
2020年12月中旬開催

書店名 住所 電話番号

群馬県 未来屋書店 高崎店 高崎市棟高町1400　イオンモール高崎 2階 027-372-7344

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

TSUTAYA 三軒茶屋店 世田谷区太子堂4-1-1　キャロットタワー 2階 03-5431-7788

2021年1月上旬開催

書店名 住所 電話番号

北海道 くまざわ書店 アリオ札幌店 札幌市東区北7条東9-2-20　アリオ札幌 3階 011-750-9225

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

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

栃木県 くまざわ書店 アシコタウン店 足利市大月町3-2　アシコタウンあしかがモール棟 2階 0284-44-7330

群馬県 くまざわ書店 伊勢崎店 伊勢崎市西小保方町368　SMARK伊勢崎 2階 0270-70-5510

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　大宮高島屋ビル 7階 048-640-3111

くまざわ書店 ふじみ野店 ふじみ野市福岡2-1-6　イオンタウンふじみ野 3階 049-278-5500

くまざわ書店 上里店 児玉郡上里町大字七本木2272-1　ウニクス上里 1階 0495-35-0007

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

くまざわ書店 モラージュ柏店 柏市大山台2-3-1　モラージュ柏Ⅱ 2階 04-7137-6500

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

三省堂書店 池袋本店 豊島区南池袋1-28-1　西武池袋本店　別館 地下1階・書籍館 03-6864-8900

三省堂書店 神保町本店 千代田区神田神保町1-1　 03-3233-3312

ブックファースト 中野店 中野区中野4丁目3-1　中野サンクォーレ 1階～2階 03-3319-5161

文教堂　広尾店 港区南麻布4-1-29　広尾ガーデン 2階 03-5475-1316

くまざわ書店 船堀店 江戸川区船堀4-1-1　タワーホール 1階 03-5605-9881

くまざわ書店 京王八王子店 八王子市明神町3-27-1　京王ショッピングセンター 9階 042-631-0011

くまざわ書店 武蔵小金井北口店 小金井市本町5-11-2　ドン･キホーテ小金井駅前店 地下1階 042-385-2351

神奈川県 くまざわ書店 能見台店 横浜市金沢区能見台東3-1　イトーヨーカドー能見台店 2階 045-783-3500

くまざわ書店 長津田店 横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1　アピタ長津田店 1階 045-988-0870

くまざわ書店 さぎ沼店 川崎市宮前区鷺沼1-1　フレルさぎ沼 4階 044-870-1660

新潟県 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 地下1階～1階 025-374-4411

くまざわ書店 新潟亀田店 新潟市江南区鵜ノ子4-466　アピタ新潟亀田店 2階 025-381-8863

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

文苑堂書店 福田本店 富山県高岡市福田43　 0766-27-7800

山梨県 戸田書店 山梨中央店 中央市下河東3053-1　イオンタウン山梨中央内 055-278-6811

くまざわ書店 双葉店 甲斐市志田字柿木645-1　ラザウォーク甲斐双葉 1階 0551-28-8761

長野県 TSUTAYA 北松本店 松本市渚1-7-1　 0263-24-1258

静岡県 くまざわ書店 三島店 三島市中田町9-30　日清プラザ/イトーヨーカドー 3階 055-981-6941

くまざわ書店 沼津店 沼津市大手町1-1-1　沼津駅ビルアントレ 2階 055-954-6980

愛知県 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KYOTO店 京都市南区八条通西洞院下ル　Kaede館 2階 075-692-3331

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　 075-925-1717

丸善 京都本店 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～地下2階 075-253-1599

ACADEMIA けいはんな店 相楽郡精華町精華台9-2-4　アピタタウン 1階 0774-98-4053

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 地下2階 06-6644-2551

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

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 大阪市北区大深町4-20　グランフロント大阪 06-7730-8451

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

ジュンク堂書店 松坂屋高槻店 高槻市紺屋町2-1　松坂屋高槻店 4階 072-686-5300

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

【柴田書店　専門料理書フェア　開催店一覧】

 ※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。

tel:03-6864-8900
tel:06-7730-8451


2021年1月上旬開催

書店名 住所 電話番号

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　　

啓文社岡 山本店 岡山市北区下中野377-1　 086-805-1123

山口県 くまざわ書店 下関店 下関市竹崎町4-4-7　シーモール 4階 083-228-0401

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 7階 093-514-1400

ACADEMIA サンリブ小倉店 北九州市小倉南区上葛原2-14-1　サンリブシティ小倉 2階 093-932-7711

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 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232　 096-235-2211

大分県 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 鹿児島市宇宿2-3-5　1階 099-813-7012

沖縄県 くまざわ書店 那覇店 那覇市字金城5-10-2　イオン那覇ショッピングセンター 3階 098-852-1312

2021年1月中旬開催

書店名 住所 電話番号

埼玉県 未来屋書店 羽生店 羽生市川崎2-281-3　 048-563-3063

東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA 渋谷区神南1-21-3　渋谷modi内 5階～6階 03-5784-3270

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

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

2021年1月下旬開催

書店名 住所 電話番号

岩手県 MORIOKA TSUTAYA 盛岡市本宮4-40-20 019-613-2588

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 

2021年2月上旬開催

書店名 住所 電話番号

北海道 函館 蔦屋書店 函館市石川町85-1　 0138-47-2600

江別 蔦屋書店 江別市牧場町14-1　 011-375-6688

宮城県 蔦屋書店 仙台泉店 仙台市泉区大沢2-12-4 022-772-2011

東京都 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

ジュンク堂書店 吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町1-11-5　コピス吉祥寺B館 6階～7階 0422-28-5333

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 025-241-5281

石川県 金沢ビーンズ 明文堂書店 金沢市鞍月5-158 076-239-4400

長野県 未来屋書店 佐久平店 佐久市佐久平駅南11-10 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 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 2階～3階 06-4799-1090

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

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

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

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

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

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

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

香川県 宮脇書店 本店 高松市丸亀町4-8　 087-851-3733

福岡県 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　 093-522-3924 

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

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

熊本県 蔦屋書店 熊本三年坂 熊本市中央区安政町1-2　 096-212-9101

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

2021年2月中旬開催

書店名 住所 電話番号

神奈川県 島森書店 鎌倉本店 鎌倉市小町1-9-3 0467-22-0266

福岡県 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 6階 092-434-3100

https://store.kinokuniya.co.jp/store/saga-store/?type=details
tel:0952-36-8171


2021年2月下旬開催

書店名 住所 電話番号

福岡県 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

2021年3月上旬開催

書店名 住所 電話番号

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 

京都府 大垣書店 四条店 京都市中京区烏丸通四条上ル　京都御幸ビル 2階 075-253-0111

大阪府 紀伊國屋書店 天王寺ミオ店 大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺ミオ本館 9階 06-6776-7091

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

丸善 広島店 広島市中区胡町5-22　天満屋八丁堀ビル 7階～8階 082-504-6210

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

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

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


