
「地域おこし協力隊　日本を元気にする６０人の挑戦」　配本先一覧

地区 書店名 地区 書店名

千歳 文教堂千歳店 宇都宮 喜久屋書店宇都宮店

帯広 喜久屋書店／ザ本屋さん帯広店 宇都宮 落合書店宝木店

釧路 コーチャンフォー釧路店 宇都宮 宇都宮大学生協書籍部峰店

函館 函館蔦屋書店 柏 スカイプラザ浅野書店

札幌豊平区 コーチャンフォーﾐｭﾝﾍﾝ大橋店 前橋 文真堂ﾌﾞｯｸﾏﾝｽﾞｱｶﾃﾞﾐｰ前橋店

札幌清田区 コーチャンフォー美しが丘店 前橋 蔦屋書店前橋みなみモール店

札幌中央区 紀伊國屋書店札幌本店 太田 文真堂ﾌﾞｯｸﾏﾝｽﾞｱｶﾃﾞﾐｰ太田店

札幌中央区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店 高崎 文真堂ブックマンズアカデミー高崎店

札幌中央区 三省堂書店札幌店 高崎 戸田書店高崎店

札幌北区 コーチャンフォー新川通り店 さいたま浦和区 須原屋本店

札幌北区 北海道大学生協書籍部北部店 さいたま大宮区 紀伊國屋書店さいたま新都心店

旭川 コーチャンフォー旭川店 さいたま大宮区 ジュンク堂書店大宮高島屋店

旭川 ジュンク堂書店旭川店 さいたま中央区 ブックデポ書楽

弘前 ジュンク堂書店弘前中三店 南埼玉郡宮代町 日本工業大学サービスセンター

青森 成田本店しんまち店 久喜 蔦屋書店フォレオ菖蒲店

青森 宮脇書店青森本店 久喜 ＡＣＡＤＥＭＩＡ菖蒲店

天童 宮脇書店天童店 千葉中央区 三省堂書店そごう千葉店

盛岡 ジュンク堂書店盛岡店 千葉美浜区 蔦屋書店イオンモール幕張新都心店

盛岡 エムズエクスポ盛岡店 船橋 旭屋書店船橋店

盛岡 盛岡蔦屋書店 松戸 ジュンク堂書店松戸伊勢丹店

盛岡 さわや書店 習志野 丸善津田沼店

北上 ブックスアメリカン北上店 習志野 ＣＩＴ千葉工業大学購買部津田沼店

仙台泉区 蔦屋書店仙台泉店 船橋 巌翠堂北習志野店（第二）

仙台泉区 東北学院大学生協泉店 習志野 ＣＩＴ千葉工業大学購買部新習志野 店

仙台青葉区 ジュンク堂書店仙台ＴＲ店 東京大田区 ブックファーストアトレ大森店

仙台青葉区 丸善仙台アエル店 東京大田区 くまざわ書店蒲田店

仙台青葉区 あゆみブックス仙台青葉通り店 東京世田谷区 紀伊國屋書店玉川高島屋店

仙台青葉区 あゆみブックス仙台一番町店 東京世田谷区 東京農業大学生協書籍部

仙台青葉区 カネイリミュージアムショップ仙台 東京世田谷区 蔦屋家電二子玉川

秋田 ジュンク堂書店秋田店 東京千代田区 丸善お茶の水店

山形 ふみや書店 東京千代田区 三省堂書店神保町本店

山形 こまつ書店寿町本店 東京千代田区 農文協　農業書センター

郡山 岩瀬書店富久山店 東京千代田区 ジュンク堂書店プレスセンター店

郡山 ジュンク堂書店郡山店 東京千代田区 書原霞ヶ関店

つくば 友朋堂書店桜店 東京千代田区 東京官書普及（株）

ひたちなか 蔦屋書店ひたちなか店 東京千代田区 紀伊國屋書店大手町ビル店

つくば ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店 東京千代田区 書原霞ヶ関店

水戸 川又書店県庁店 東京千代田区 三省堂書店有楽町店

水戸 川又書店エクセル店 東京千代田区 丸善丸の内本店

つくば 丸善筑波大学第三学群書籍部 東京千代田区 三省堂書店農水省売店



地区 書店名 地区 書店名

東京渋谷区 紀伊國屋書店新宿南店 横浜西区 有隣堂横浜西口店

東京渋谷区 山下書店渋谷南口店 川崎多摩区 丸善ブックセンター明治大学生田店

東京渋谷区 ブックファースト渋谷文化村通店 川崎幸区 丸善ラゾーナ川崎店

東京渋谷区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店 藤沢 有隣堂藤沢店

東京渋谷区 青山ブックセンター本店 藤沢 ジュンク堂書店藤沢店

東京中央区 東京建築士会 川崎川崎区 あおい書店川崎駅前店

東京中央区 八重洲ブックセンター本店 川崎高津区 文教堂溝ノ口本店

東京新宿区 三省堂書店都庁店 横浜戸塚区 有隣堂戸塚モディ店

東京新宿区 紀伊國屋書店新宿本店 相模原緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ橋本店

東京新宿区 早稲田大学生協理工店 相模原南区 ブックファーストボーノ相模大野店

東京新宿区 芳林堂書店高田馬場店 新潟中央区 紀伊國屋書店新潟店

東京新宿区 末広堂書店本店 上越 知遊堂上越国府店

