【柴田書店 専門料理書フェア 開催店一覧】
2017年12月下旬開催
書店名
東京都
三省堂書店 有楽町店
千葉県
蔦屋書店 イオンモール幕張新都心

〒
100-0006
261-0024

住所1
千代田区有楽町２－１０－１
千葉市美浜区豊砂1-1

住所2
東京交通会館１Ｆ・２Ｆ
イオンモール幕張新都心グランドモール1階

TEL
03-5222-1200
043-306-7361

2018年1月開催
書店名
北海道
紀伊國屋書店 札幌本店
コーチャンフォー 新川通り店
岩手県
ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
群馬県
ブックマンズアカデミー 太田店
東京都
紀伊國屋書店 新宿本店
三省堂書店 池袋本店
丸善 丸の内本店
八重洲ブックセンター 本店
神奈川県 紀伊國屋書店 横浜みなとみらい店
富山県
喜久屋書店 高岡店
石川県
金沢ビーンズ明文堂
KaBoS 大桑店
静岡県
マルサン書店 サントムーン店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
大阪府
旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店
旭屋書店 天王寺ＭｉＯ店
紀伊國屋書店 梅田本店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 難波店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
京都府
大垣書店 イオンモール京都桂川店
大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店
ジュンク堂書店 京都店
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
奈良県
ジュンク堂書店 奈良店
兵庫県
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
鳥取県
今井書店 錦町店
岡山県
喜久屋書店 倉敷店
広島県
エディオン 蔦屋家電
愛媛県
ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 重信店
福岡県
喜久屋書店 小倉店
ジュンク堂書店 福岡店
長崎県
紀伊國屋書店 長崎店
熊本県
蔦屋書店 熊本三年坂
大分県
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
宮崎県
蔦屋書店 宮崎高千穂通り
鹿児島県 ジュンク堂書店 鹿児島店
沖縄県
ジュンク堂書店 那覇店

〒
060-0005
001-0923
020-0866
373-0852
163-8636
171-0022
100-8203
104-8456
231-0062
933-0813
920-8203
921-8045
411-0902
420-0839
542-0076
543-0055
530-0012
530-0011
540-0032
556-0017
530-0013
601-8211
601-8417
600-8005
604-8032
631-0821
663-8204
683-0811
710-0802
732-0822
791-0216
802-0002
810-0001
850-0035
860-0801
870-0831
880-0805
892-0826
900-0013

住所1
札幌市中央区北五条西５－７
札幌市北区新川三条１８丁目１－１
盛岡市本宮4丁目40番20号
太田市新井町５０２－２
新宿区新宿３－１７－７
豊島区南池袋1-28-1
千代田区丸の内１－６－４
中央区八重洲2-5-1
横浜市中区桜木町１－１－７
高岡市下伏間江３８３
金沢市鞍月５－１５８
金沢市大桑3-176
駿東郡清水町玉川字芝添６１－２
静岡市葵区鷹匠１－１－１
大阪市中央区難波５－１－６０
大阪市天王寺区悲田院町１０－３９
大阪市北区芝田１－１－３
大阪市北区大深町４－２０
大阪市中央区天満橋京町１－１
大阪市浪速区湊町１－２－３
大阪市北区茶屋町７－２０
京都市南区久世高田町３７６-1
京都市南区八条通西洞院下ル九条鳥居口町
京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町
京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251
奈良市西大寺東町2丁目4-1
西宮市高松町１４－２－４０５
米子市錦町３－９０
倉敷市水江１
広島市南区松原町3番1-1号
東温市野田3丁目1-13
北九州市小倉北区京町３－１－１
福岡市中央区天神１－１０－１３
長崎市元船町１０－１
熊本市中央区安政町１－２
大分市要町１－１４
宮崎市橘通東４－８－１
鹿児島市呉服町６－５
那覇市牧志１－１９－２９

