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取扱い書店一覧
※ 10 月 7 日現在の情報となります。
※ 在庫切れとなっている場合もあります。在庫状況は、各書店にご確認ください。

大阪市内
北区

紀伊國屋 梅田本店
ジュンク堂書店 大阪本店

北区堂島 1-6-20 堂島アバンザ 2~3F
電話：06-4799-1090
北区茶屋町 7-20 チャスカ茶屋町 地下 1~7F

梅田店

電話：06-6292-7383
北区梅田 3-1-1 JR 大阪駅御堂筋北口
電話：06-6345―7349

紀伊國屋書店

北区大深町 4-20 グランフロント大阪 ショップ&レストラン南館 6F

グランフロント大阪店

電話：06-7730-8451

梅田 蔦屋書店

北区梅田 3-1-3 ルクア イーレ 9F
電話：06-4799-1800

文教堂

北区中之島 2-3-18 フェスティバルプラザ B1F

中之島フェスティバルプラザ店

電話：06-4706-5285

清風堂書店
西日本書店
ブックファースト 梅田 2 階店
大阪高裁内ブックセンター
ジュンク堂書店 天満橋店
丸善 髙島屋大阪店
紀伊國屋書店 本町店
文教堂 淀屋橋店
ブックファースト クリスタ長堀店
旭屋書店 なんば CITY 店
浪速区

電話：06-6372-5821

MARUZEN&ジュンク堂書店

ブックスタジオ

中央区

北区芝田 1-1-3 阪急三番街１F

ジュンク堂書店 難波店

北区曽根崎 2-11-16 梅田セントラルビル名店街
電話:06-6312-3080
北区天神橋 2 丁目北 1-14
電話： 06-6352-5577.
北区芝田 1-1-3 大阪阪急梅田駅 2F
電話：06-6371-6755
北区西天満 2-1-10 大阪裁判所合同庁舎 本館 1 階
電話：06-6315-5511
中央区天満橋京町 1-1 京阪シティモール 7F
電話：06-6920-3730
中央区難波 5-1-5 髙島屋大阪店西ゾーン B1F
電話：06-6630-6465
中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 1F
電話：06-4705-4556
中央区今橋 4-1-１ 淀屋橋 odona2F
電話：06-4707-3355
中央区南船場 2 長堀地下街２
電話：06-6282-2210
中央区難波 5-1-60 なんば CITY B2F
電話：06-6644-2551
浪速区湊町 1-2-3 マルイト難波ビル 3F
電話：06-4396-4771

ブックファースト なんばウォーク店
くまざわ書店 なんばパークス店
西区

柳々堂
Calo Bookshop & Cafe

阿倍野区

ジュンク堂書店
近鉄あべのハルカス店
喜久屋書店 阿倍野店

天王寺区

ジュンク堂書店 上本町店
紀伊國屋書店 天王寺ミオ店

都島区
淀川区

紀伊國屋書店 京橋店
ブックファースト 三国店

浪速区難波 2 なんばウォーク 1-2
電話：06-6484―2751
浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 5F
電話：06-6644-1005
西区京町堀 1-12-3
電話： 06-6443-0167
西区江戸堀 1-8-24 若狭ビル５F
電話：06-6447-4777
阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス近鉄本店
ウイング館 5F・7F
電話：06-6626-2151
阿倍野区阿倍野筋 1-5-31
電話：06-6634-8606
天王寺区上本町 6-1-55 近鉄百貨店 11F
電話：06-6771-1005
天王寺区悲田院町 10-39 天王寺ミオ 本館 9F
電話：06-6776-7091
都島区東野田町 2-1-38 京阪モール 2F
電話：06-4801-9255
淀川区三国本町 3-37-1
電話：06-6150-4380

