
 　　※開催時期は変更になる場合があります。各店舗までお問合せください。

2019年12月上旬開催
書店名 住所 電話番号

石川県 金沢ビーンズ（明文堂書店 金沢県庁前本店） 金沢市鞍月5-158 076-239-4400

2019年12月下旬開催
書店名 住所 電話番号

石川県 文苑堂書店 示野本店 金沢市示野町80街区1 076-267-7007

2020年1月開催
書店名 住所 電話番号

岩手県 蔦屋書店 盛岡店 盛岡市本宮4-40-20 019-613-2588

宮城県 紀伊國屋書店 仙台店 仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール仙台長町 3階 022-308-9211

蔦屋書店 仙台泉店 仙台市泉区大沢2-12-4 022-772-2011

群馬県 喜久屋書店 太田店 太田市石原町81 イオンモール太田 2階 0276-47-8723

千葉県 幕張 蔦屋書店 千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール 1階 043-306-7361

神奈川県 紀伊國屋書店 横浜みなとみらい店 横浜市中区桜木町1-1-7 Ｃｏｌｅｔｔｅ・Ｍａｒｅ みなとみらい 5階 045-640-3081

富山県 喜久屋書店 高岡店 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 2階 0766-27-2455

文苑堂書店 富山豊田店 富山市豊田町2-8-14 076-433-8150

愛知県 三省堂書店 名古屋本店 名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 8階 052-566-6801

らくだ書店 本店 名古屋市千種区青柳町5-18 052-731-7161

京都府 大垣書店 イオンモール京都桂川店 京都市南区久世高田町376 イオンモール京都桂川店 1階 075-925-1717

大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールＫＹＯＴＯ Ｋａｅｄｅ館 2階 075-692-3331

ジュンク堂書店 京都店 京都市下京区四条通柳馬場東入ﾙ立売東町20-1 ステラ四条ビル 1階～5階 075-252-0101

丸善 京都本店 京都市中京区河原町三条下ﾙ2丁目山崎町251 京都ＢＡＬ 地下1階～地下2階 075-253-1599

大阪府 ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店ウイング館 7階 06-6626-2151

ジュンク堂書店 大阪本店 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ内 2～3階 06-4799-1090

ジュンク堂書店 天満橋店 大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール 7階 06-6920-3730

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店 大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町 地下1階～7階 06-6292-7383

奈良県 ジュンク堂書店 奈良店 奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー 4階 0742-36-0801

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ ガーデンパーク 和歌山店 和歌山市松江字向鵜ﾉ島1469-1 073-480-5900

岡山県 喜久屋書店 倉敷店 倉敷市水江1 イオンモール倉敷 2階 086-430-5450

広島県 紀伊國屋書店 広島店 広島市中区基町6-27 アクア広島センター街 6階 082-225-3232

福岡県 喜久屋書店 小倉店 北九州市小倉北区京町3-1-1 小倉駅前アイム 9階 093-514-1400

ジュンク堂書店 福岡店 福岡市中央区天神1-10-13 メディアモール天神 地下1階～4階 092-738-3322

佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店 佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン 佐賀2階 0952-36-8171

熊本県 蔦屋書店 嘉島 上益城郡嘉島町上島長池2232 096-235-2211

蔦屋書店 熊本三年坂 熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通 1階 096-212-9101

大分県 紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた 4階 097-515-5050

ジュンク堂書店 大分店 大分市中央町2-3-4 大分中央ＢＥＳＴビル 1階～5階 097-536-8181

鹿児島県 ブックスミスミ オプシアミスミ店 鹿児島市宇宿2-3-5 099-813-7012

沖縄県 ジュンク堂書店 那覇店 那覇市牧志1-19-29 Ｄ－ＨＡＮＡ 地下1階～3階 098-860-7175

2020年1月下旬開催
書店名 住所 電話番号

東京都 有隣堂 アトレ恵比寿店 渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 5階 03-5475-8384

大阪府 大垣書店 高槻店 高槻市芥川町1-2 C-115号 アクトアモーレ 1階 072-684-8700

兵庫県 ジュンク堂書店 三宮店 神戸市中央区三宮町1-6-18 078-392-1001

2020年2月開催
書店名 住所 電話番号

東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ 渋谷区神南1-21-3 渋谷ｍｏｄｉ 5階～7階 03-5784-3270