住所2
ｓAｐｐｏｒｏ５５

TEL
011-231-2131
011-769-4000
019-613-2588
0276-40-1900
03-3354-0131
03-6864-8900
03-5288-8881
03-3274-4870
045-640-3081
0766-27-2455
076-239-4400
076-226-1170
055-981-8855
054-275-2777
06-6644-2551
06-6773-0107
06-6372-5821
06-7730-8451
06-6920-3730
06-4396-4771
06-6292-7383
075-925-1717
075-692-3331
075-252-0101
075-253-1599
0742-36-0801
0798-62-6103
0859-37-6700
086-430-5450
082-264-6511
089-909-9588
093-514-1400
092-738-3322
095-811-4919
096-212-9111
097-515-5050
0985-61-6711
099-216-8838
098-860-7175

2018年2月開催
書店名
北海道
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
青森県
紀伊國屋書店 弘前店
宮城県
ジュンク堂書店 仙台ＴＲ店
蔦屋書店 仙台泉店
丸善 仙台アエル店
茨城県
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
群馬県
紀伊國屋書店 前橋店
東京都
ジュンク堂書店 池袋本店
くまざわ書店 錦糸町店
ブックファースト 新宿店
神奈川県 島森書店 鎌倉店
新潟県
紀伊國屋書店 新潟店
蔦屋書店 新発田店
富山県
紀伊國屋書店 富山店
石川県
うつのみや 金沢香林坊店
静岡県
マルサン書店 仲見世店
愛知県
三省堂書店 名古屋本店
ジュンク堂書店 名古屋栄店
ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店
京都府
大垣書店 烏丸三条店
ブックファースト 京都店
大阪府
ジュンク堂書店 上本町店
ジュンク堂書店 梅田ヒルトンプラザ店
ジュンク堂書店 大阪本店
大垣書店 高槻店
奈良県
喜久屋書店 大和郡山店
兵庫県
喜久屋書店 神戸南店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 三宮店
和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ ガーデンパーク店
広島県
紀伊國屋書店 広島店
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店
丸善 広島店
香川県
宮脇書店 本店
ジュンク堂書店 高松店
福岡県
ブックセンタークエスト 小倉本店
紀伊國屋書店 久留米店
丸善 博多店

〒
060-0061
036-8182
980-0021
981-3137
980-6101
305-0817
371-0801
171-0022
130-0013
160-0023
248-0006
950-0088
950-0150
930-0083
920-0961
410-0801
450-6608
460-0004
460-0008
304-8166
600-0001
543-8543
530-0001
530-0003
569-1123
639-1101
652-0844
651-0096
650-0021
641-0051
730-0011
738-0023
730-8540
760-0029
760-0054
802-0077
839-0865
812-0012

住所1
札幌市中央区南一条西１－８－２
弘前市土手町１２６
仙台市青葉区中央３－６－１
仙台市泉区大沢2-12-4
仙台市青葉区中央１－３－１
つくば市研究学園Ｃ５０街区１
前橋市文京町２－１－１
豊島区南池袋２－１５－５
墨田区錦糸２－２－１
新宿区西新宿１－７－３
鎌倉市小町１－９－３
新潟市中央区万代１－５－１
新潟市江南区下早通柳田１－１－１
富山市総曲輪３－８－６
金沢市香林坊2-1-1
沼津市大手町５－３－１３
名古屋市中村区名駅1-1-3
名古屋市中区新栄町1-1
名古屋市中区栄三丁目8番14号
京都市中京区烏丸通三条上ル御倉町
京都市下京区四条通河原町北東角
大阪市天王寺区上本町６－１－５５
大阪市北区梅田１－８－１６
大阪市北区堂島１－６－２０
高槻市芥川町１－２Ｃ－１１５号
大和郡山市下三橋町７４１
神戸市兵庫区中之島2-1-1
神戸市中央区雲井通６－１－１５
神戸市中央区三宮町１－６－１８
和歌山市西高松１－７－８８
広島市中区基町６－２７
廿日市市下平良2-2-1
広島市中区胡町５－２２
高松市丸亀町４－８
高松市常磐町1-3-1
北九州市小倉北区馬借１－４－７
久留米市新合川１－２－１
福岡市博多区博多駅中央街１－１