大阪府内（大阪市以外）
堺市

紀伊國屋書店 アリオ鳳店
丸善 高島屋堺店
紀伊國屋書店 泉北店

豊中市

田村書店 本部
ブックファースト 曽根店
ブックファースト 豊中店
ブックファ-スト 蛍池店

高槻市

ジュンク堂書店 松坂屋高槻店
紀伊國屋書店 高槻阪急店

吹田市

関西大学生協 書籍コーナー

西区鳳南町 3-199-12 アリオ鳳 アリオモール 3F
電話：072-260-3007
堺区三国ケ丘御幸通 59 番地 髙島屋堺店 4F
電話：072-225-0930
南区茶山台 1-3-1 パンジョ 4F
電話：072-292-1631
新千里東町 1-3-417
電話: 06-6833-1152.
曽根東町 3-1
電話：06-6844-5355
本町 1-1-1
電話：06-6152-0525
螢池中町 3-2-1
電話：06-4865-7126
紺屋町 2-1 松坂屋高槻店 4F
電話：072-686-5300
白梅町 4-1 高槻阪急 5F
電話：072-686-1195
千里山東 3-10-1
電話：06-6368-7548（内線 74-302）

兵庫県
神戸市

ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ブックファースト 六甲店

西宮市

川西市

ブックファースト 工ビスタ西宮店

中央区三宮町 1-6-18
電話：078-392-1001
中央区雲井通 6-1-15 サンシティビル 7 階
電話：078-252-0777
灘区宮山町 3-1-25
電話：078-806-2717
田中町 1-6 エビスタ西宮２階
電話：0798-37-1661

ブックファ-スト

高松町 14-3

阪急西宮ガーデンズ店

電話：0798-62-6103

紀伊國屋書店 川西店

栄町 11-1 モザイクボックス 4F
電話：072-740-2622

京都府
京都市

中京区河原町通三条下ル山崎町 251

丸善 京都本店

京都 BAL 地下 1F~地下 2F
電話：075-253-1599

大垣書店 烏丸三条店
恵文社一乗寺店

中京区烏丸通三条上ル御倉町 85-1 KDX 烏丸ビル 1F
電話：075-212-5050
左京区一乗寺払殿町 10
電話：075-711-5919

大垣書店

南区西九条鳥居口町 1

イオンモール KYOTO 店

電話：075-692-3331

大垣書店

南区久世高田町 376

イオンモール京都桂川店

電話：075-925-1717

イオンモール京都桂川 1F

東京都
新宿区

紀伊國屋書店 新宿本店
ブックファースト 新宿店

豊島区

ジュンク堂書店 池袋本店

新宿区新宿 3-17-7
電話：03-3354-0131
新宿区西新宿 1-7-3 モード学園コクーンタワー 地下 1F～2F
電話：03-5339-7611
豊島区南池袋 2-15-5
電話：03-5956-6111
豊島区南池袋 1-28-1 西武池袋本店

三省堂書店 池袋本店

別館地下 1F・書籍館地下 1~4F
電話：03-6864-8900

千代田区

丸善 丸の内本店
東京堂書店

渋谷区

代官山 蔦屋書店

千代田区丸の内 1-6-4 丸の内オアゾ 1~4F
電話：03-5288-8881
千代田区神田神保町 1-17
電話:03-3291-5181
渋谷区猿楽町 17-5
電話：03-3770-2525

青山ブックセンター本店
中央区

渋谷区神宮前 5 丁目 53-67
電話：03-5485-5511
中央区八重洲 2-5-1 JR 東京駅 八重洲南口

八重洲ブックセンター本店

東京メトロ銀座線京橋駅 8 番出口
電話：03-3281-1811

丸善 日本橋店

中央区日本橋 2-3-10
電話：03-6214-2001

愛知県
名古屋市

ジュンク堂書店 名古屋店

中村区名駅 3-25-9 堀内ビル 1F
電話：052-589-6321
中区新栄町 1-1

ジュンク堂 名古屋栄店

明治安田生命名古屋ビル地下 2F~地下 1F
電話：052-212-5360

知立市

正文館書店 知立八ツ田店

八ツ田町曲り 57-1
電話：0566-85-2341

福岡県
福岡市

丸善 博多店
ジュンク堂書店 福岡店

博多区博多駅中央街 1-1 JR 博多シティ 8F
電話：092-413-5401
中央区大名 1-15-1
電話：092-738-3322

