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『一所懸命』販売書店リスト

書店名 都道府県 市区 最寄り駅等
1 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店 北海道 札幌市中央区 大通駅
2 紀伊國屋書店厚別店 北海道 札幌市厚別区 新札幌駅
3 紀伊國屋書店札幌本店 北海道 札幌市中央区 札幌駅
4 三省堂書店札幌店 北海道 札幌市中央区 札幌駅
5 三省堂書店函館営業所川原店 北海道 函館市 深堀町駅
6 紀伊國屋書店弘前店 青森県 弘前市 弘前駅、中央弘前駅
7 ブックスささき駅ビル店 秋田県 秋田市中通 秋田駅
8 ジュンク堂書店秋田店 秋田県 秋田市 秋田駅
9 ブックスモア秋田潟上店 秋田県 潟上市 丹後飯塚駅

10 ジュンク堂書店仙台ＴＲ店 宮城県 仙台市青葉区 仙台駅
11 丸善仙台アエル店 宮城県 仙台市青葉区 仙台駅
12 ジュンク堂書店郡山店 福島県 郡山市 郡山駅
13 紀伊國屋書店前橋店 群馬県 前橋市 前橋駅
14 三省堂書店大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮駅
15 紀伊國屋書店浦和パルコ店 埼玉県 さいたま市浦和区 浦和駅
16 旭屋書店イオンモール浦和美園店 埼玉県 さいたま市緑区 浦和美園駅
17 旭屋書店志木店 埼玉県 新座市 志木駅
18 旭屋書店新越谷店 埼玉県 越谷市 南越谷駅
19 旭屋書店アリオ上尾店 埼玉県 上尾市 上尾駅
20 戸田書店熊谷店 埼玉県 熊谷市 熊谷駅
21 八重洲ブックセンター本店 東京都 中央区八重洲 東京駅
22 丸善日本橋店 東京都 中央区日本橋 日本橋駅、東京駅
23 ブックエキスプレス・グランスタ東京店 東京都 千代田区丸の内 東京駅改札内
24 三省堂書店東京駅一番街店 東京都 千代田区丸の内 東京駅
25 丸善丸の内本店 東京都 千代田区丸の内 東京駅
26 紀伊國屋書店大手町ビル店 東京都 千代田区大手町 大手町駅
27 三省堂書店有楽町店 東京都 千代田区有楽町 有楽町駅
28 三省堂書店　神保町本店 東京都 千代田区神田神保町 神保町駅
29 丸善お茶の水店 東京都 千代田区神田駿河台 御茶ノ水駅
30 ブックエキスプレス・エキュート品川店　　　　東京都 港区高輪 品川駅構内
31 ブックエキスプレス大崎店 東京都 品川区大崎 大崎駅改札内
32 紀伊國屋書店ららぽーと豊洲店 東京都 江東区豊洲 豊洲駅
33 ブックエキスプレス・エキュート上野店　　　　東京都 台東区上野 上野駅構内
34 三省堂書店東京ソラマチ店 東京都 墨田区押上 東京スカイツリー駅
35 紀伊國屋書店北千住マルイ店 東京都 足立区千住 北千住駅
36 くまざわ書店南千住店 東京都 荒川区南千住 南千住駅
37 丸善後楽園メトロ・エム店 東京都 文京区春日 後楽園駅
38 ブックエキスプレス・アトレヴィ 巣鴨 東京都 豊島区巣鴨 巣鴨駅
39 旭屋書店アトレヴィ大塚店 東京都 豊島区南大塚 大塚駅
40 ジュンク堂書店池袋本店 東京都 豊島区南池袋 池袋駅
41 三省堂書店池袋本店 東京都 豊島区南池袋 池袋駅
42 旭屋書店池袋店 東京都 豊島区西池袋 池袋駅
43 紀伊國屋書店新宿本店 東京都 新宿区新宿 新宿駅
44 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店 東京都 渋谷区道玄坂 渋谷駅
45 紀伊國屋書店西武渋谷店 東京都 渋谷区宇田川町 渋谷駅
46 紀伊國屋書店笹塚店 東京都 渋谷区笹塚 笹塚駅
