F ０２８９－６０－５２６１

栃木県 くまざわ書店
アシコタウ

ン
326-0005 栃木県足利市大月町3-2

ｱｼｺﾀｳﾝあしかがﾓｰﾙ棟
2F

０２８４－４４－７３３０

栃木県 くまざわ書店
足利コム
ファースト

326-0823 栃木県足利市朝倉町245 コムファースト3Ｆ ０２８４－７２－１１９６

栃木県 くまざわ書店
アピタ宇都

宮
321-0101

栃木県宇都宮市江曽島本町
22-7

アピタ宇都宮店2F ０２８－６５９－７４１１

宇都宮イン 栃木県宇都宮市インタ パ FKDｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓ ﾙ宇都宮
栃木県 くまざわ書店

宇都宮イン
ターパーク

321-0118
栃木県宇都宮市インターパー
ク６－１－１

FKDｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ宇都宮
ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店2Ｆ

０２８－６５７－６３２０

栃木県 くまざわ書店 宇都宮 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町237
宇都宮福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟ
ﾗｻﾞ3F

０２８－６２３－４４７１

群馬県 くまざわ書店 大間々 376-0101
群馬県みどり市大間々町大
間々40

さくらモール2F ０２７７－３０－７０１０

群馬県 くまざわ書店 伊勢崎 379-2224
群馬県伊勢崎市西小保方町

SMARK伊勢崎 2F ０２７０－７０－５５１０群馬県 くまざわ書店 伊勢崎 379-2224
368

SMARK伊勢崎  2F ０２７０－７０－５５１０

群馬県 くまざわ書店 高崎 370-0849 群馬県高崎市八島町222 ｲｰｻｲﾄ高崎2F ０２７－３１０－３０２１

埼玉県 くまざわ書店
ララガーデ

ン川口
332-0028 埼玉県川口市宮町18-9 ララガーデン川口2F 2180 ０４８－２４０－５１５０

埼玉県 くまざわ書店 東浦和 336-0926
埼玉県さいたま市緑区東浦和
2-51-26

ｻﾐｯﾄ東浦和2F ０４８－８１０－５５５１
2 51 26

埼玉県 くまざわ書店 浦和美園 339-0026
埼玉県さいたま市岩槻区美園
東2-7-13

UNICUS浦和美園1F ０４８－７９１－２５１０

埼玉県 くまざわ書店 鷲宮 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1 ｱﾘｵ鷲宮1F ０４８０－５７－１０１２

埼玉県 くまざわ書店 久喜 346-0003 埼玉県久喜市中央1-1-20 Cookie Plaza3F ０４８０－２６－１０２０

埼 県久喜市菖蒲町菖蒲
埼玉県 ACADEMIA 菖蒲 346-0195

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲
6005番地

モラージュ菖蒲 2F ０４８０－８７－１７８１

埼玉県 くまざわ書店 的場 350-1107 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

０４９－２３９－３１１１

埼玉県 くまざわ書店 上福岡東 356-0003
埼玉県ふじみ野市大原2-1-
30

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ上福岡東店2F ０４９－２５６－６５１０

埼玉県 くまざわ書店 入間 358 0008 埼玉県入間市河原町2 1 西武入間ﾍﾟﾍﾟ3F ０４ ２９０１ ２３４０埼玉県 くまざわ書店 入間 358-0008 埼玉県入間市河原町2-1 西武入間ﾍﾟﾍﾟ3F ０４－２９０１－２３４０



埼玉県 くまざわ書店 秩父 368-0031 埼玉県秩父市上野町805-14 ｳﾆｸｽ秩父　2F ０４９４－２１－２１１１

埼玉県 くまざわ書店 上里 369-0306
埼玉県児玉郡上里町大字七
本木2272-1

ウニクス上里1F ０４９５－３５－０００７

埼玉県 くまざわ書店 宮原 331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町
1-854-1

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大宮宮原店3F ０４８－６６１－８９３１

埼玉県 くまざわ書店 草加 340-0034 埼玉県草加市氷川町1970 ｳﾞｧﾘｴﾌｧｯｼｮﾝ館内 ０４８－９２２－７０３５

埼玉県 いけだ書店 川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町105 ｱﾄﾚﾏﾙﾋﾛ6F ０４９－２２６－７３４５

