
フェア開始日 書店名 住所① 住所② 電話番号

函館　蔦屋書店 函館市石川町８５－１ 0138-47-3771

ジュンク堂書店　盛岡店 盛岡市大通２－８－１４ ＭＯＳＳビル３Ｆ・４Ｆ 019-601-6161

あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店 仙台市青葉区一番町４－５－１３ サンシャインビル１Ｆ 022-211-6961

蔦屋書店　仙台泉店 仙台市泉区大沢２－１２－４ 022-772-2011

みどり書房　福島南店 福島市黒岩字浜井場２４－１ 024-544-0373

みどり書房　桑野店 郡山市下亀田１６－１６ 024-939-0047

ブックマンズアカデミー　前橋店 前橋市大渡町２－３－１ 027-280-3322

丸善　丸の内本店 千代田区丸の内１－６－４ 丸の内ＯＡＺＯ内 03-5288-8881

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１Ｆ・２Ｆ 03-5222-1200

東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店 さいたま市緑区大門３７１０ イオンモール浦和美園店３Ｆ 048-812-2215

東京旭屋書店　新越谷店 越谷市南越谷１－１１－４ ＶＡＲＩＥ３Ｆ 048-985-5501

東京旭屋書店　志木店 新座市東北２－３８－１０ Ｓｔ．ＴＯＳＣＡ３Ｆ 048-487-6165

有隣堂　横浜駅西口店 横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ 045-311-6265

八重洲ブックセンター　京急上大岡店 横浜市港南区上大岡西１－６－１ 京急百貨店上大岡店６Ｆ 045-848-7383

あおい書店　川崎駅前店 川崎市川崎区駅前本町８ ＤＩＣＥビル４Ｆ 044-233-6518

ジュンク堂書店　新潟店 新潟市中央区笹口１－１ プラーカ１　１Ｆ・Ｂ１Ｆ 025-374-4411

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡市葵区鷹匠１－１－１ 新静岡セノバ５Ｆ 054-275-2777

マルサン書店　サントムーン店 駿東郡清水町玉川字芝添６１－２ 055-981-8855

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２075-692-3331

波屋書房 大阪市中央区千日前2-11-13 元ナンバ花月前 06-6641-5561

三省堂書店　ルクア大阪店 大阪市北区梅田３－１－３ ＬＵＣＵＡ９Ｆ 06-6347-0653

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

旭屋書店　京阪守口店 守口市河原町８－３ 京阪百貨店７Ｆ 06-6994-0318

丸善　八尾アリオ店 八尾市光町２－３ アリオ八尾３Ｆ 072-990-0291

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

旭屋書店　ららぽーと甲子園店 西宮市甲子園八番町１－１００ ららぽーと甲子園２Ｆ 0798-81-6790

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

喜久屋書店　小倉店 北九州市小倉北区京町３－１－１ ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍ９Ｆ 093-514-1400

アカデミア　サンリブシティ小倉店 北九州市小倉南区上葛原２－１４－１ サンリブシティ小倉２Ｆ 093-932-7711

蔦屋書店　宮崎高千穂通り 宮崎市橘通東４－８－１ カリーノ宮崎１Ｆ・２Ｆ 0985-61-6711

ジュンク堂書店　鹿児島店 鹿児島市呉服町６－５ マルヤガーデンズ５Ｆ・６Ｆ 099-216-8838

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

戸田書店　豊見城店 豊見城市豊崎１－４２０ 098-852-2511

ブックファースト　ボーノ相模大野店 相模原市南区相模大野３－２－１ ボーノ相模大野ＳＣ４Ｆ 042-702-3555

有隣堂　藤沢店 藤沢市南藤沢２－１－１ 名店ビル内 0466-26-1411

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 烏丸ビル１Ｆ 075-212-5050

ジュンク堂書店　秋田店 秋田市千秋久保田町４－２ 秋田フォーラスビル６Ｆ・７Ｆ 018-884-1370

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Ｂ１Ｆ 022-265-5656

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３Ｆ 022-308-9211

ＴＥＮＤＯ八文字屋 天童市鍬ノ町２－３－４３ 023-658-8811

ジュンク堂書店　郡山店 郡山市中町１３－１ うすい百貨店９Ｆ 024-927-0440

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

紀伊國屋書店　浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 浦和パルコ５Ｆ 048-871-2760

蔦屋書店　イオンモール幕張新都心 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043-306-7361

紀伊國屋書店　新宿南店 渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２ タカシマヤタイムズスクエア 03-5361-3301

オリオン書房　イオンモールむさし村山店 武蔵村山市榎１－１－３－３０１１ イオンモールむさし村山３Ｆ 042-567-6911

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５Ｆ 045-640-3081

有隣堂　厚木店 厚木市中町２－６ 三成ほていやビル 046-223-4111

カルコス　本店 岐阜市菅生８－７－２１ 058-294-7500

谷島屋　浜松本店 浜松市中区砂山町６－１ 浜松メイワン８Ｆ 053-457-4165
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ザ・リブレット　イオン千種店 名古屋市千種区千種２－１６－１３ イオン千種ショッピングセンター２Ｆ 052-745-8882

