
2017年3月開催

書店名 〒 住所1 住所2 TEL

岩手県 ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 020-0866 盛岡市本宮4丁目40番20号 019-613-2588

大阪府 ジュンク堂書店難波店 556-0017 大阪市浪速区湊町１－２－３ マルイト難波ビル３Ｆ 06-4396-4771

旭屋書店天王寺ＭｉＯ店 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町１０－３９ 天王寺ＭｉＯ９Ｆ 06-6773-0107

ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店 545-8545 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 06-6626-2151

奈良県 喜久屋書店大和郡山店 639-1101 大和郡山市下三橋町７４１ イオンモール大和郡山２Ｆ 0743-55-2200

香川県 宮脇書店本店 760-0029 高松市丸亀町４－８ 087-851-3733

佐賀県 紀伊國屋書店佐賀店 849-0915 佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内２２ ゆめタウン佐賀２Ｆ 0952-36-8171

2017年2月開催

書店名 〒 住所1 住所2 TEL

栃木県 ビッグワンツタヤ今市店 321-1261 日光市今市１０９１－１ 0288-21-4800

東京都 紀伊國屋書店西武渋谷店 150-0042 渋谷区宇田川町21-1 03-5784-3561

ブックファースト新宿店 160-0023 新宿区西新宿1-7-3 モード学園コクーンタワー　Ｂ1・Ｂ2 03-5339-7611

八重洲ブックセンター 104-8456 中央区八重洲２－５－１ 中央区八重洲２－５－１ 03-3274-4870

有隣堂アトレ恵比寿店 150-0022 渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿5Ｆ 03-5475-8384

神奈川県 紀伊國屋書店横浜みなとみらい店 231-0062 横浜市中区桜木町１－１－７ Ｃｏｌｅｔｔｅ・ＭAｒｅみなとみらい５Ｆ 045-640-3081

静岡県 谷島屋浜松志都呂店 432-8069 浜松市西区志都呂2丁目37番1号 イオンモール浜松志都呂SC3階 053-415-1341

愛知県 ＭＡＲＵＺＥＮ名古屋本店 460-0008 名古屋市中区栄三丁目8番14号 052-238-0320

石川県 うつのみや金沢香林坊店 920-0961 金沢市香林坊2-1-1 香林坊東急スクエア　BF 076-234-8111

富山県 紀伊國屋書店富山店 930-0083 富山市総曲輪３－８－６ 総曲輪フェリオ７Ｆ 076-491-7031

新潟県 紀伊國屋書店新潟店 950-0088 新潟市中央区万代１－５－１ ラブラ万代６Ｆ 025-241-5281

大阪府 ジュンク堂書店梅田ヒルトンプラザ店 530-0001 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

ジュンク堂書店上本町店 543-8543 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

京都府 ＭＡＲＵＺＥＮ京都本店 604-8032 京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL地下1階・2階  075-253-1599

大垣書店烏丸三条店 604-8166 京都市中京区烏丸通三条上ル御倉町 烏丸ビル１Ｆ 075-212-5050

兵庫県 ジュンク堂書店三宮店 650-0021 神戸市中央区三宮町１－６－１８ 078-392-1001

ジュンク堂書店芦屋店 659-0092 芦屋市大原町９－１－３０４ ラポルテ東館３Ｆ 0797-31-7440

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店 663-8204 西宮市高松町１４－２－４０５ 阪急西宮ガーデンズ４Ｆ 0798-62-6103

広島県 ジュンク堂書店広島駅前店 732-0822 広島市南区松原町９－１ 福屋広島駅前店１０Ｆ 082-568-3000

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 735-8588 安芸郡府中町大須２－１－１－３０２２ 082-561-0770

紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店 738-0023 廿日市市下平良2-2-1 0829-70-4966

