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▶ 常備協力書店・取次店店売常備一覧
小会の出版物は下記の書店のほか，全国の書店，大学生協，ネット書店で取り扱っております。
また，お求めの書籍が店頭にない場合でも，ご注文下されば取り寄せられます。

常備協力書店
【北海道】
札幌市 紀伊國屋書店札幌本店
		
コーチャンフォー新川通り店
		
コーチャンフォーミュンヘン大橋店
		
MARUZEN ＆ジュンク堂書店札幌店
		
北星学園生協大学店
		
北海道大学生協書籍部クラーク店
		
北海道大学生協書籍部北部店
旭川市 ジュンク堂書店旭川店
岩見沢市 喜久屋書店ブックジャム岩見沢店
小樽市 喜久屋書店小樽店
釧路市 コーチャンフォー釧路店
函館市 函館蔦屋書店
		
文教堂函館昭和店
【青森県】
弘前市 ジュンク堂書店弘前中三店
【岩手県】
盛岡市 ジュンク堂書店盛岡店
		
岩手大学生協中央店
【宮城県】
仙台市 ジュンク堂書店仙台 TR 店
		
丸善仙台アエル店
		
東北大学生協川内購買・書籍店
		
東北大学生協文系書籍店
【秋田県】
秋田市 ジュンク堂書店秋田店
		
宮脇書店秋田本店
【山形県】
山形市 山形大学生協小白川店
【福島県】
福島市 紀伊國屋書店福島県立医科大学 BC
郡山市 ジュンク堂書店郡山店
【茨城県】
つくば市 ACADEMIA イーアスつくば店
ひたちなか市 蔦屋書店ひたちなか店
【栃木県】
大田原市 国際医療福祉大学購買部
【群馬県】
前橋市 Bookmanʼs Academy 前橋店

011−231−2131
011−769−4000
011−817−4000
011−223−1911
011−891−2313
011−736−0916
011−747−2182
0166−26−1120
0126−23−8184
0134−31−7077
0154−46−8000
0138−47−3771
0138−44−7800
0172−34−3131
019−601−6161
019−652−2028
022−265−5656
022−264−0151
022−261−4190
022−262−7463
018−884−1370
018−825−5515
023−641−4365
024−548−2533
024−927−0440
029−868−7407
029−265−2300
0287−22−2553
027−280−3322

太田市 Bookmanʼs Academy 太田店 0276−40−1900
高崎市 Bookmanʼs Academy 高崎店 027−370−6166

【埼玉県】
さいたま市 ジュンク堂書店大宮高島屋店
		
埼玉大学生協書籍購買部
久喜市 ACADEMIA 菖蒲店
		
蔦屋書店フォレオ菖蒲店
【千葉県】
千葉市 志学書店
		
千葉大学生協ブックセンター
印西市 宮脇書店印西牧の原店
柏市
KaBoS ららぽーと柏の葉店
		
ジュンク堂書店柏モディ店
習志野市 丸善津田沼店
成田市 志学書店国際医療福祉大学成田 C 医学部売店
船橋市 ジュンク堂書店南船橋店
【東京都】
渋谷区 MARUZEN ＆ジュンク堂書店渋谷店
新宿区 紀伊國屋書店新宿本店
		