住所2
丸井今井南館内

丸の内ＯAＺＯ内
Ｃｏｌｅｔｔｅ・ＭAｒｅみなとみらい５Ｆ
イオンモール高岡２Ｆ

新静岡セノバ５Ｆ
なんばＣＩＴＹＢ２
天王寺ＭｉＯ９Ｆ
阪急三番街
グランフロント大阪南館６Ｆ
京阪シティモール７Ｆ
マルイト難波ビル３Ｆ
チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ
イオンモール京都桂川店１Ｆ
イオンモールＫＹＯＴＯＫAｅｄｅ館２Ｆ
２０－１
京都BAL地下1階・2階
ならファミリー4階
阪急西宮ガーデンズ４Ｆ
イオンモール倉敷２Ｆ
EKICITY
ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍ９Ｆ
メディアモール天神Ｂ１Ｆ～４Ｆ
夢彩都４Ｆ
カリーノ下通店１Ｆ
アミュプラザおおいた４Ｆ
カリーノ宮崎１Ｆ
マルヤガーデンズ５Ｆ・６Ｆ
ＤｎAｈA内

仙台ＴＲビルＢ１Ｆ
AＥＲ１Ｆ
イーアスつくば３Ｆ
けやきウォーク前橋１Ｆ
アルカキット錦糸町９Ｆ
モード学園コクーンタワーＢ１Ｆ
ラブラ万代６Ｆ
イオンモール新潟南２Ｆ
総曲輪フェリオ７Ｆ
香林坊東急スクエア BF
タカシマヤ ゲートタワーモール8F
明治安田生命名古屋ビル地下
烏丸ビル１Ｆ
コトクロス阪急河原町４階～５階
近鉄百貨店上本町店内
ヒルトンプラザイースト５Ｆ
堂島アバンザ内１～３Ｆ
イオンモール大和郡山２Ｆ
イオンモール神戸南2F
サンシティビル７Ｆ
広島センタービル６Ｆ
天満屋広島八丁堀ビル７Ｆ・８Ｆ
瓦町FLAG 7階
ゆめタウン久留米２Ｆ
アミュプラザ博多８Ｆ

TEL
011-223-1911
0172-36-4511
022-265-5656
022-772-2011
022-264-0151
029-868-7407
027-220-1830
03-5956-6111
03-5610-3034
03-5339-7611
0467-22-0266
025-241-5281
025-381-9100
076-491-7031
076-234-8111
055-963-0350
052-566-6801
052-212-5360
052-238-0320
075-212-5050
075-229-8500
06-6771-1005
06-6343-8444
06-4799-1090
072-684-8700
0743-55-2200
078-599-7345
078-252-0777
078-392-1001
073-435-0106
082-225-3232
0829-70-4966
082-504-6210
087-851-3733
087-832-0170
093-522-3914
0942-45-7170
092-413-5401

佐賀県
大分県
鹿児島県
沖縄県

蔦屋書店 イオンモール筑紫野
ＴＳＵＴＡＹＡ 天神駅前福岡ビル店
紀伊國屋書店 佐賀店
ジュンク堂書店 大分店
明林堂書店 大分本店
ブックスミスミ オプシア店
ＭＡＲＵＺＥＮ 天文館店
戸田書店 豊見城店

2018年3月開催
書店名
高知県
宮脇書店 高知大丸店
熊本県
金龍堂 まるぶん店

818-0042
810-0001
849-0915
870-0035
870-0007
890-0073
892-0827
901-0225

筑紫野市立明寺４３４－１
福岡市中央区天神１－１１－１７
佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内２２
大分市中央町１－２－７
大分市王子南町３５
鹿児島市宇宿２－３－５
鹿児島市中町３－１５
豊見城市豊崎１－４２０

〒
780-8566
860-0845

住所1
高知市帯屋町１－６－１
熊本市中央区上通町５－１

福岡ビル３Ｆ
ゆめタウン佐賀２Ｆ
大分フォーラス７Ｆ
ヴィストラルビル内

住所2
高知大丸東館５Ｆ・６Ｆ

092-918-5757
092-717-6001
0952-36-8171
097-536-8181
097-573-3400
099-813-7012
099-239-1221
098-852-2511
TEL
088-802-8954
096-356-4733