埼玉県 くまざわ書店 和光 351-0112 埼玉県和光市丸山台1-9-3 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ和光店3F ０４８－４６８－８６１５埼玉県 くまざわ書店 和光 351 0112 埼玉県和光市丸山台1 9 3 ｲﾄ ﾖ ｶﾄ 和光店3F ０４８ ４６８ ８６１５

埼玉県 くまざわ書店 飯能 357-0038 埼玉県飯能市仲町11-21 西武飯能ペペ4F(仮店舗) ０４２－９７４－７８２１

埼玉県 くまざわ書店
アズセカン

ド
360-0037 埼玉県熊谷市筑波2-115 アズセカンド3F ０４８－５２５－６２０４

埼玉県 いけだ書店 上尾 362-0036 埼玉県上尾市宮本町1-1 ｱﾘｺﾍﾞｰﾙまるひろ4F ０４８－７７７－１２２７

東京都 くまざわ書店 大手町 100-0005
東京都千代田区丸の内1-3-1
先

都営三田線大手町駅Ｂ1
改札外ｺﾝｺｰｽ

０３－６２１３－０４４０

東京都 くまざわ書店 IY綾瀬 120-0005 東京都足立区綾瀬3-4-25 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ綾瀬店5F ０３－５６９７－８４１１

東京都 くまざわ書店 千住大橋 120-0038
東京都足立区千住橋戸町1-
13

ポンテポルタ千住1F ０３－５２８４－５７１２

東京都足立区西新井栄町1
東京都 くまざわ書店 西新井 123-0843

東京都足立区西新井栄町1-
20-1

アリオ西新井3階 ０３－５８８８－２８４０

東京都 くまざわ書店
東京テレ
ポート

135-0064 東京都江東区青海1-2-1
りんかい線東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ駅
構内

０３－５５３０－７０５０

東京都 くまざわ書店
ｱｸｱｼﾃｨお

台場
135-0091 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場４F ０３－３５９９－０５２０

東京都
ACADEMIAく

ざ 書
東急ﾌﾟﾗｻﾞ

144-0051 東京都大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ蒲田6F ０３－５４８０－７７７１東京都
まざわ書店 蒲田

144-0051 東京都大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ蒲田6F ０３－５４８０－７７７１

東京都 くまざわ書店 京急蒲田 144-0052 東京都大田区蒲田4-50-11
ウィングキッチン京急蒲田
M2F

０３－５７１１－７０５２

東京都 くまざわ書店 都庁 163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 ０３－５３２０－７５３７

