
 2019年〈書物復権〉共同復刊 開催書店

都道府県 地区 書店名 電話番号

北海道 札幌市中央区 紀伊國屋書店　札幌本店 011-231-2131

北海道 札幌市中央区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店 011-223-1911

北海道 札幌市北区 北海道大学生協　書籍部クラーク店 011-736-0916

岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店 019-601-6161

宮城県 仙台市青葉区 東北大学生協　文系書籍店 022-262-7463

宮城県 仙台市青葉区 ジュンク堂書店　仙台ＴＲ店 022-265-5656

宮城県 仙台市青葉区 丸善　仙台アエル店 022-264-0151

宮城県 仙台市太白区 紀伊國屋書店　仙台店 022-308-9211

福島県 郡山市 ジュンク堂書店　郡山店 024-927-0440

茨城県 水戸市 茨城大学生協　水戸書籍部 029-227-1865

茨城県 水戸市 未来屋書店　水戸内原店 029-259-9151

茨城県 つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 029-868-7407

群馬県 前橋市 ブックマンズアカデミー　前橋店 027-280-3322

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店　前橋店 027-220-1830

群馬県 高崎市 未来屋書店　高崎店 027-372-7344

群馬県 高崎市 ブックマンズアカデミー　高崎店 027-370-6166

群馬県 太田市 ブックマンズアカデミー　太田店 0276-40-1900

埼玉県 さいたま市大宮区 紀伊國屋書店　さいたま新都心店 048-600-0830

埼玉県 さいたま市浦和区 紀伊國屋書店　浦和パルコ店 048-871-2760

埼玉県 川越市 ブックファースト　ルミネ川越店 049-240-6212

千葉県 千葉市中央区 三省堂書店　そごう千葉店 043-245-8331

千葉県 習志野市 丸善　津田沼店 047-470-8311

千葉県 流山市 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店 04-7156-6111

東京都 墨田区 くまざわ書店　錦糸町店 03-5610-3034

東京都 中央区 八重洲ブックセンター　本店 03-3281-7760

東京都 中央区 丸善　日本橋店 03-6214-2001

東京都 豊島区 ジュンク堂書店　池袋本店 03-5956-6111

東京都 豊島区 三省堂書店　池袋本店 03-6864-8900

東京都 新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店 03-3354-0131

東京都 新宿区 早稲田大学生協　戸山店 03-3202-4204

東京都 新宿区 早稲田大学生協コーププラザブックセンター 03-3202-4010

東京都 新宿区 ブックファースト　新宿店 03-5339-7611

東京都 千代田区 三省堂書店　神保町本店 03-3233-3312

東京都 千代田区 東京堂書店　神田神保町店 03-3291-5181

東京都 千代田区 三省堂書店　有楽町店 03-5222-1200

東京都 千代田区 丸善　丸の内本店 03-5288-8881

東京都 千代田区 三省堂　法政大学売店 03-3262-2464

東京都 文京区 東京大学生協　本郷書籍部 03-5841-2420

東京都 港区 慶應義塾生協　三田書籍部 03-3455-6631

東京都 港区 文教堂書店　浜松町店 03-3437-5540

東京都 品川区 有隣堂　アトレ目黒店 03-3442-1231

東京都 大田区 くまざわ書店　グランデュオ蒲田店 03-3737-5351

東京都 目黒区 東京大学生協　駒場書籍部 03-3469-7145

東京都 渋谷区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 03-5456-2111

東京都 中野区 ブックファースト　中野店 03-3319-5161

東京都 世田谷区 紀伊國屋書店　玉川高島屋店 03-3709-2091

＊販売開始時期や開催期間・規模は書店によって異なります。詳しくは各書店へお問い合わせください。
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東京都 世田谷区 三省堂書店　成城店 03-5429-2401

