
法人名 店名 〒 住所１ 住所２ ＴＥＬ

くまざわ書店 くまざわ書店　全店
文真堂書店 文真堂書店新井店 373-0852 群馬県 大田市新井町５６５－１ 0276-45-3560
文真堂書店 文真堂書店大間々店 376-0101 群馬県 みどり市大間々町大間々９－１ 0277-73-0808
文真堂書店 文真堂書店上原店 378-0051 群馬県 沼田市上原町１７５６－２３ 0278-22-1666
文真堂書店 文真堂書店北越谷店 343-0025 埼玉県 越谷市大沢３－４－２１ 048-976-2288
文真堂書店 文真堂書店原町店 377-0801 群馬県 吾妻郡東吾妻町原町７１９－１ 0279-68-2264
文真堂書店 文真堂書店幸手店 340-0155 埼玉県 幸手市上高野１４０６ 0480-44-4455
文真堂書店 文真堂書店足利助戸店 326-0044 栃木県 足利市助戸１－６７０－１ 0284-41-4445
文真堂書店 文真堂書店倉賀野店 370-1201 群馬県 高崎市倉賀野町５５５－１ 027-346-6997
文真堂書店 文真堂書店渋川中央店 377-0007 群馬県 渋川市石原１３－１ 0279-23-5050
文真堂書店 文真堂書店阿左美店 379-2311 群馬県 みどり市笠懸町阿佐美５９１－１ 0277-77-1239
文真堂書店 文真堂書店上中居店 370-0851 群馬県 高崎市上中居町８７１－１ 027-353-2604
文真堂書店 文真堂書店小出店 371-0037 群馬県 前橋市上小出町２－５－６ 027-233-3381
文真堂書店 文真堂書店大泉店 370-0514 群馬県 邑楽郡大泉町朝日３－１６－１１ 0276-63-6773
文真堂書店 文真堂書店秩父黒谷店 368-0001 埼玉県 秩父市黒谷１１９８－１ 0494-25-5088
文真堂書店 文真堂書店片貝店 371-0013 群馬県 前橋市西片貝町１－２３２ 027-234-1155
文真堂書店 文真堂書店相生店 376-0011 群馬県 桐生市相生町２－３７５－３ 0277-52-3807
文真堂書店 文真堂書店大胡店 371-0231 群馬県 前橋市堀越町３５１－４ 027-283-7757
文真堂書店 文真堂書店安中店 379-0132 群馬県 安中市高別当４０６ 027-381-2585
文真堂書店 文真堂書店小桑原店 374-0037 群馬県 館林市小桑原町９４９－１ 0276-75-3618
文真堂書店 文真堂書店葉鹿店 326-0143 栃木県 足利市葉鹿町１－２４－１ 0284-64-0405
文真堂書店 文真堂書店関根店 371-0047 群馬県 前橋市関根町３６３ 027-235-4161
文真堂書店 文真堂書店群馬町店 370-3524 群馬県 高崎市中泉町６２９－４ 027-372-4444
文真堂書店 文真堂書店一の宮店 370-2452 群馬県 富岡市一の宮１７２５ 0274-64-3106
文真堂書店 文真堂書店草加舎人店 340-0032 埼玉県 草加市遊馬町２－１ 048-925-1113
文真堂書店 ブックマンズアカデミー高崎店 370-0069 群馬県 高崎市飯塚町１１５０－５ウニクス高崎２Ｆ 027-370-6166
文真堂書店 文真堂書店ビバモール本庄店 367-0053 埼玉県 本庄市中央２?４?６０ビバモール本庄店２Ｆ 0495-71-9025
文真堂書店 文真堂書店足立花畑店 121-0061 東京都 足立区花畑５－１３－２ベルクスモール足立花畑２Ｆ 03-3858-7011
文真堂書店 ブックマンズアカデミー太田店 373-0852 群馬県 太田市新井町５０２－２ 0276-40-1900
文真堂書店 ブックマンズアカデミー前橋店 371-0854 群馬県 前橋市大渡町２－３－１ 027-280-3322
今井書店 今井書店　スタジオワンダーゆめタウン出雲店 693-0063 島根県 出雲市大塚町６５０－１ゆめタウン出雲店　２Ｆ 0853-24-6041
今井書店 今井書店グループセンター店スタジオワンダー 690-0058 島根県 松江市田和山町８８ 0852-20-8686
今井書店 今井書店吉成店サウンドスタジアム 680-0874 鳥取県 鳥取市叶３１０ 0857-51-7060
今井書店 今井書店湖山メディア館 680-0942 鳥取県 鳥取市湖山町東４－８２ 0857-38-9221
今井書店 本の学校メディア館 683-0801 鳥取県 米子市新開２－４－１ 0859-31-5002