東京都 くまざわ書店 西武池袋 170-0022 東京都豊島区南池袋1-28-1 エミオ池袋Ｂ１ ０３－５９５７－１２２４

東京都 くまざわ書店
ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ

ｱﾙﾊﾟ
170-6002 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
ﾊﾟ2F

０３－５９５７－２４４０

東京都 くまざわ書店 調布 182-0024 東京都調布市布田4-4-22 ﾄﾘｴ京王調布A棺4 ０４２－４９０－２０５２

東京都 くまざわ書店
ＩＹ武蔵小金

井
184-0004 東京都小金井市本町6-14-9 イトーヨーカドー     ３Ｆ ０４２－３８２－５０２０

武蔵小金井 ド キホ 小金井駅前
東京都 くまざわ書店

武蔵小金井
北口

184-0004 東京都小金井市本町5-11-2
ドン・キホーテ小金井駅前
店B1F

０４２－３８５－２３５１

東京都 くまざわ書店 けやき台 190-0001 東京都立川市若葉町1-7-1 若葉ｹﾔｷﾓｰﾙB棟2F ０４２－５３８－７１３１

東京都 くまざわ書店
八王子南口

店
192-0904 東京都八王子市子安4-7-1

サザンスカイタワー八王
子1F

０４２－６５５－７５６０

東京都 くまざわ書店
八王子みな

192 0916
東京都八王子市みなみ野1- アクロスモール八王子み

０４２ ６３５ ２２８５東京都 くまざわ書店
八王子みな

み野
192-0916

東京都八王子市みなみ野1
2-1

アクロスモ ル八王子み
なみ野2階

０４２－６３５－２２８５

gmg71
テキストボックス

gmg71
テキストボックス



東京都 くまざわ書店 ｲｰｱｽ高尾 193-0834
東京都八王子市東浅川町
550-1

ｲｰｱｽ高尾2F ０４２－６６８－８８７７

東京都 くまざわ書店 町田根岸 194-0038 東京都町田市根岸2-18-1 アメリア町田根岸2F ０４２－７８９－５０７０

東京都 くまざわ書店 稲城 206-0812 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

０４２－３７７－０３３０

ざ ﾞ東京都 くまざわ書店 高輪 108-0074 東京都港区高輪4-10-18 ｳｲﾝｸﾞ高輪2F ０３－３４４１－８３４７

東京都 くまざわ書店 品川 108-6002 東京都港区港南2-15-2 品川ｲﾝﾀｰｼﾃｲ-2F ０３－３４７２－０４８１

東京都 くまざわ書店 浅草 111-0033
東京都台東区花川戸１－４－
１

EKIMISE 6F ０３－３８４５－７２４１

東京都 くまざわ書店 南千住 116-0003 東京都荒川区南千住4-7-2 LaLaテラス南千住1F ０３－３８０３－１３５７東京都 くまざわ書店 南千住 116 0003 東京都荒川区南千住4 7 2 LaLaテラス南千住1F ０３ ３８０３ １３５７

東京都 くまざわ書店 錦糸町 130-0013 東京都墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町9Ｆ ０３－５６１０－３０３４

東京都 くまざわ書店 船堀 134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1 タワーホール1F ０３－５６０５－９８８１

東京都 くまざわ書店 豊洲 135-0061 東京都江東区豊洲3-4-8
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ豊洲２F専
門店街

０３－５５４８－２１１５
門店街

東京都 くまざわ書店 ＩＹ大森 143-0016 東京都大田区大森北2-13-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F ０３－５７６７－１８２１

東京都 くまざわ書店
グランデュ

オ蒲田
144-0052 東京都大田区蒲田5-13-1 東館6F ０３－３７３７－５３５１

東京都 くまざわ書店 田園調布 145-0071
東京都大田区田園調布2-62-
4

東急ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝｻｲﾄ2F ０３－３７２２－４１２１

東京ｵﾍﾟﾗｼ
東京都 くまざわ書店

東京ｵﾍﾟﾗｼ
ﾃｨ

160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ2F ０３－５３３４－６０６６

東京都 くまざわ書店 池袋 171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1 ﾙﾐﾈ池袋店6F ０３－５９５１－４７８０

東京都 くまざわ書店 大泉学園 178-0063 東京都練馬区東大泉5-43-1 ゆめりあフェンテ4F ０３－５９３３－０２１６

東京都 くまざわ書店 国領 182-0022 東京都調布市国領町8-2-64 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ国領店3F ０３－５４３８－５７７１東京都 くまざわ書店 国領 182-0022 東京都調布市国領町8-2-64 ｲﾄｰﾖｰｶﾄ ｰ国領店3F ０３－５４３８－５７７１

東京都 くまざわ書店 日野 191-0011
東京都日野市日野本町3-11-
7

０４２－５８９－７０１５

東京都 くまざわ書店 八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-11 ０４２－６２５－１２０１

東京都 くまざわ書店 西八王子 193-0835
東京都八王子市千人町2-20-
3

０４２－６６４－５３２１
3

東京都 くまざわ書店 ＩＹ八王子 193-0941
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 ０４２－６６２－９４８１

東京都 くまざわ書店 昭島 196-0014 東京都昭島市田中町562-1 モリタウン本館2F ０４２－５４６－４８５１

東京都 くまざわ書店 桜ヶ丘 206-0011 東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟SC A館7F ０４２－３３７－２５３１

東京都 くまざわ書店 永山 206-0025 東京都多摩市永山1-4 ｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永山3Ｆ ０４２－３７３－６０４０

東京都 くまざわ書店 東大和 207-0022
東京都東大和市桜ヶ丘2-
142-1

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東大和店2F ０４２－５９０－０４１１

千葉県 くまざわ書店
ペリエ千葉

本店
260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉
1-1-1

ペリエ千葉6F ０４３－２０２－２９００

千葉県 くまざわ書店
ペリエ千葉

260 0031
千葉県千葉市中央区新千葉 ペリエ千葉エキナカ4F

０４３ ２０２ ７４１０千葉県 くまざわ書店
ペリエ千葉
エキナカ

260-0031
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
403

０４３－２０２－７４１０



千葉県 くまざわ書店 プレナ幕張 261-0021
千葉県千葉市美浜区ひび野
2-4

プレナ幕張 2Ｆ ０４３－２９６－７５３１

千葉県 くまざわ書店 松戸新田 270-2241
千葉県松戸市松戸新田245-
26

ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｸｼﾃｨ松戸新田
1F

０４７－３６５－５５３５

千葉県 くまざわ書店 馬込沢 273-0047 千葉県船橋市藤原7-2-2 サミット馬込沢2F ０４７－４９０－８０５５

ざ
千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2- アクロスモール新鎌ヶ谷2

千葉県 くまざわ書店 新鎌ヶ谷 273-0107
千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-
12-1