東京新宿区 早稲田大学生協コーププラザＢＣ 新潟中央区 ジュンク堂書店新潟店

東京新宿区 ブックファーストルミネ新宿店 新潟中央区 戸田書店新潟南店

東京新宿区 ブックファースト新宿店 新潟秋葉区 英進堂新潟店（ＮＥＴ２１）

東京中央区 ブックファースト銀座コア店 長岡 戸田書店長岡店

東京中央区 丸善日本橋店 高岡 喜久屋書店高岡店

東京墨田区 くまざわ書店錦糸町店 高岡 文苑堂書店福田本店

東京港区 文教堂浜松町店 富山 紀伊國屋書店富山店

東京港区 あゆみブックス田町店 富山 文苑堂書店富山豊田店

東京港区 建築書店　Ａｒｃｈｉ　Ｂｏｏｋｓ 富山 文苑堂書店藤の木店

東京豊島区 ジュンク堂書店池袋店 富山 ＢＯＯＫＳなかだ本店　専門書館

東京品川区 ブックファースト大井町店 富山 ＢＯＯＫＳなかだ本店本館

東京中野区 あおい書店中野本店 野々市 ＫＩＴブックセンター

多摩 丸善多摩センター店 野々市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ金沢野々市店

武蔵野 ジュンク堂書店吉祥寺店 金沢 うつのみや本店

武蔵野 ブックスルーエ 金沢 文苑堂書店金沢示野本店

立川 オリオン書房ノルテ店 金沢 金沢ビーンズ明文堂

八王子 くまざわ書店八王子店 福井 勝木書店本店

町田 久美堂本店 福井 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ新二の宮店

国立 増田書店国立店 福井 紀伊國屋書店福井店

稲城 コーチャンフォー若葉台店 甲府 朗月堂本店

新座 丸善立教学院新座売店 甲府 ジュンク堂書店岡島甲府店

横浜金沢区 関東学院大学購買部 長野 平安堂長野店

横浜青葉区 ブックファースト青葉台店 飯田 平安堂飯田店

横浜都築区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ港北店 松本 宮脇書店松本店

横浜中区 芳林堂書店関内店 松本 丸善松本店

横浜中区 有隣堂本店 岐阜 丸善岐阜店

横浜港南区 八重洲ブックセンター京急上大岡店 岐阜 自由書房ＥＸ高島屋店

横浜港北区 三省堂書店新横浜店 各務原 カルコス各務原店

横浜西区 あおい書店横浜店 岐阜 カルコス本店

横浜西区 くまざわ書店ランドマーク店 沼津 マルサン書店仲見世店

横浜西区 紀伊國屋書店横浜店 浜松中区 谷島屋浜松本店



地区 書店名 地区 書店名

静岡葵区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂新静岡店 大阪中央区 ジュンク堂書店千日前店

静岡葵区 戸田書店静岡本店 大阪中央区 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店

名古屋中区 ジュンク堂書店ロフト名古屋店 大阪中央区 ジュンク堂書店天満橋店

豊橋 精文館書店本店 大阪中央区 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店

豊橋 精文館書店技科大店 大阪中央区 紀伊國屋書店本町店

愛知西春日井郡紀伊國屋書店名古屋空港店 大阪中央区 スタンダードブックストア心斎橋店

春日井 丸善中部大学売店 大阪阿倍野区 喜久屋書店阿倍野店

小牧 カルコス小牧店 大阪阿倍野区 ジュンク堂書店あべのハルカス店

名古屋中村区 三省堂書店名古屋高島屋店 大阪天王寺区 ジュンク堂書店上本町店

名古屋中区 丸善名古屋本店 大阪浪速区 ジュンク堂書店難波店

名古屋中村区 ジュンク堂書店名古屋店 大阪西区 柳々堂

名古屋千種区 ちくさ正文館本店 吹田 関西大学生活協同組合書籍店

名古屋千種区 名古屋大学生協南部書籍店 泉南 旭屋書店イオンりんくう泉南店

名古屋千種区 ザ・リブレット千種店 豊中 田村書店千里中央店

名古屋天白区 ちくさ正文館名城大BOOKSHOP 高槻 ジュンク堂書店高槻店

知立 正文館書店知立八ツ田店 西宮 ジュンク堂書店西宮店

一宮 精文館書店尾張一宮店 西宮 ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

岡崎 紀伊國屋書店愛知産業大学ＢＣ 西宮 関西学院大学生協書籍店

四日市 丸善四日市店 神戸中央区 ジュンク堂書店三宮駅前店

津 奥山銘木店 神戸中央区 ジュンク堂書店三宮店

伊賀 宮脇書店伊賀上野店 姫路飾磨区 楽学書館・Ｂｅｇｉｎ