今井書店 今井書店スタジオワンダーイオンモール日吉津店 689-3553 鳥取県 西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１ 0859-21-8885 
明屋書店 明屋書店平井店 791-0243 愛媛県 松山市平井町甲２３５２ 089-976-6151
明屋書店 明屋書店石井店 791-1105 愛媛県 松山市北井門２丁目２０－３２ 089-957-6151
明屋書店 明屋書店空港通り店 791-0054 愛媛県 松山市空港通り３－１０－３ 089-973-4844
明屋書店 明屋書店ＭＥＧＡ平田店 791-8001 愛媛県 松山市平田町８１番地１ 089-978-0600
明屋書店 明屋書店中央通店 791-8015 愛媛県 松山市中央２－６６番地１ 089-925-4343
明屋書店 明屋書店松前店 791-3110 愛媛県 伊予郡松前町浜萱田１０９１ー１ 089-985-0808
明屋書店 明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店 792-0035 愛媛県 新居浜市西の土居町１丁目１－２３ 0897-36-4455
明屋書店 明屋書店新居浜松木店 792-0829 愛媛県 新居浜市松木町５－４１ 0897-41-3535
明屋書店 明屋書店川東店 792-0886 愛媛県 新居浜市郷１－３－１１ 0897-33-4121
明屋書店 明屋書店西条福武店 793-0035 愛媛県 西条市福武甲４４３ 0897-53-1717
明屋書店 明屋書店西条本店 793-0021 愛媛県 西条市神拝乙１４１ 0897-52-1822
明屋書店 明屋書店東予店 799-1371 愛媛県 西条市周布３３６－８ 0898-64-5533
明屋書店 明屋書店川之江店 799-0113 愛媛県 四国中央市妻鳥町１６６２番地１ 0896-58-8787
明屋書店 明屋書店今治本店 794-0063 愛媛県 今治市片山２－６－２２ 0898-25-2001
明屋書店 明屋書店喜田村店 799-1506 愛媛県 今治市東村１－１－３０ 0898-47-3311
明屋書店 明屋書店今治別宮店 794-0026 愛媛県 今治市別宮町７－２７－１ 0898-24-2255
明屋書店 明屋書店大洲店 795-0064 愛媛県 大洲市東大洲６６１－２ 0893-25-1313
明屋書店 明屋書店内子店 791-3301 愛媛県 喜多郡内子町内子甲５２６ 0893-43-1011
明屋書店 明屋書店宇和店 797-0018 愛媛県 西予市宇和町下松葉５２２ 0894-62-3500
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明屋書店 明屋書店八幡浜店 796-0010 愛媛県 八幡浜市松柏乙９５８ 0894-29-1600
明屋書店 明屋書店宇和島明倫店 798-0080 愛媛県 宇和島市新田町２－２－１ 0895-23-1118
明屋書店 明屋書店広見店 798-1355 愛媛県 北宇和郡鬼北町芝４１ 0895-45-3737
明屋書店 明屋書店四万十川店 787-0019 高知県 四万十市具同３７０ 0880-37-5757
明屋書店 明屋書店フジ宿毛店 788-0000 高知県 宿毛市宿毛５３８０－１ 0880-63-6666
明屋書店 明屋書店南宇和店 798-4110 愛媛県 南宇和郡愛南町御荘平城３７３０－１ 0895-72-6565
明屋書店 明屋書店下松店 744-0019 山口県 下松市桜町３－１４－３０ 0833-45-1414
明屋書店 明屋書店南岩国店 740-0034 山口県 岩国市南岩国町３－８ 0827-34-1155
明屋書店 明屋書店光店 743-0022 山口県 光市虹ヶ浜１－４－１０ 0833-74-0700
明屋書店 明屋書店富田店 746-0012 山口県 周南市政所２－１１－１ 0834-63-1919
明屋書店 明屋書店今宿店 745-0062 山口県 周南市月丘町４－１９ 0834-32-3954
明屋書店 明屋書店柳井店 742-0032 山口県 柳井市大字古開作６５１－３ 0820-23-4987
明屋書店 明屋書店緑町店 747-0026 山口県 防府市緑町１－４－２０ 0835-21-0910
明屋書店 明屋書店宮野店 753-0011 山口県 山口市宮野下２８８５番地７ 083-932-0921
明屋書店 明屋書店ＭＥＧＡ大内店 753-0251 山口県 山口市大内千坊二丁目１６番２１号 083-933-0707