アクロスモール新鎌ヶ谷2
階

０４７－４９８－６５２１

千葉県
ACADEMIAく
まざわ書店

津田沼パル
コ

274-0825 千葉県船橋市前原西2-19-1 津田沼パルコB館4F ０４７－４０３－３１０１

千葉県 くまざわ書店 勝田台 276-0023 千葉県八千代市勝田台1-10 京成ストア勝田台店3F ０４７－４８０－６５７０

千葉県 くまざわ書店 八千代台 276-0032
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 ０４７－４８５－４００２千葉県 くまざわ書店 八千代台 276 0032
1-1-10

ﾕｱｴﾙﾑ八千代台3F ０４７ ４８５ ４００２

千葉県 くまざわ書店
モラージュ

柏
277-0837 千葉県柏市大山台2-3-1 モラージュ柏Ⅱ 2F ０４－７１３７－６５００

千葉県 くまざわ書店 柏高島屋 277-8550 千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ5F ０４－７１４８－２３８２

千葉県 ACADEMIA ちはら台 290-0143 千葉県市原市ちはら台西3-4 unimoちはら台2F ０４３６－７６－０２７０

千葉県 くまざわ書店 木更津 292-0038
千葉県木更津市ほたる野4-
2-48

アピタ木更津2F ０４３８－３０－５１９０

千葉県 くまざわ書店 蘇我 260-0835
千葉県千葉市中央区川崎町
7-20

アリオ蘇我2F ０４３－２０９－２０２０

千葉県 くまざわ書店 幕張 262-0032
千葉県千葉市花見川区幕張
町4-417-25

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞ幕張店１F ０４３－２９７－７０３１

千葉県千葉市稲毛区稲毛東
千葉県 くまざわ書店 稲毛 263-0031

千葉県千葉市稲毛区稲毛東
3-19-11

ペリエ稲毛コムスクエア内 ０４３－２４５－１５６１

千葉県 くまざわ書店 松戸 271-0092 千葉県松戸市松戸1181 アトレ6F ０４７－３６０－０５０１

千葉県 くまざわ書店 本八幡 272-0021 千葉県市川市八幡2-17-1 ｼｬﾎﾟｰ本八幡2F ０４７－３３６－３５１４

千葉県 くまざわ書店 船橋 273-0005 千葉県船橋市本町7-1-1 シャポー船橋B1 ０４７－４２６－６２２１千葉県 くまざわ書店 船橋 273-0005 千葉県船橋市本町7-1-1 シャポー船橋B1 ０４７－４２６－６２２１

千葉県
KUMAZAWA

BOOK
STORE

ららぽーと
船橋

273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1
船橋ららぽーとTOKYO-
BAY北館2F

０４７－４３５－８３８１

千葉県 くまざわ書店 津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-1-1 ﾎﾃﾙﾒｯﾂ津田沼4・5F ０４７－４７５－８３１１

千葉県 くまざわ書店 四街道 284-0009 四街道市中央5番地 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ四街道店2F ０４３－３０４－９３１１

千葉県 くまざわ書店 公津 286-0048 千葉県成田市公津の杜4-5-3 成田ユアエルム3Ｆ ０４７６－２６－５３７１

神奈川県 くまざわ書店 ランドマーク 220-8105
神奈川県横浜市西区みなと
みらい2-2-1

横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ内　ﾗﾝ
ﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ5F

０４５－６８３－１０２１

神奈川県 ACADEMIA 港北NT 224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川
中央1-25-1

ノースポートモール3F ０４５－９１４－３３２０

神奈川県 くまざわ書店 鶴見 230-0051 横浜市鶴見区中央1-1-1 ｼｱﾙ鶴見5F ０４５－５０１－５２１１

神奈川県 くまざわ書店 能見台 236-0058
神奈川県横浜市金沢区能見
台東3-1

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ能見台店2F ０４５－７８３－３５００

神奈川県 くまざわ書店 大和 242-0017 大和市大和東1-1-1 大和プロス3F ０４６－２００－４１１０

神奈川県 くまざわ書店 三ツ境 246 0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ

三ツ境相鉄ﾗｲﾌ3F ０４５ ３６０ ７５０１神奈川県 くまざわ書店 三ツ境 246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ
境2-19

