「住まいのかたち」取り扱い書店
※在庫の状況は各店毎に異なりますので、ご面倒でもそれぞれのお店にご確認ください。

紀伊國屋書店
書店名

所在地

住所

電話

ＦＡＸ

前橋店

前橋駅南口出る

群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋１階

027-220-1830

027-243-1360

大手町ビル店

地下鉄大手町駅Ｃ-７出る

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ﾋﾞﾙ１階

03-3201-5084

03-3213-8481

新宿本店

新宿駅東口出る

東京都新宿区新宿3-17-7

03-3354-0131

03-3354-0276

北千住マルイ店

北千住駅西口前

東京都足立区千住3-92 北千住マルイ8Ｆ

03-3870-8571

03-3870-8574

新宿南店

新宿駅南口出る

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 ﾀｶｼﾏﾔﾀｲﾑｽﾞｽｸｴｱ

03-5361-3315

03-5361-3300

国分寺店

国分寺駅南口

東京都国分寺市南町3-20-3 丸井国分寺店7F

042-325-3991

042-325-3950

横浜店

横浜駅東口出る

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう7F

045-450-5901

045-450-5902

ららぽーと横浜店

鴨居駅北口出る

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜３階

045-938-4481

045-938-4482

流山おおたかの森店

流山おおたかの森駅

千葉県流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森S・C

047-156-6111

04-7156-1156

さいたま新都心店

さいたま新都心駅出る

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン新都心1F

048-600-0830

048-600-0833

浦和パルコ店

浦和駅東口出る

埼玉県さいたま市浦和区東高砂11-1 浦和パルコ5Ｆ

048-871-2760

048-884-7709

川越店

川越駅東口出る

埼玉県川越市新富町2-11-1 まるひろアネックスA 1・2F

049-224-2573

049-225-6276

富山店

富山駅出る市役所先

富山県富山市総曲輪3-8-6

076-491-7031

076-491-7081

高松店

高松駅中央郵便局先

香川県高松市丸亀町1-1 高松丸亀町壱番街3F

087-811-6622

087-811-6633

丸善＆ジュンク堂
書店名

所在地

住所

電話

ＦＡＸ

MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店

札幌市営地下鉄東豊線「大通」駅より
札幌市中央区南1条西1-8-2 丸井今井南館B2～4F
徒歩3分

011-223-1911

011-223-1900

ジュンク堂書店旭川店
ジュンク堂書店弘前中三店
ジュンク堂書店仙台本店
ジュンク堂書店新潟店
丸善松本店
MARUZEN&ジュンク堂書店渋谷店

旭川駅前

旭川市一条通8丁目108

0166-26-1120

0166-26-1180

弘前駅前中三百貨店

弘前市土手町49-1 中三百貨店弘前店6・7階

0172-34-3131

0172-80-2002

仙台駅イービーンズ

仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ6F・7F

022-716-4511

0222-65-7557

新潟駅南口

新潟市笹口1-1 新潟プラーカ１

025-374-4411

025-242-0003

松本駅前バスターミナル先

松本市深志1-3-11 コングロM B1・1・2F

0263-31-8171

0263-31-8177

渋谷駅道玄坂東急百貨店本店

渋谷区道玄坂2-24-1 東急百貨店本店7階

03-3477-3524

03-5456-2600

丸善丸の内本店
ジュンク堂書店池袋本店
丸善日本橋店
ジュンク堂書店吉祥寺店
丸善多摩センター店
丸善ラゾーナ川崎店
ジュンク堂書店藤沢店
丸善津田沼店
ジュンク堂書店大宮ロフト店
ジュンク堂書店名古屋店
ジュンク堂書店ロフト名古屋店
MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店
ジュンク堂書店大阪本店
MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店
ジュンク堂書店天満橋店
ジュンク堂書店三宮店
MARUZEN広島店
ジュンク堂書店松山店
丸善博多店
ジュンク堂書店福岡店
ジュンク堂書店鹿児島店
八重洲ブックセンター
書店名
宇都宮パセオ店
日本橋三越店
本店
ルミネ荻窪店
恵比寿三越店
イトーヨーカドー葛西店
イトーヨーカドー武蔵境店