明屋書店 明屋書店小郡店 754-0002 山口県 山口市小郡下郷７８５－１ 083-972-6456
明屋書店 明屋書店東岐波店 755-0241 山口県 宇部市大字東岐波字大津出５６０９番地１ 0836-58-2401
明屋書店 明屋書店厚狭店 757-0001 山口県 山陽小野田市厚狭埴生田４６０－１ 0836-72-0053
明屋書店 明屋書店長門店 759-4101 山口県 長門市東深川字丁ヶ坪８５０ 0837-22-3021
明屋書店 明屋書店萩店 758-0025 山口県 萩市土原字川島沖田４７４ 0838-24-1212
明屋書店 明屋書店浜松渡瀬店 435-0036 静岡県 浜松市南区南区渡瀬町８０４－１ 053-468-6622
明屋書店 明屋書店下関長府店 752-0928 山口県 下関市長府才川２－１２－７ 0832-48-1144
明屋書店 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 751-0869 山口県 下関市伊倉新町２丁目３番１５号 083-250-2525
明屋書店 ブックスユートピア野間店 664-0875 兵庫県 伊丹市野間北３丁目２番２号 072-770-2100
明屋書店 明屋書店高城店 870-0153 大分県 大分市城東町１０－１４ 097-551-1100
明屋書店 明屋書店賀来店 870-0848 大分県 大分市賀来北２－９－１５ 097-548-7373
明屋書店 明屋書店フリーモールわさだ店 870-1161 大分県 大分市大字木上字鉾手２１０３ 097-586-1441
明屋書店 明屋書店臼杵野田店 875-0062 大分県 臼杵市大字野田２０５ 0972-64-7171
明屋書店 明屋書店日田店 877-0000 大分県 日田市十二町５８５－４ 0973-27-5335
明屋書店 明屋書店コスモタウン佐伯店 876-0047 大分県 佐伯市鶴岡西町２丁目１９９番地 0972-20-5959
明屋書店 明屋書店中津本店 871-0011 大分県 中津市下池永滝ノ呼１２４－１ 0979-24-1221
明屋書店 明屋書店中央町店 871-0024 大分県 中津市中央町２－７－５１ 0979-23-2266
明屋書店 明屋書店宇佐店 879-0456 大分県 宇佐市辛島字３３番地１ 0978-33-4646
明屋書店 明屋書店豊後高田店 879-0617 大分県 豊後高田市高田１９４０ 0978-22-1414
明屋書店 明屋書店豊前店 828-0052 福岡県 豊前市大字塔田７６８－１ 0979-82-8588
明屋書店 明屋書店小倉南店 802-0822 福岡県 北九州市小倉南区横代東町１－１－２４ 093-961-8081
明屋書店 明屋書店小倉沼新町店 800-0218 福岡県 北九州市小倉南区沼新町１丁目３番１６号 093-474-8080
明屋書店 明屋書店宗像店 811-4184 福岡県 宗像市くりえいと１丁目４－６ 0940-38-0280
明屋書店 明屋書店行橋行事店 824-0001 福岡県 行橋市行事２丁目１４番地１１号 09302-5-1110
明屋書店 明屋書店伊加利店 825-0001 福岡県 田川市大字伊加利２０１１ 0947-45-5625
明屋書店 明屋書店川内店 895-0072 鹿児島県 薩摩川内市中郷２丁目１番３号 0996-22-2700
明屋書店 サンロード明屋書店錦店 868-0303 熊本県 球磨郡錦町西打越７１５－３２サンロードシティー内 0966-38-4011
明屋書店 サンロード明屋書店免田店 868-0408 熊本県 球磨郡あさぎり町免田東１２５３－１ 0966-45-3132
明屋書店 明屋書店サンロードシティ熊本店 862-0901 熊本県 熊本市東区東町３丁目３－３ 096-360-7441
明屋書店 サンロード明屋書店多良木店 868-0501 熊本県 球磨郡多良木町多良木字友村１５９２ 0966-42-1150
明屋書店 明屋書店高千穂店 882-1101 宮崎県 西臼杵郡高千穂町三田井３３－５ 0982-73-1311
その他 イケヤ文楽館　高丘店 433-8117 静岡県 浜松市中区高丘東１－２－４０ 053-438-1910
その他 イケヤ文楽館　湖西店 431-0301 静岡県 湖西市新居町中之郷２２９６－８ 053-594-4675
その他 イケヤ文楽館　磐田東店 438-0088 静岡県 磐田市富士見台８－２３ 0538-33-7600
その他 ぐるぐる王国