三ツ境相鉄ﾗｲﾌ3F ０４５－３６０－７５０１



神奈川県 くまざわ書店 大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-25-30 西友大船店6F ０４６７－４２－４３３３

神奈川県
ACADEMIAく
まざわ書店

橋本 252-0146
神奈川県相模原市緑区大山
町1-22

アリオ橋本店1F ０４２－７００－７０２０

神奈川県 くまざわ書店 相模原 252-0231
神奈川県相模原市中央区相
模原1-1-19

相模原it's 4F ０４２－７８６－２０３１

ざ ぎ
神奈川県川崎市宮前区鷺沼

ぎ神奈川県 くまざわ書店 さぎ沼 216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼
1-1

フレルさぎ沼4F ０４４－８７０－１６６０

神奈川県 くまざわ書店 新横浜 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横
浜3-4

新横浜ﾌﾟﾘﾝｽﾍﾟﾍﾟ4F ０４５－４７４－６６９１

神奈川県 くまざわ書店 長津田 226-0018
神奈川県横浜市緑区長津田
みなみ台4-7-1

ｱﾋﾟﾀ長津田店１Ｆ ０４５－９８８－０８７０

神奈川県 くまざわ書店 横須賀 238-0041
神奈川県横須賀市本町2-1-
12

ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横須賀3F ０４６－８２１－２４０３神奈川県 くまざわ書店 横須賀 238 0041
12

ｼｮｯﾊ ｽ ﾌ ﾗｻ 横須賀3F ０４６ ８２１ ２４０３

神奈川県 くまざわ書店 久里浜 239-0831
神奈川県横須賀市久里浜4-
4-10

ｳｲﾝｸﾞ久里浜4F ０４６－８３４－８２２０

神奈川県 くまざわ書店 大和鶴間 242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-3-1
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店３
Ｆ

０４６－２００－０２０７

神奈川県 くまざわ書店 本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-2-1 小田急本厚木ﾐﾛｰﾄﾞ②5F ０４６－２３０－７０７７

神奈川県 いけだ書店 新逗子 249-0006 神奈川県逗子市逗子5-1-6 京急新逗子駅ﾋﾞﾙﾆｰト2F ０４６－８７２－１６８６

神奈川県 くまざわ書店
辻堂湘南

ﾓｰﾙ
251-0042

神奈川県藤沢市辻堂新町4-
1-1

湘南モールFILL 2F ０４６６－３１－６３４５

神奈川県 くまざわ書店 相模大野 252-0303
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

０４２－７６７－１２８５

イト ヨ カド 湘南台店
神奈川県 くまざわ書店 湘南台 252-0815 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

０４６６－８６－６４２１

神奈川県 くまざわ書店 綾瀬 252-1103 神奈川県綾瀬市深谷3734-1
綾瀬ﾀｳﾝﾋﾙｽﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝ
ﾀｰ2F

０４６７－７９－５２６７

山梨県 くまざわ書店 双葉 400-0107
山梨県甲斐市志田字柿木
645-1

ラザウォーク甲斐双葉 1F ０５５１－２８－８７６１

長野県 くまざわ書店 上田 386-0025 長野県上田市天神3-5-8 ｱﾘｵ上田店2F ０２６８－７１－２００２長野県 くまざわ書店 上田 386-0025 長野県上田市天神3-5-8 ｱﾘｵ上田店2F ０２６８－７１－２００２

長野県 くまざわ書店 GAZA広丘 399-0702
長野県塩尻市大字広丘野村
1688番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞGAZA広丘
店2F

０２６３－５１－５２１０

長野県 いけだ書店 長野 381-0034 長野県長野市高田1758 長崎屋新長野店2F ０２６－２６３－４０６２

長野県 くまざわ書店 南松本 390-0834 長野県松本市高宮中1-20 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南松本店3F ０２６３－２７－８７１５

長野県 いけだ書店 伊那 396-0021 長野県伊那市伊那5198番地 ｱﾋﾟﾀ伊那店3F ０２６５－７３－７５７７

静岡県 くまざわ書店 沼津 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-1 沼津駅ﾋﾞﾙｱﾝﾄﾚ2F ０５５－９５４－６９８０

静岡県 くまざわ書店 三島 411-0838 静岡県三島市中田町9-30 日清ﾌﾟﾗｻﾞ/ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ3F ０５５－９８１－６９４１

