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都道府県 店舗名

店舗住所

北海道

コーチャンフォー美しが丘店

北海道札幌市清田区美しが丘一条５丁目２番１号

店舗電話番号
011-889-2100

北海道

駿河屋札幌ノルベサ店

北海道札幌市中央区南３条西５丁目１－１

011-205-3336

北海道

文教堂函館テーオー店

北海道函館市梁川町１０－２５テーオーデパート４Ｆ

0138-35-5181

北海道

コーチャンフォー旭川店

北海道旭川市宮前通西４１５５番３

0166-76-4200

北海道

コーチャンフォー釧路店 文具

北海道釧路市春採７丁目１－２４

0154-46-7788

岩手県

ＭＯＲＩＯＫＡ

岩手県盛岡市本宮４丁目４０番２０号

019-613-2588

宮城県

蔦屋書店アクロスプラザ富沢西店

宮城県仙台市太白区富田字京ノ北７２－１

022-307-5055

山形県

戸田書店三川店

山形県東田川郡三川町成田新田３８３－３

0235-68-0015

福島県

郡山書店

福島県須賀川市山寺道１４－５ヨークベニマル須賀川西店内

0248-76-8481

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ東店

茨城県稲敷市西代２８６８－１

0299-80-5620

茨城県

蔦屋書店龍ケ崎店

茨城県龍ケ崎市中里２－１－２

0297-60-7088

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店

茨城県守谷市松ヶ丘６－６－４

0297-21-1081

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店

茨城県つくば市研究学園Ａ６５地区１

029-860-8260

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ古河店

茨城県古河市小堤字新割１９００－１

0280-97-1675

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ境ＦｉＳＳ店

茨城県猿島郡境町１１５６－１

0280-81-1622

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店

茨城県筑西市菅谷字石堀１５１３

0296-22-2420

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ水戸笠原店

茨城県水戸市笠原町４７７－２

029-305-5551

茨城県

蔦屋書店ひたちなか店

茨城県ひたちなか市新光町３０－４

029-265-2300

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店

茨城県ひたちなか市大字中根３３２５－１０

029-275-1651

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鹿島店

茨城県神栖市掘割３－３－２０

0299-93-9611

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ日立中央店

茨城県日立市鮎川町１－３－３

0294-28-5130

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ高萩店

茨城県高萩市安良川柳町１８７－１

0293-20-5202

茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ常陸大宮店

茨城県常陸大宮市石沢梶内１８０２

0295-54-0311

栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ真岡店

栃木県真岡市大谷新町１８－６

0285-83-0992

栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ大田原店

栃木県大田原市若松町１６５０－１０

0287-20-0601

栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ足利店

栃木県足利市朝倉町２５５－１

0284-73-7750

群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ高崎店

群馬県高崎市緑町４丁目９－１

027-363-5701

群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富岡店

群馬県富岡市七日市１７１２－１

0274-62-5005

群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ伊勢崎店

群馬県伊勢崎市韮塚町１１８５－１

0270-30-8411

群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ館林店

群馬県館林市朝日町１２－３８

0276-80-2120

群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ藤岡店

群馬県藤岡市上栗須７５番地１

0274-25-8851

群馬県

蔦屋書店前橋みなみモール店

群馬県前橋市新堀町９４０番

027-210-0886

埼玉県

紀伊國屋書店浦和パルコ店

埼玉県さいたま市浦和区神明１１－１浦和パルコ５Ｆ

048-871-2760

埼玉県

紀伊國屋書店 さいたま新都心店

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２コクーン新都心１Ｆ

048-600-0830

埼玉県

文教堂まるひろ南浦和店

埼玉県さいたま市南区南本町１－７－４まるひろ南浦和店４Ｆ

048-844-8480

埼玉県

古本市場与野本町店

埼玉県さいたま市中央区下落合６－１１－８

048-857-7355

埼玉県

一清堂

埼玉県さいたま市桜区上大久保７２０－２

048-853-1100

埼玉県