ブックファースト新宿店
		
三省堂書店東京女子医科大学売店
		
成文堂早稲田正門店
		
早稲田大学生協コーププラザブックセンター
		
早稲田大学生協戸山店
墨田区 くまざわ書店錦糸町店
世田谷区 櫻門書房日本大学商学部購買部
		
東京農業大学生協書籍部
中央区 タロー書房
		
丸善日本橋店
		
八重洲ブックセンター本店
千代田区 三省堂書店神保町本店
		
三省堂書店明治大学駿河台売店
		
東京堂神田神保町店
		
丸善丸の内本店
豊島区 三省堂書店池袋本店
		
ジュンク堂書店池袋本店
		
丸善立教学院事業部
中野区 ブックファースト中野店
練馬区 ジュンク堂書店大泉学園店

048−640−3111
048−854−9342
0480−87−1781
0480−87−0800
043−224−7111
043−254−1825
0476−40−6325
04−7148−1760
04−7168−0215
047−470−8311
043−224−7111
047−401−0330
03−5456−2111
03−3354−0131
03−5339−7611
03−3203−8346
03−3203−4806
03−3202−4010
03−3202−4204
03−5610−3034
03−3417−2278
03−3427−5713
03−3241−2701
03−6214−2001
03−3281−1811
03−3233−3312
03−5282−3480
03−3291−5181
03−5288−8881
03−6864−8900
03−5956−6111
03−3985−2771
03−3319−5161
03−5947−3955
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文京区 文光堂書店本郷店
03−3815−3521
		
お茶の水女子大学生協購買書籍部 03−3947−9449
		
東京大学生協本郷書籍部 03−3811−5481
港区
慶應義塾生協三田書籍部 03−3455−6631
目黒区 東京工業大学生協大岡山店 03−3727−7357
		
東京大学生協駒場書籍部 03−3469−7145
稲城市 コーチャンフォー若葉台店 042−350−2800
国立市 一橋大学生協西 SB
042−575−4184
小金井市 東京学芸大学生協
国分寺市 東京経済大学生協

立川市 オリオン書房ノルテ店
		
ジュンク堂書店立川高島屋店
多摩市 丸善多摩センター店
町田市 法政大学生協書籍部多摩店

八王子市 くまざわ書店八王子店
		
首都大学東京生協南大沢購買書籍部

		
中央大学生協八王子店
府中市 東京外国語大学生協ハッチポッチ

武蔵野市 亜細亜大学購買部
		
ジュンク堂書店吉祥寺店

【神奈川県】
横浜市 ACADEMIA 港北店
		
紀伊國屋書店横浜店
		
関東学院大学釜利谷購買部
		
ブックファースト青葉台店
		
丸善横浜みなとみらい店
		
慶應義塾生協日吉書籍部
		
横浜国立大学生協書籍部大学会館店
川崎市 丸善ラゾーナ川崎店
相模原市 ACADEMIA くまざわ書店橋本店
藤沢市 ジュンク堂書店藤沢店
【山梨県】
甲府市 ジュンク堂書店岡島甲府店
上野原市 紀伊國屋書店帝京科学大学 BC
都留市 都留文科大学生協書籍部
【長野県】
松本市 丸善松本店
		
信州大学生協松本購買書籍部
【新潟県】
新潟市 ジュンク堂書店新潟店
		
新潟大学生協書籍部
長岡市 宮脇書店長岡店
【富山県】
富山市 紀伊國屋書店富山店
		
BOOKS なかだ掛尾本店
		
BOOKS なかだ富山大学杉谷 C 売店

042−324−6228
042−324−4319
042−522−1231
042−512−9910
042−355−3220
042−783−2236
042−625−1201
042−677−1413
042−674−3032
0423−54−3062
0422−55−5837
0422−28−5333
045−914−3320
045−450−5901
045−784−8852
045−989−1781
045−323−9660
045−563−8487
045−335−1126
044−520−1869
042−700−7020
0466−52−1211
055−231−0606
0554−63−4542
0554−43−2106
0263−31−8171
0263−37−2983
025−374−4411
025−262−6095
0258−31−3700
076−491−7031
076−492−1197
076−434−0929