富山県 くまざわ書店 富山 930-0835 富山県富山市上富居3-8-38 ｱﾋﾟﾀ富山東1F ０７６－４５２－３３２５

岐阜県 ACADEMIA 大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21 アクアウォーク大垣2Ｆ ０５８４－７７－６４５０

岐阜県
ブックス・イケ

ダ
岐阜 500-8462

岐阜県岐阜市加納神明町6ｰ
1

アピタ岐阜店3F ０５８－２７５－３３３０

岐阜県 いけだ書店 北方 501 0438
岐阜県本巣郡北方町平成2-

アピタ北方店2F ０５８ ３２３ ４２８６岐阜県 いけだ書店 北方 501-0438
岐阜県本巣郡北方町平成2
34

アピタ北方店2F ０５８－３２３－４２８６



岐阜県 くまざわ書店 柳津 501-6115
岐阜県羽島郡柳津町丸野3-
3-6

カラフルタウン岐阜2Ｆ ０５８－３８８－５４７７

岐阜県 くまざわ書店 美濃加茂 505-0023
岐阜県美濃加茂市野笹町2-
5-65

アピタ美濃加茂2Ｆ ０５７４－２７－６５８１

岐阜県 いけだ書店 中津川 508-0034 岐阜県中津川市淀川町3-8 ｱﾋﾟﾀ中津川店1F ０５７３－６５－７４７１

ざ
イッツボナンザシティ ヨ

愛知県 くまざわ書店 名西 451-0064 名古屋市西区名西2-33-8
イッツボナンザシティ　ヨ
シヅヤ3階

０５２－５２８－５６１１

愛知県 くまざわ書店 名古屋港 455-0804
愛知県名古屋市港区当知2-
1501

ポートウォークみなと3F ０５２－３８４－３３２１

愛知県 くまざわ書店 鳴海 458-0847
愛知県名古屋市緑区浦里3-
232

なるぱーく1F ０５２－８９２－６１２４

愛知県 くまざわ書店 岩倉 482-0024 愛知県岩倉市旭町1-25 アピタ岩倉店 2F ０５８７－６５－５２３１愛知県 くまざわ書店 岩倉 482 0024 愛知県岩倉市旭町1 25 アピタ岩倉店 2F ０５８７ ６５ ５２３１

愛知県 くまざわ書店 一宮 491-0022 愛知県一宮市両郷町1-2 テラスウォーク一宮2F ０５８６－２３－３９５０

愛知県 くまざわ書店 蒲郡 443-0034 愛知県蒲郡市港町17-10 アピタ蒲郡店２Ｆ ０５３３－６７－０２０１

愛知県 くまざわ書店 岡崎北 444-0911 愛知県岡崎市日名北町4-46 アピタ岡崎北店2Ｆ ０５６４－２２－５５６１

愛知県 くまざわ書店 三河安城 446-0051
愛知県安城市三河安城南町
1-4-8

ラフーズコア安城2F ０５６６－７９－０２３１

愛知県 くまざわ書店 刈谷 448-0841 愛知県刈谷市南桜町2-56-1 アピタ刈谷店3Ｆ ０５６６－２９－５２２１

愛知県名古屋市港区港明1
愛知県 いけだ書店 東海通 455-0018

愛知県名古屋市港区港明1-
10-28

ｱﾋﾟﾀ東海通店1F ０５２－６５２－１９２０

愛知県 くまざわ書店 名古屋南 457-0841
愛知県名古屋市南区豊田4-
9-47

アピタ名古屋南店1F ０５２－６９１－１５５４

愛知県 いけだ書店 名古屋北 462-0032 愛知県名古屋市北区辻町9-1 ｱﾋﾟﾀ名古屋北3F ０５２－９１６－７８００

愛知県 くまざわ書店 千代田橋 464-0011
愛知県名古屋市千種区千代

ｱﾋﾟﾀ千代田橋店3F ０５２－７１９－１２２５愛知県 くまざわ書店 千代田橋 464-0011
代

田橋2-1-1
ｱﾋ ﾀ千代田橋店3F ０５２－７１９－１２２５

愛知県 くまざわ書店 阿久比 470-2214
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 ０５６９－４８－９３０５