東京駅八重洲北口出る

千代田区丸の内1-6-4

03－5288-8881

03-5288-8892

池袋駅東口出る

豊島区南池袋2-15-5

03-5956-6111

03-5956-6100

地下鉄日本橋駅高島屋前

中央区日本橋2-3-10

03-6214-2001

03-6214-2002

吉祥寺駅北口より歩いて2分

武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺6・7Ｆ

0422-28-5333

0422-28-5322

多摩センター駅より徒歩3分

多摩市落合1-46-1 多摩センター三越5Ｆ

042-355-3220

042-355-3066

川崎駅下車

川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ１F

044-520-1869

044-520-1870

藤沢駅北口

藤沢市藤沢559 ビックカメラ7・8Ｆ

0466-52-1211

0466-52-1215

津田沼駅南口出る

習志野市谷津7-7-1

047-470-8321

047-480-8317

大宮駅東口下車

さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ロフト７F

048-640-3111

048-640-3121

JR名古屋駅桜通すぐ

名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1F

052-589-6321

052-589-6322

地下鉄東山線栄駅サカエチカ7・8番出
名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク内ロフト名古屋地下1Ｆ 052-249-5592
口より南へ徒歩7分

052-249-5593

新静岡駅前セノバ

葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ5階

054-275-2777

054-275-2700

堂島地下センター街C72出る

大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ

06-4799-1090

06-4799-1091

梅田駅出る毎日放送・ロフト横

大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町Ｂ1～7Ｆ

06-6292-7383

06-6292-7385

天満橋駅京阪シティホール

大阪市中央区天満橋京町1－1 天満橋松坂屋７Ｆ

06-6920-3730

06-6920-2828

阪神三宮駅出る

神戸市中央区三宮町1-6-18

078-392-1001

078-392-1024

八丁堀駅下車天満屋店

広島市中区胡町5-22 天満屋広島八丁堀店7・8F

082-504-6210

082-504-6230

松山市駅すぐ

松山市千船町5-7-1 エスパル松山ビル1～6Ｆ

089-915-0075

089-915-0076

博多駅中央街

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

092-413-5402

西鉄福岡駅出る

福岡市中央区天神1-10-13

092-738-3322

092-738-3230

いづろ通り駅下車マルヤガーデン

鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ5F・6F

099-216-8838

099-216-8830

所在地

住所

電話

ＦＡＸ

JR宇都宮駅

栃木県宇都宮市川向町1-23 駅ビルパセオ２階

028-627-8588

028-627-8519

地下鉄銀座線三越前駅

東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越新館５階

03-3241-0881

03-3241-0882

東京駅八重洲南口出る

東京都中央区八重洲２－５－１

03-3281-1811

03-3281-7081

JR荻窪駅

東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪４階

03-3392-8886

03-3392-9445

JR恵比寿駅

東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿三越２階

03-5423-1203

03-5423-1204

地下鉄葛西駅専用バス

東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店３階

03-5675-6880

03-5675-6882

JR武蔵境駅

武蔵野市境南町2-3-6 イトーヨーカドー武蔵境店西館５階

0422-39-7077

0422-39-7088

イトーヨーカドー拝島店
京急百貨店上大岡店
丸井柏店
イトーヨーカドー八千代店

JR拝島駅

東京都昭島市松原町３－２－１２ イトーヨーカドー拝島店２階

042-549-1685

042-549-1686

京浜急行上大岡駅

横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店上大岡店６階

045-848-7383

045-848-7385

柏駅

千葉県柏市柏１－１－１１ 丸井柏店ＶＡＴ館７階

04-7165-7151

047-167-8091

東葉高速鉄道村上駅

千葉県八千代市村上南１-３- １ イトーヨーカドー八千代店３階 047-489-3318

047-489-3317