三省堂書店　名古屋高島屋店 名古屋市中村区名駅１－１－４ ＪＲ名古屋高島屋１１Ｆ 052-566-8877

本のがんこ堂　守山店 滋賀県守山市古高町福田393-19 077-582-7560

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20-1 075-252-0101

ブックファースト　京都店 京都市下京区四条通河原町北東角 コトクロス阪急河原町４階～５階 075-229-8500

喜久屋書店　阿倍野店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３１ アポロビル２Ｆ 06-6634-8606

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Ｂ１Ｆ～７Ｆ 06-6292-7383

ジュンク堂書店　梅田ヒルトンプラザ店 大阪市北区梅田１－８－１６ ヒルトンプラザイースト５Ｆ 06-6343-8444

旭屋書店　天王寺ＭｉＯ店 大阪市天王寺区悲田院町１０－３９ 天王寺ＭｉＯ９Ｆ 06-6773-0107

旭屋書店　イオンモールりんくう泉南店 泉南市りんくう南浜３－１２ イオンモールりんくう泉南２Ｆ 072-480-6503

大垣書店　高槻店 高槻市芥川町１－２　Ｃ－１１５号 072-684-8700

ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 西宮市高松町１４－２－４０５ 阪急西宮ガーデンズ４Ｆ 0798-62-6103

ブックファースト　エビスタ西宮店 西宮市田中町１－６ エビスタ西宮１Ｆ 0798-37-1661

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２Ｆ 0743-55-2200

旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店 生駒市鹿畑町３０２７ イオンモール奈良登美ケ丘３Ｆ 0743-70-1506

今井書店　錦町店 米子市錦町３－９０ 0859-37-6700

ジュンク堂書店　広島駅前店 広島市南区松原町９－１ 福屋広島駅前店１０Ｆ 082-568-3000

附家書店　国府店 徳島市国府町井戸字高池窪１２－１ 088-643-3233

附家書店　松茂店 板野郡松茂町中喜来前原東壱番越８－２ 088-683-4721

宮脇書店　新居浜本店 新居浜市前田町８－８ イオン新居浜ショッピングセンター１0897-31-0586

宮脇書店　高知大丸店 高知市帯屋町１－６－１ 高知大丸東館５Ｆ・６Ｆ 088-802-8954

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＳ　ＴＥＮＪＩＮ 福岡市中央区今泉１－２０－１７ 092-738-7200

福家書店　福岡木の葉モール橋本店 福岡市西区橋本２－２７－２ 木の葉モール橋本２Ｆ 092-407-2981

紀伊國屋書店　福岡本店 福岡市博多区博多駅中央街２－１ 博多バスターミナル６Ｆ 092-434-3100

ブックセンタークエスト　黒崎井筒屋店 北九州市八幡西区黒崎１－１－１ 黒崎井筒屋７Ｆ 093-643-5530

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１−４−７ 093-522-3912

紀伊國屋書店　佐賀店 佐賀市兵庫町兵庫北５－１４－１ ゆめタウン佐賀２Ｆ 0952-36-8171

蔦屋書店　嘉島 上益城郡嘉島町上島字長池２２３２ 096-235-2211

ジュンク堂書店　大分店 大分市中央町１－２－７ 大分フォーラス７Ｆ 097-536-8181

ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店 鹿児島市中町３－１５ ヴィストラルビル内 099-239-1221

文教堂書店　札幌すすきの店 札幌市中央区南四条西４－１ 札幌ラフィラ５Ｆ 011-520-3661

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３Ｆ 06-4396-4771

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１～３Ｆ 06-4799-1090

リブロ　池袋本店 豊島区南池袋１－２８－１ 西武池袋本店書籍館・別館 03-5949-2910

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 7F 076-491-7031

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

東京旭屋書店　船橋店 船橋市本町７－１－１ 東武百貨店船橋店５Ｆ 047-424-7331

教文館 中央区銀座４－５－１ 03-3561-8447

東京旭屋書店　池袋店 豊島区西池袋１－１－２５ 東武百貨店池袋店プラザ館７Ｆ 03-3986-0311

ジュンク堂書店　池袋本店 豊島区南池袋２－１５－５ 03-5956-6111

八重洲ブックセンター　日比谷シャンテ店 千代田区有楽町１－２－２ 日比谷シャンテ３Ｆ 03-6206-1771

紀伊國屋書店　横浜店 横浜市西区高島２－１８－１ そごう横浜店７Ｆ 045-450-5901

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Ｂ２Ｆ 06-6644-2551

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２Ｆ 0942-45-7170

紀伊國屋書店　熊本光の森店 菊池郡菊陽町光の森７－３３－１ ゆめタウン光の森２Ｆ 096-233-1700

旭屋書店　イオンモール宮崎店 宮崎市新別府町江口８６２－１－２３２ イオンモール宮崎２Ｆ 0985-60-3881
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