愛知県 くまざわ書店 豊田 471-0027 愛知県豊田市喜多町1-140 ギャザビル３F ０５６５－３７－８０３５

愛知県 くまざわ書店 東海荒尾 476-0003
愛知県東海市荒尾町山王前
60番地

アピタ東海荒尾店2F ０５２－６０３－６４２１
60番地

愛知県 いけだ書店 大口 480-0100 愛知県丹羽郡大口町丸2-36 ｱﾋﾟﾀ大口店2F ０５８７－９５－８８４５

愛知県 くまざわ書店 長久手 480-1124
愛知県愛知郡長久手町戸田
谷901番地１

アピタ長久手店2Ｆ ０５６１－６１－３７２５

愛知県 いけだ書店 犬山 484-0073 愛知県犬山市天神町1-1 犬山ｷｬｽﾀ2F ０５６８－６２－８２５２

愛知県 くまざわ書店 桃花台 485-0814 愛知県小牧市古雅1-1 ﾋﾟｱｰﾚ･ｱﾋﾟﾀ桃花台2F ０５６８－７８－１１９１

愛知県 くまざわ書店 稲沢 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町1 アピタ稲沢内2F ０５８７－２３－６７５１

愛知県 いけだ書店 木曽川 493-0001
愛知県一宮市木曽川町黒田
八ノ通51-4

ｱﾋﾟﾀ木曽川店2F ０５８６－８７－６６９１

滋賀県 いけだ書店 長浜 526 0845 滋賀県長浜市小堀町450 ｱﾙ ﾌﾟﾗｻﾞ2F ０７４９ ６３ ９３５０滋賀県 いけだ書店 長浜 526-0845 滋賀県長浜市小堀町450 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ2F ０７４９－６３－９３５０



三重県 くまざわ書店 松阪 515-2121
三重県松阪市市場庄町1266
番地1

アピタ松阪三雲店１Ｆ ０５９８－５６－６９９７

三重県 いけだ書店 伊賀上野 518-0007
三重県伊賀市服部町1788番
地

ｱﾋﾟﾀ伊賀上野店1F ０５９５－２３－８５１０

和歌山県 くまざわ書店 和歌山MIO 640-8331
和歌山県和歌山市美園町5-
61

和歌山MIO4F ０７３－４２１－３８８０

ざ
大阪府大阪市阿倍野区阿倍

ヴ大阪府 くまざわ書店 阿倍野 545-0052
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B1 ０６－６６４４－３９１０

大阪府 くまざわ書店
なんばパー

クス
556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス5F ０６－６６４４－１００５

大阪府
ACADEMIAく
まざわ書店

すみのどう 574-0046 大阪府大東市赤井1-4-1 京阪百貨店　3F ０７２－８７３－１２４１

大阪府 くまざわ書店 天王寺 543-0055
大阪府大阪市天王寺区悲田
院町10 48

MIOﾌﾟﾗｻﾞ館3F ０６－６７７２－６４６０大阪府 くまざわ書店 天王寺 543 0055
院町10-48

MIOﾌ ﾗｻ 館3F ０６ ６７７２ ６４６０

大阪府 くまざわ書店 津久野 593-8329 大阪府堺市西区下田町20-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ津久野店2F ０７２－２６８－６２０５

大阪府
ジュンク堂書

店
大阪本店 530-0003 大阪市北区堂島１－６－２０ 堂島アバンザ１Ｆ～３Ｆ ０６－４７９９－１０９０

京都府 くまざわ書店 桃山 612-8002
京都府京都市伏見区桃山町
山ノ下32

MOMOテラス2F ０７５－６２２－６０６５
山 下

京都府 くまざわ書店 四条烏丸 600-8008
京都市下京区四条烏丸東入
ﾙ長刀鉾町20

四条烏丸FTｽｸｴｱｰB1 ０７５－２５５－６８００

京都府 くまざわ書店 京都ポルタ 600-8216
京都府京都市下京区烏丸通
り塩小路下ル東塩小路町

京都駅前地下街porta604
号

０７５－３５２－７０２０

京都府 ACADEMIA けいはんな 619-0238
京都府相楽郡精華町精華台
9-2-4

アピタタウン1F ０７７４－９８－４０５３

兵庫県 くまざわ書店 あまがさき 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1 ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙあまがさき3Ｆ ０６－６４７０－３４４１

兵庫県 くまざわ書店 明石 674-0095
兵庫県明石市二見町西二見
駅前1-18

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店３Ｆ ０７８－９４９－０７１７

兵庫県 くまざわ書店 加古川 675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2 グリーンモール本館3Ｆ ０７９－４３７－１４４３