彦根 ｻﾝﾐｭｰｼﾞｯｸハイパーブックス彦根店 姫路 ジュンク堂書店姫路店

草津 ｻﾝﾐｭｰｼﾞｯｸﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽかがやき通り店 大和郡山 喜久屋書店大和郡山店

草津 喜久屋書店草津店 橿原 喜久屋書店橿原店

草津 ジュンク堂書店滋賀草津店 和歌山 宮脇書店ロイネット和歌山店

大津 紀伊國屋書店大津店 和歌山 ＷＡＹガーデンパーク和歌山店

京都北区 仏教大学書籍部（大垣書店） 鳥取 今井書店吉成店

京都北区 立命館大学生協（衣笠） 鳥取 今井書店湖山店

京都中京区 ジュンク堂書店京都朝日会館店 倉吉 今井書店倉吉店

京都中京区 ふたば書房御池ゼスト店 米子 本の学校　今井ブックセンター

京都中京区 大垣書店烏丸三条店 出雲 今井書店出雲店

京都中京区 丸善京都本店 松江 島根大学生協松江ショップ

京都下京区 ブックファースト京都店 松江 今井書店グループセンター店

京都下京区 ジュンク堂書店京都店 倉敷 喜久屋書店倉敷店

京都南区 大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店 岡山北区 紀伊國屋書店クレド岡山店

京都南区 大垣書店イオンモール京都桂川店 岡山北区 啓文社岡山本店

京都南区 アバンティブックセンター 岡山北区 丸善岡山シンフォニービル店

大阪北区 清風堂書店 岡山北区 岡山大学生協ブックストア

大阪北区 梅田蔦屋書店 広島中区 丸善広島店

大阪北区 紀伊國屋書店梅田本店 広島中区 紀伊國屋書店広島店

大阪北区 紀伊國屋書店グランフロント大阪店 広島西区 フタバ図書アルパーク北棟店

大阪北区 ジュンク堂書店大阪本店 広島南区 ジュンク堂書店広島駅前店

大阪北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店 広島南区 井上書店



地区 書店名 地区 書店名

広島安佐南区 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店 宮崎 蔦屋書店宮崎高千穂通店

広島安芸郡 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 宮崎 旭屋書店イオン宮崎店

津山 ブックフォーラム喜久屋書店津山店 鹿児島 ジュンク堂書店鹿児島店

東広島 紀伊國屋書店近畿大学東広島ＢＣ 鹿児島 ブックスミスミオプシア

福山 啓文社ポートプラザ店 鹿児島 紀伊國屋書店鹿児島店

福山 フタバ図書アルティ福山本店 豊見城 戸田書店豊見城店

廿日市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店 那覇 ジュンク堂書店那覇店

山口 文栄堂

徳島 徳島大学生協常三島店

徳島 紀伊國屋書店徳島店

高松 宮脇書店総本店

高松 宮脇書店高松本店

高松 紀伊國屋書店高松店

松山 ジュンク堂書店松山店

松山 愛媛大学生協城北ショップ

新居浜 明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店

高知 金高堂書店

高知 金高堂書店朝倉ブックセンター

福岡博多区 丸善博多店

福岡博多区 紀伊國屋書店福岡本店

福岡中央区 リブロ福岡天神店

福岡中央区 ジュンク堂書店福岡店

福岡中央区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ TENJIN

福岡中央区 フタバ図書福岡パルコ新館店

福岡中央区 ソリッドアンドリキッド天神店

福岡東区 九州大学生協文系書籍購買店

久留米 紀伊國屋書店久留米店

北九州小倉北区喜久屋書店小倉店

北九州小倉北区クエスト小倉本店

北九州小倉南区北九州市立大学生協ショップ

福岡粕屋郡 フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店

佐賀 紀伊國屋書店ゆめタウン佐賀店

武雄 蔦屋書店武雄市図書館店

長崎 紀伊國屋書店長崎店

長崎 長崎大学生協経済店

佐世保 くまざわ書店佐世保店

熊本菊池郡 紀伊國屋書店熊本光の森店

熊本中央区 蔦屋書店熊本三年坂店

大分 明林堂書店大分本店

大分 紀伊國屋書店大分店

大分 ジュンク堂書店大分店







ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店