文苑堂書店藤の木店
明文堂書店新庄経堂店
富山大学生協書籍部五福店
高岡市 文苑堂書店福田本店
【石川県】
金沢市 金沢ビーンズ
		
文苑堂書店示野本店
野々市市 うつのみや金沢工大前店
【福井県】
福井市 Super KaBoS 新二の宮店
		
福井大学生協ブックカフェ明日輪
【岐阜県】
岐阜市 丸善岐阜店
【静岡県】
静岡市 カリヨン書店
		
戸田書店静岡本店
		
MARUZEN ＆ジュンク堂書店新静岡店
藤枝市 戸田書店藤枝東店
【愛知県】
熱田区 丸善名古屋学院大学白鳥売店
昭和区 中京大学生協名古屋書籍店
		
名古屋大学生協医学部店
千種区 ウニタ書店
		
ちくさ正文館本店
		
文進堂書店
		
名古屋大学生協南部生協プラザ
		
名古屋大学生協 Books フロンテ
天白区 ちくさ正文館名城大学店
中区
大竹書店
		
ジュンク堂書店名古屋栄店
		
ジュンク堂書店ロフト名古屋店
		
丸善名古屋本店
中村区 三省堂書店名古屋本店
		
ジュンク堂書店名古屋店
春日井市 丸善中部大学売店
豊明市 丸善藤田医科大学売店
豊橋市 精文館書店豊橋本店
日進市 成文堂日進店
長久手市 丸善愛知医科大学売店
【三重県】
津市
別所書店修成店
		
ワニコ書店
四日市市 丸善四日市店
		
宮脇書店四日市本店
【滋賀県】
大津市 龍谷大学瀬田学舎丸善書籍購買部
		

		
		

076−422−0155
076−494−3530
076−433−3080
0766−27−7800
076−239−4400
076−267−7007
076−227−0999
0776−27−4678
0776−21−3688
058−297−7008
054−294−7814
054−205−6111
054−275−2777
054−647−5611
052−671−2228
052−831−1911
052−731−6815
052−731−1380
052−741−1137
052−782−8933
052−781−5031
052−781−9819
052−833−8215
052−262−3828
052−212−5360
052−249−5592
052−238−0320
052−566−6801
052−589−6321
0568−51−1204
0562−93−2582
0532−54−2345
0561−73−3833
0561−62−3311
059−246−8822
059−231−3000
059−359−2340
059−359−5910
077−543−5135
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草津市 ジュンク堂書店滋賀草津店
【京都府】
京都市 大垣書店イオンモール KYOTO 店
		
大垣書店烏丸三条店
		
ジュンク堂書店京都店
		
朋友書店
		
丸善京都本店
		
京都大学生協ショップルネ
		
同志社生協良心館ブック＆ショップ
		
紀伊國屋書店京都産業大学 BC
		
立命館生協ブックセンターふらっと
【大阪府】
大阪市 喜久屋書店阿倍野店
		
紀伊國屋書店梅田本店
		
ジュンク堂書店上本町店
		
ジュンク堂書店大阪本店
		
ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店
		
ジュンク堂書店天満橋店
		
ジュンク堂書店難波店
		
天牛堺書店天下茶屋店
		
MARUZEN ＆ジュンク堂書店梅田店
		
大阪市立大学生協書籍部杉本店
茨木市 立命館生協 OIC shop
吹田市 関西大学生協書籍購買店
高槻市 ジュンク堂書店高槻店
豊中市 大阪大学生協書籍部豊中店
東大阪市 紀伊國屋書店近畿大学 BC 梅ノ木
枚方市 ワニコ書店
八尾市 経法大書店
【兵庫県】
神戸市 ジュンク堂書店三宮駅前店
		
ジュンク堂書店三宮店
		
TSUTAYA BOOKSTORE 甲南大学学友会館
		
神戸大学生協書籍部学生会館店
		
神戸大学生協書籍部六甲店
明石市 ジュンク堂書店明石店
西宮市 ジュンク堂書店西宮店
		
関西学院大学生協フォーラム店書籍
姫路市 ジュンク堂書店姫路店
【奈良県】
橿原市 奈良栗田書店
【和歌山県】
和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
【鳥取県】
鳥取市 鳥取大学生協 SHOP