東京都 八王子市 くまざわ書店　八王子店 042-625-1201

東京都 立川市 オリオン書房　ノルテ店 042-522-1231

東京都 立川市 ジュンク堂書店　立川高島屋店 042-512-9910

東京都 武蔵野市 ジュンク堂書店　吉祥寺店 0422-28-5333

東京都 府中市 啓文堂書店　府中本店 042-366-3151

東京都 町田市 法政大学生協　書籍部多摩店 042-783-2236

東京都 国立市 一橋大学生協　西ＳＢ 042-575-4184

東京都 多摩市 くまざわ書店　桜ヶ丘店 042-337-2531

東京都 多摩市 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 042-355-3220

神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川大学生協　書籍店 045-481-4012

神奈川県 横浜市中区 有隣堂　本店 045-261-1231

神奈川県 横浜市西区 紀伊國屋書店　横浜店 045-450-5901

神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　八景購買書籍部 045-701-6054

神奈川県 横浜市都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 045-914-3320

神奈川県 横浜市青葉区 ブックファースト　青葉台店 045-989-1781

神奈川県 藤沢市 ジュンク堂書店　藤沢店 046-652-1211

新潟県 新潟市中央区 萬松堂 025-229-2221

新潟県 新潟市中央区 ジュンク堂書店　新潟店 025-374-4411

新潟県 新潟市西区 新潟大学生協　書籍部 025-262-6095

富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　本館 076-492-1192

富山県 富山市 紀伊國屋書店　富山店 076-491-7031

富山県 富山市 文苑堂書店　富山豊田店 076-433-8150

富山県 高岡市 文苑堂書店　福田本店 0766-27-7800

山梨県 甲府市 朗月堂　本店 055-228-7356

山梨県 甲府市 ジュンク堂書店　岡島甲府店 055-231-0606

長野県 長野市 平安堂　新長野店 026-224-4550

長野県 松本市 ＭＡＲＵＺＥＮ　松本店 0263-31-8171

岐阜県 岐阜市 丸善　岐阜店 058-297-7008

静岡県 静岡市葵区 戸田書店　静岡本店 054-205-6111

静岡県 袋井市 江崎書店　袋井店 0538-42-9100

愛知県 名古屋市千種区 ちくさ正文館書店 052-741-1137

愛知県 名古屋市千種区 名古屋大学生協　書籍部南部店 052-781-5031

愛知県 名古屋市中村区 ジュンク堂書店　名古屋店 052-589-6321

愛知県 名古屋市中村区 三省堂書店　名古屋本店 052-566-6801

愛知県 名古屋市中区 ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店 052-238-0320

愛知県 名古屋市中区 ジュンク堂書店　名古屋栄店 052-212-5360

愛知県 豊橋市 精文館書店　本店 0532-54-2345

三重県 津市 別所書店　修成店 059-246-8822

京都府 京都市北区 立命館生協ブックセンター　ふらっと 075-465-8288

京都府 京都市上京区 同志社生協　書籍部今出川店 075-251-4427

京都府 京都市中京区 大垣書店　烏丸三条店 075-212-5050

京都府 京都市中京区 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 075-253-1599

京都府 京都市下京区 ジュンク堂書店　京都店 075-252-0101

京都府 京都市南区 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 075-692-3331

京都府 京都市左京区 京都大学生協　吉田店 075-752-1587

＊販売開始時期や開催期間・規模は書店によって異なります。詳しくは各書店へお問い合わせください。
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京都府 京都市左京区 京都大学生協　書籍部ルネ 075-771-7336

京都府 木津川市 未来屋書店　高の原店 0774-73-1714

大阪府 大阪市阿倍野区 喜久屋書店　阿倍野店 06-6634-8606

大阪府 大阪市阿倍野区 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 06-6626-2151

大阪府 大阪市北区 紀伊國屋書店　梅田本店 06-6372-5821

大阪府 大阪市北区 ジュンク堂書店　大阪本店 06-4799-1090

大阪府 大阪市北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 06-6292-7383

大阪府 大阪市北区 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 06-7730-8451

大阪府 大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店 06-4396-4771

大阪府 大阪市中央区 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店 06-6644-2551

大阪府 大阪市中央区 ジュンク堂書店　天満橋店 06-6920-3730

大阪府 吹田市 関西大学生協　書籍店 06-6368-7548

大阪府 泉南市 未来屋書店　りんくう泉南店 072-482-0517

兵庫県 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮駅前店 078-252-0777

兵庫県 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店 078-392-1001

兵庫県 西宮市 関西学院大学生協　フォーラム店書籍 0798-53-5233

奈良県 奈良市 啓林堂書店　奈良店 0742-20-8001

鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成店 0857-51-7020

鳥取県 米子市 本の学校　今井ブックセンター 0859-31-5000

島根県 松江市 今井書店グループセンター店 0852-20-8811

島根県 出雲市 今井書店　出雲店 0853-22-8181

岡山県 岡山市北区 丸善　岡山シンフォニービル店 086-233-4640

岡山県 岡山市北区 岡山大学生協　ブックストア 086-256-4100

岡山県 岡山市北区 未来屋書店　岡山店 086-803-5571

岡山県 倉敷市 喜久屋書店　倉敷店 086-430-5450

広島県 広島市中区 紀伊國屋書店　広島店 082-225-3232

広島県 広島市中区 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店 082-504-6210

徳島県 徳島市 紀伊國屋書店　徳島店 088-602-1611

香川県 高松市 宮脇書店　本店 087-851-3733

香川県 高松市 ジュンク堂書店　高松店 087-832-0170

愛媛県 松山市 松山大学生協　ショップ 089-924-9262

愛媛県 松山市 ジュンク堂書店　松山店 089-915-0075

福岡県 福岡市博多区 紀伊國屋書店　福岡本店 092-434-3100

福岡県 福岡市博多区 丸善　博多店 092-413-5401

福岡県 福岡市中央区 ジュンク堂書店　福岡店 092-738-3322

福岡県 福岡市西区 九州大学生協　イースト１号館店 092-834-2139

大分県 大分市 ジュンク堂書店　大分店 097-536-8181

宮崎県 宮崎市 未来屋書店　宮崎店 0985-77-7507

鹿児島県 鹿児島市 ジュンク堂書店　鹿児島店 099-216-8838

沖縄県 那覇市 ジュンク堂書店　那覇店 098-860-7175

＊販売開始時期や開催期間・規模は書店によって異なります。詳しくは各書店へお問い合わせください。