古本市場川口伊刈店

埼玉県川口市芝東町２０－１５

048-262-8886

埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ越谷店

埼玉県越谷市七左町２－１４４

048-961-5544

埼玉県

古本市場春日部緑町店

埼玉県春日部市緑町５－７－２５

048-739-1080

埼玉県

蔦屋書店フォレオ菖蒲店

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００６番地１

0480-87-0800

埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ鶴ヶ島店

埼玉県川越市 鯨井新田４－１０

049-239-1922

埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡみはら店

埼玉県朝霞市三原５－１１－１６

048-466-5856

埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ入間店

埼玉県入間市上藤沢３８７－２

04-2901-0896

埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ本庄店

埼玉県本庄市寿３－４－２２

0495-71-5935

埼玉県

蔦屋書店本庄早稲田店

埼玉県本庄市早稲田の杜 ２－１－４６

0495-27-3310

千葉県

精文館書店花見川店

千葉県千葉市花見川区作新台６－１９－２８

043-216-9420

千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千葉ニュータウン店 千葉県印西市草深１４９４－７

0476-40-7300

千葉県

福家書店

千葉県市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ３Ｆ

047-379-0298

千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鎌ヶ谷店

千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷１－６

047-441-5075

千葉県

古本市場柏豊四季店

千葉県柏市豊四季２８２－７

04-7141-7620

千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富里店

千葉県富里市七栄１００５番地５

0476-37-4490

千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ旭店

千葉県旭市二字五郎作５８８８－１

0479-60-3140

千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店

千葉県茂原市木崎２２７２

0475-20-1738

東京都

駿河屋秋葉原駅前店

東京都千代田区外神田一丁目１５－１５山本無線ビル１Ｆ

03-3254-7385

ＴＳＵＴＡＹＡ

須賀川西店

浦和店

市川店
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東京都

明正堂アトレ上野店

東京都台東区上野７－１－１アトレ上野ＮＯ５０８０

03-5826-5866

東京都

くまざわ書店浅草店

東京都台東区花川戸１－４－１浅草ＥＫＩＭＩＳＥ６Ｆ

03-3845-7241

東京都

古本市場西大島駅前店

東京都江東区大島３－１－６

03-5836-7058

東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ三軒茶屋店

東京都世田谷区太子堂４－１－１ キャロットタワー２Ｆ

03-5431-7788

東京都

駿河屋新宿マルイアネックス店

東京都新宿区新宿３丁目１－２６ 新宿マルイアネックス５階

03-6380-0015

東京都

ＴＳＵＴＡＹＡセブンタウン小豆沢店

東京都板橋区小豆沢３－９－５セブンタウン小豆沢１Ｆ

03-5914-1355

東京都

古本市場光が丘店

東京都練馬区田柄３－３０－８

03-5241-0386

東京都

くまざわ書店武蔵小金井北口店

東京都小金井市本町５－１１－２ＭＥＧＡドン・キホーテＢ１Ｆ

042-385-2351

東京都

オリオン書房 ノルテ店

東京都立川市曙町２－４２－１

パークアベニュー３Ｆ

042-522-1231

東京都

文教堂河辺とうきゅう店

東京都青梅市河辺町１０－７－１ 河辺とうきゅう４階

0428-84-0691

東京都

コーチャンフォー若葉台店

東京都稲城市若葉台２丁目９番２

042-350-2828

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県
文教堂溝ノ口本店

神奈川県川崎市高津区久本３－１－２８

044-812-0063

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県
有隣堂トレッサ横浜

神奈川県横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜北棟２Ｆ

045-533-3090

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県
有隣堂センター南駅

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央１－１センター南駅構内

045-945-2211

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県
バンダレコード湘南平塚店

神奈川県平塚市天沼１０－１ららぽーと湘南平塚３Ｆ

0463-73-8353

新潟県

蔦屋書店長岡花園店

新潟県長岡市花園南１丁目３６番地

0258-37-0080

新潟県

蔦屋書店新潟万代

新潟県新潟市中央区幸西３－１－６

025-249-0066

新潟県

蔦屋書店新発田店

新潟県新発田市新栄町３－１－３１

0254-26-1900

富山県