077−569−5553
075−692−3331
075−212−5050
075−252−0101
075−761−1285
075−253−1599
075−771−7336
075−251−4427
075−708−1356
075−465−8288
06−6634−8606
06−6372−5821
06−6771−1005
06−4799−1090
06−6626−2151
06−6920−3730
06−4396−4771
06−6659−8141
06−6292−7383
06−6605−3014
072−645−4103
06−6368−7548
072−686−5300
06−6841−4949
06−6721−2660
072−841−5444
072−941−9129
078−252−0777
078−392−1001
078−441−7901
078−881−8847
078−882−3831
078−918−6670
0798−68−6300
0798−53−5233
079−221−8280
0744−22−8657
073−480−5900
0857−28−2333

【島根県】
松江市 今井書店グループセンター店
		
島根大学生協松江ショップ
【岡山県】
岡山市 丸善岡山シンフォニービル店
倉敷市 喜久屋書店倉敷店
【広島県】
広島市 ジュンク堂書店広島駅前店
		
フタバ図書 MEGA 中筋店
		
丸善広島店
東広島市 広島大学生協北 1 コープショップ
安芸郡 フタバ図書 TERA 府中店
【山口県】
山口市 山口大学生協中央店
【徳島県】
徳島市 久米書店
		
久米書店医大前店
		
徳島大学生協常三島ショップ
【香川県】
高松市 ジュンク堂書店高松店
		
宮脇書店本店
		
宮脇書店総本店
		
香川大学生協学館ショップ書籍部
【愛媛県】
松山市 ジュンク堂書店松山店
		
愛媛大学生協城北ショップ
		
松山大学生協ショップ
東温市 新丸三書店愛媛大学医学部店
【高知県】
高知市 高知大学生協朝倉イクスショップ
【福岡県】
福岡市 紀伊國屋書店福岡本店
		
ジュンク堂書店福岡店
		
丸善博多店
		
九州大学生協イースト 1 号館店
		
九州大学生協伊都皎皎舎
		
西南学院大学生協購買部
北九州市 喜久屋書店小倉店
		
白石書店産業医科大学店
		
ブックセンタークエスト小倉本店
久留米市 丸善久留米大学売店
【佐賀県】
佐賀市 佐賀大学生協大学会館店
【長崎県】
長崎市 長崎大学生協医学部店
		
長崎大学生協文教店

0852−20−8811
0852−32−6242
086−233−4640
086−430−5450
082−568−3000
082−830−0601
082−504−6210
082−423−8285
082−561−0770
083−933−0611
088−623−1334
088−632−2663
088−652−3248
087−832−0170
087−851−3733
087−823−3152
087−833−5755
089−915−0075
089−925−5801
089−924−9262
089−964−1652
088−840−1661
092−434−3100
092−738−3322
092−413−5401
092−834−2139
092−805−7700
092−841−2400
093−514−1400
093−693−8300
093−693−8300
0942−41−9713
0952−25−4451
095−849−7159
095−845−5887

149
常備協力書店・取次店店売常備一覧   
【熊本県】
熊本市 長崎書店
		
熊本大学生協学館ショップ
		
丸善熊本学園大学売店
【大分県】
大分市 ジュンク堂書店大分店
		
明林堂書店大分本店
		
大分大学生協ショップ
別府市 立命館アジア太平洋大学生協 APUCO-OP ショップ

096−353−0555
096−343−6321
096−364−1026
097−536−8181
097−573−3400
097−569−0016
0977−78−1171

【宮崎県】
宮崎市 宮崎大学生協書籍購買店
【鹿児島県】
鹿児島市 ジュンク堂書店鹿児島店
【沖縄県】
那覇市 ジュンク堂書店那覇店
中頭郡 琉球光和考文堂
		
琉球大学生協中央店

0985−58−0612
099−216−8838
098−860−7175
098−945−5050
098−895−6085

取次店店売常備
トーハン 総合専門書センター
日
販 在庫センター
大阪屋栗田 川西流通センター

048−787−8915
03−3927−7592
072−755−3881

西村書店 商品管理課
鍬谷書店 本社・商品センター
八木書店 店売部

03−5879−7693
03−5390−2211
03−3291−2968