高知県 宮脇書店高知大丸店 780-8566 高知市帯屋町１－６－１ 高知大丸東館５Ｆ・６Ｆ 088-802-8954

福岡県 蔦屋書店イオンモール筑紫野 818-0042 筑紫野市立明寺４３４－１ 092-918-5757

紀伊國屋書店久留米店 839-0865 久留米市新合川１－２－１ ゆめタウン久留米２Ｆ 0942-45-7170

大分県 明林堂書店大分本店 870-0007 大分市王子南町３５ 097-573-3400

2017年1月開催

書店名 〒 住所1 住所2 TEL

宮城県 丸善仙台アエル店 980-6101 仙台市青葉区中央１－３－１ AＥＲ１Ｆ 022-264-0151

蔦屋書店仙台泉店 981-3137 仙台市泉区大沢2-12-4 022-772-2011

福島県 宮脇書店ヨークタウン野田店 960-8055 福島市野田町４－１－３ ヨークタウン野田店内 024-533-0600

東京都 紀伊國屋書店新宿本店 163-8636 新宿区新宿３－１７－７ 03-3354-0131

三省堂書店有楽町店 100-0006 千代田区有楽町２－１０－１ 東京交通会館 03-5222-1200

丸善丸の内本店 100-8203 千代田区丸の内1-6-4  オアゾ 03-5288-8881

千葉県 蔦屋書店イオンモール幕張新都心 261-0024 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

群馬県 喜久屋書店太田店 373-0808 太田市石原町８１ イオンモール太田２Ｆ 0276-47-8723

茨城県 蔦屋書店ひたちなか店 312-0005 茨城県 ひたちなか市新光町30-4 029-265-2300

ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店 305-0817 つくば市研究学園Ｃ５０街区１ イーアスつくば３Ｆ 029-868-7407

埼玉県 蔦屋書店フォレオ菖蒲店 346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲寺田６００６－１ 0480-87-0800

静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店新静岡店 420-0839 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 411-0902 駿東郡清水町玉川字芝添６１－２ 055-981-8855

新潟県 ジュンク堂書店新潟店 950-0911 新潟市中央区笹口１－１ プラーカ１１Ｆ・Ｂ１Ｆ 025-374-4411

蔦屋書店新発田店 957-0063 新発田市新栄町２－４－１０ 0254-27-1372

富山県 喜久屋書店高岡店 933-0813 高岡市下伏間江３８３番地 0766-27-2455

京都府 大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都市南区八条通西洞院下ル九条鳥居口町 イオンモールＫＹＯＴＯＫAｅｄｅ館２Ｆ 075-692-3331

大垣書店イオンモール京都桂川店 601-8211 京都市南区久世高田町３７６-1 イオンモール京都桂川店１Ｆ 075-925-1717

大阪府 ジュンク堂書店天満橋店 540-0032 大阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪シティモール７Ｆ 06-6920-3730

旭屋書店なんばＣＩＴＹ店 542-0076 大阪市中央区難波５－１－６０ なんばＣＩＴＹＢ２ 06-6644-2551

大垣書店高槻店 569-1123 高槻市芥川町１－２Ｃ－１１５号 072-684-8700

喜久屋書店阿倍野店 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３１ アポロビル２Ｆ 06-6634-8606

徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 771-1202 板野郡藍住町奥野東中須８８－１ ゆめタウン徳島２Ｆ 088-692-0513

岡山県 喜久屋書店倉敷店 710-0802 倉敷市水江１ イオンモール倉敷２Ｆ 086-430-5450

福岡県 丸善博多店 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街１－１ アミュプラザ博多８Ｆ 092-413-5401

喜久屋書店小倉店 802-0002 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 800-0255 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

大分県 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店 870-0831 大分市要町１－１４ アミュプラザおおいた４Ｆ 097-515-5050

宮崎県 蔦屋書店宮崎高千穂通り 880-0805 宮崎市橘通東４－８－１ カリーノ宮崎１Ｆ 0985-61-6711

熊本県 蔦屋書店熊本三年坂 860-0801 熊本市中央区安政町１－２ カリーノ下通店１Ｆ 096-212-9111

※開催期間は各店舗により異なります。開催書店にご確認の上、ご来店ください。

【専門料理書フェア実施店一覧　】