兵庫県
ジュンク堂書

三宮店 650-0021 神戸市中央区三宮町1-6-18 三宮センター街 ０７８－３９２－１００１兵庫県
店

三宮店 650-0021 神戸市中央区三宮町1-6-18 三宮センター街 ０７８－３９２－１００１

香川県 くまざわ書店 COM高松 760-0011 香川県高松市浜ノ町1-20 ＣＯＭ高松２Ｆ ０８７－８２３－８７８５

香川県 くまざわ書店 高松 761-8072
香川県高松市三条町中所
608-1

ゆめタウン高松2F ０８７－８６９－２６８３

広島県 いけだ書店 安芸 731-4311
広島県安芸郡坂町北新地2-
3-30

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ安芸1F ０８２－８８５－４６２１

山口県 くまざわ書店 下関 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-7 ｼｰﾓｰﾙest4Ｆ ０８３－２２８－０４０１

大分県 くまざわ書店 大分 870-0174 大分県大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分2Ｆ ０９７－５２０－７８１３

サ ブもり 福岡県北九州市小倉南 守
福岡県 くまざわ書店

サンリブもり
つね

802-0972
福岡県北九州市小倉南区守
恒1-11-25

ｻﾝﾘﾌﾞもりつね2F ０９３－９６５－７１１１

福岡県 くまざわ書店 筑紫野 818-0034
福岡県筑紫野市美しが丘南
1-12-1

筑紫野ベレッサ2F ０９２－９２６－６９３１

福岡県 ACADEMIA ｻﾝﾘﾌﾞ小倉 800-0255
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2F ０９３－９３２－７７１１

福岡県 くまざわ書店 小倉JR 802 0001
福岡県北九州市小倉北区浅

小倉駅ﾋﾞﾙ ｱﾐ ﾌﾟﾗｻﾞ店5Ｆ ０９３ ５１２ １２１４福岡県 くまざわ書店 小倉JR 802-0001
福岡県北九州市小倉北区浅
野1-1-1

小倉駅ﾋﾞﾙ ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ店5Ｆ ０９３－５１２－１２１４



福岡県 くまざわ書店 若松 808-0103
福岡県北九州市若松区二島
1-3-1

イオン若松ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
2Ｆ

０９３－７７２－１６３５

熊本県 くまざわ書店 熊本 860-0808 熊本県熊本市手取本町8-1 鶴屋百貨店東館6Ｆ ０９６－３５９－１８８１

ざ宮崎県 くまざわ書店 延岡 882-0847 宮崎県延岡市旭町2-2-1 ｲｵﾝ延岡店1Ｆ ０９８２－２３－１７６５

佐賀県 くまざわ書店 佐賀 840-0201
佐賀県佐賀市大和町尼寺
3535

イオンST大和1F ０９５２－６２－７３２５

長崎県 くまざわ書店 佐世保 857-0871 長崎県佐世保市本島町4-7 TWINKLE B1 ０９５６－３７－２８９５

鹿児島県 くまざわ書店 与次郎 890-0062
鹿児島県鹿児島市与次郎1-
11 1

フレスポジャングルパーク
2階

０９９－８１３－２００１鹿児島県 くまざわ書店 与次郎 890 0062
11-1 2階

０９９ ８１３ ２００１

鹿児島県 くまざわ書店 鹿屋 893-0016 鹿児島県鹿屋市白崎町4-1 ﾌﾟﾗｯｾだいわ鹿屋店3F ０９９４－４０－７７８１

沖縄県 球陽堂書房
メインプレイ

ス
900-0006

沖縄県那覇市おもろまち4-4-
9

ｻﾝｴｰﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ2F ０９８－９５１－３４５６

沖縄県 球陽堂書房
ｻﾝｴｰ八重

瀬
901-0406

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 ０９８－８５１－７１５５
瀬 宜原

沖縄県 球陽堂書房 マチナト 901-2133 沖縄県浦添市城間2008-1 ｻﾝｴｰﾏﾁﾅﾄｼﾃｨ2F ０９８－９４３－２３３７

沖縄県 球陽堂書房 西原シティ 903-0102
沖縄県中頭郡西原町嘉手苅
130

ｻﾝｴｰ西原ｼﾃｨ2F ０９８－８８２－９２８０

沖縄県 くまざわ書店 那覇 901-0155 沖縄県那覇市字金城5-10-2 ｲｵﾝ那覇ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F ０９８－８５２－１３１２