ＢＯＯＫＳなかだファボーレ店

富山県富山市婦中町下轡田１６５－１ファボーレ内

076-466-1888

石川県

ＢＯＯＫＳなかだイオンかほく店

石川県かほく市内日角タ２５番イオンモールかほく

１階

076-289-0671

福井県

ドン・キホーテ越前武生インター店

福井県越前市横市町２４－１４－１ サービスカウンター

0778-21-5811

山梨県

戸田書店山梨中央店

山梨県中央市下河東３０５３－１イオンタウン山梨中央ＳＣ内

055-278-6811

長野県

平安堂

長野県長野市東和田５０５－１

026-244-4545

長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ東松本店

長野県松本市元町１－２－１

0263-34-9500

長野県

笠原書店

長野県岡谷市塚間町２－１－１５

0266-23-5070

長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ座光寺店

長野県飯田市座光寺３７９７－１

0265-53-7733

静岡県

駿河屋

静岡県静岡市葵区紺屋町８－１ＪＡＤＥ紺屋町ビル

054-251-1770

静岡県

株式会社エーツー

静岡県静岡市駿河区丸子新田３１７－１

054-268-3030

静岡県

ブックマートデポ店

静岡県浜松市北区三方原町９８７

053-420-0111

静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ浜松中央店

静岡県浜松市東区上西町９０６

053-411-7780

愛知県

精文館書店本店文具館

愛知県豊橋市松葉町１－１５ＦＡＣＥ豊橋２Ｆ

0532-54-2356

愛知県

くまざわ書店岩倉店

愛知県岩倉市旭町１－２５アピタ岩倉店２Ｆ

0587-65-5231

三重県

ブック・スクウェアＢＳ菰野店

三重県三重郡菰野町宿野３５７

059-391-2788

三重県

ブック・スクウェアＢＳララパーク店

三重県伊勢市小木町５３８番地

0596-36-6361

大阪府

文教堂淀屋橋店

大阪府大阪市中央区今橋４－１－１淀屋橋ｏｄｏｎａ２Ｆ

06-4707-3355

大阪府

古本市場東住吉店

大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１丁目２８－６

06-4700-4774

大阪府

駿河屋オタロードアニメ・ホビー館

大阪府大阪市浪速区日本橋

06-6645-0801

大阪府

大垣書店高槻店

大阪府高槻市芥川町１－２Ｃ－１１５号

072-684-8700

兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ六甲道店

兵庫県神戸市灘区永手町４－１－１プリコ六甲道東館

078-856-3611

兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡフレスポ赤穂店

兵庫県赤穂市中広２－８

0791-46-1515

島根県

今井書店グループセンター店

島根県松江市田和山町８８

0852-20-8811

島根県

今井書店

ＡＲＥＡ

島根県出雲市渡橋町１０６６イオンモール出雲店３Ｆ

0853-27-9028

島根県

今井書店

出雲店

島根県出雲市高岡町１２３７－１

0853-22-8181

岡山県

喜久屋書店倉敷店

岡山県倉敷市水江１番地 イオンモール倉敷２Ｆ

086-430-5450

岡山県

古本市場中島店

岡山県倉敷市中島１３７１－３

086-466-3706

岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ中島店

岡山県倉敷市中島２２３６－１０３

086-460-3939

福岡県

駿河屋小倉あるあるＣｉｔｙ店

福岡県北九州市小倉北区浅野 ２丁目１４番５号

福岡県

福岡金文堂 姪浜南店

福岡県福岡市西区内浜１－７－３ウエストコート姪浜内

092-892-1321

福岡県

福岡金文堂 行橋店

福岡県行橋市西宮市３－８－１ゆめタウン行橋２Ｆ

0930-26-7722

福岡県

Ｂｏｏｋｓあんとく

三潴店

福岡県久留米市三潴町早津崎８９２

0942-64-5656

福岡県

ＢＯＯＫＳあんとく

大牟田店

福岡県大牟田市白川萬宮２８３－３６－４

0944-51-6622

長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ遊ＩＮＧ城山店

長崎県長崎市城山町５－２３

0958-61-0202

長崎県

金明堂

長崎県佐世保市瀬戸越４－６－１エレナ大野モール

長崎県

福岡金文堂 イオン大塔店

長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン大塔３Ｆ

0956-27-2345

熊本県

Ｂｏｏｋｓあんとく

熊本県山鹿市山鹿字黒田７２１－２

0968-43-6166

熊本県

蔦屋書店

熊本県上益城郡嘉島町上島長池２２３２

096-235-2211

東和田店
岡谷本店
静岡本店
外販課

大野モール店

嘉島店

山鹿店
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３－８－１８

３Ｆ

平田ビル２・３Ｆ

あるあるＣｉｔｙ２階

２階

093-551-1426

0956-76-7566

ざんねんないきもの事典 トレーディングクリアファイル Vol.1
熊本県

Ｂｏｏｋｓあんとく

宮崎県

田中書店

荒尾店

熊本県荒尾市荒尾上川後田４１６０－２

0968-66-2668

宮崎県都城市栄町４６７２－５

0986-51-4488

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ指宿店

鹿児島県指宿市西方１７２２－１

0993-23-5566

鹿児島県 ＭＥＧＡドン・キホーテ霧島隼人店

鹿児島県霧島市隼人町見次

0995-44-8111

沖縄県

沖縄県沖縄市泡瀬４－５－７

イオンモール都城駅前店

ＴＳＵＴＡＹＡ

泡瀬店

Page 3

４６８－４

098-934-5412