教文館 中央区銀座4-5-1 03-3561-8447

三省堂書店 神保町本店 千代田区神田神保町1-1 03-3233-3312

三省堂書店 有楽町店 千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館 1階～2階 03-5222-1200

新潟県 紀伊國屋書店 新潟店 新潟市中央区万代1-5-1 ＬＯＶＥＬＡ万代 6階 025-241-5281

富山県 紀伊國屋書店 富山店 富山市総曲輪3-8-6 総曲輪フェリオ ７階 076-491-7031

文苑堂書店 福田本店 高岡市福田43 0766-27-7800

長野県 未来屋書店 佐久平店 佐久市佐久平駅南11-10 イオンモール佐久平 2階 0267-66-3113

京都府 大垣書店 烏丸三条店 京都市中京区烏丸通三条上ﾙ御倉町85-1 ＫＤＸ烏丸ビル 1階 075-212-5050

大阪府 旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店 大阪市中央区難波5-1-60 なんばＣＩＴＹ本館 地下2階 06-6644-2551

紀伊國屋書店 本町店 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング 1階 06-4705-4556

ジュンク堂書店 上本町店 大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店 11階 06-6771-1005

兵庫県 ジュンク堂書店 芦屋店 芦屋市大原町9-1-304 ラポルテ東館 3階 0797-31-7440

奈良県 喜久屋書店 大和郡山店 大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山 2階 0743-55-2200

香川県 ジュンク堂書店 高松店 高松市常磐町1-3-1 瓦町ＦＬＡＧ 3階 087-832-0170

宮脇書店 本店 高松市丸亀町4-8 087-851-3733

福岡県 紀伊國屋書店 久留米店 久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米 2階 0942-45-7170

六本松 蔦屋書店 福岡市中央区六本松4-2-1 六本松421 2階 092-731-7760

【柴田書店　専門料理書フェア　開催店一覧】



ブックセンタークエスト 小倉本店 北九州市小倉北区馬借1-4-7 093-522-3914

長崎県 紀伊國屋書店 長崎店 長崎市元船町10-1 ゆめタウン夢彩都 4階 095-811-4919

鹿児島県 紀伊國屋書店 鹿児島店 鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 4階 099-812-7000

2020年2月中旬開催

宮城県 ジュンク堂書店 仙台ＴＲ店 仙台市青葉区中央3-6-1 仙台ＴＲビル 地下1階 022-265-5656

丸善 仙台アエル店 仙台市青葉区中央1-3-1 ＡＥＲ 1階 022-264-0151 

群馬県 ブックマンズアカデミー 太田店 太田市新井町502-2 0276-40-1900

愛知県 丸善 名古屋本店 名古屋市中区栄3-8-14 地下1階～7階 052-238-0320

大阪府 ジュンク堂書店 難波店 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル 3階 06-4396-4771

広島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店 廿日市市下平良2-2-1 ゆめタウン廿日市 3階 0829-70-4966

丸善 広島店 広島市中区胡町5-22 天満屋広島八丁堀ビル 7階～8階 082-504-6210

2020年2月下旬開催

岩手県 ジュンク堂書店 盛岡店 盛岡市大通2-8-14 ＭＯＳＳビル 3階～4階 019-601-6161

2020年3月開催

埼玉県 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 さいたま市大宮区大門町1-32 大宮高島屋 7階 048-640-3111

大阪府 紀伊國屋書店 梅田本店 大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 06-6372-5821

福岡県 丸善 博多店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 ＪＲ博多シティ 8階 092-413-5401

大分県 明林堂書店 大分本店 大分市王子南町35 097-573-3400

2020年3月下旬開催

東京都 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 渋谷店 渋谷区道玄坂2-24-1 東急百貨店本店 7階 03-5456-2111

2020年4月中旬開催

東京都 オリオン書房 ノルテ店 立川市曙町2-42-1 パークアベニュー 3階 042-522-1231

2020年4月下旬開催

鹿児島県 未来屋書店 鹿児島店 鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島 2階 099-210-3121

2020年5月上旬開催

富山県 清明堂書店 マリエ店 富山市桜町1-1-61 マリエとやま 5階 076-445-4566

2020.4.22 更新