47 三省堂書店経堂店 東京都 世田谷区経堂 経堂駅
48 三省堂書店下北沢店 東京都 世田谷区北沢 下北沢駅
49 三省堂書店成城店 東京都 世田谷区成城 成城学園前駅
50 紀伊國屋書店玉川高島屋店 東京都 世田谷区玉川 二子玉川駅
51 ブックショップ書楽阿佐ヶ谷店 東京都 杉並区阿佐谷南 阿佐ヶ谷駅
52 ジュンク堂書店大泉学園店 東京都 練馬区東大泉 大泉学園駅
53 ジュンク堂書店吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 吉祥寺駅
54 ブックスルーエ 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 吉祥寺駅
55 紀伊國屋書店吉祥寺東急店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 吉祥寺駅
56 書原つつじヶ丘店 東京都 調布市西つつじケ丘 つつじヶ丘駅
57 紀伊國屋書店国分寺店 東京都 国分寺市南町 国分寺駅
58 ブックエキスプレス・ディラ拝島店 東京都 昭島市 拝島駅改札内
59 ＭＡＲＵＺＥＮ多摩センター店 東京都 多摩市落合 多摩センター駅
60 ブックエキスプレス西船橋店　　　　　　 千葉県 船橋市西船 西船橋駅構内
61 旭屋書店船橋店 千葉県 船橋市 船橋駅
62 丸善津田沼店 千葉県 習志野市 津田沼駅
63 三省堂書店そごう千葉店 千葉県 千葉市中央区 千葉駅
64 丸善ラゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市 川崎駅
65 紀伊國屋書店武蔵小杉店 神奈川県 川崎市中原区 武蔵小杉駅
66 ブックエキスプレス・ディラ大船店 神奈川県 鎌倉市大船 大船駅改札内
67 ブックエキスプレス横浜南口店 神奈川県 横浜市西区 横浜駅南口改札内
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68 紀伊國屋書店横浜みなとみらい店 神奈川県 横浜市中区桜木町 みなとみらい駅
69 三省堂書店新横浜店 神奈川県 横浜市港北区 新横浜駅
70 ジュンク堂書店藤沢店 神奈川県 藤沢市 藤沢駅
71 ブックエキスプレス・リエール藤沢店　　　 神奈川県 藤沢市 藤沢駅
72 三省堂書店海老名店 神奈川県 海老名市 海老名駅
73 三省堂書店小田原店 神奈川県 小田原市 小田原駅構内
74 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店新静岡店 静岡県 静岡市葵区 新静岡駅
75 ジュンク堂書店新潟店 新潟県 新潟市中央区 新潟駅
76 ＭＡＲＵＺＥＮ松本店 長野県 松本市 松本駅
77 紀伊國屋書店富山店 富山県 富山市 富山駅、西前駅
78 紀伊國屋書店福井店 福井県 福井市 福井駅
79 三省堂書店名古屋高島屋店 愛知県 名古屋市中村区 名古屋駅
80 三省堂書店名古屋本店 愛知県 名古屋市中村区 名古屋駅
81 丸善名古屋本店 愛知県 名古屋市中区 栄町駅、栄駅
82 ジュンク堂書店ロフト名古屋店 愛知県 名古屋市中区 矢場町駅
83 紀伊國屋書店名古屋空港店 愛知県 西春日井郡 名古屋空港
84 三省堂書店岐阜店 岐阜県 岐阜市 岐阜駅
85 旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店 奈良県 生駒市 学研奈良登美ヶ丘駅
86 近鉄ブックセンター橿原店 奈良県 橿原市 大和八木駅
87 三省堂書店京都駅店 京都府 京都市下京区 京都駅
88 ジュンク堂書店京都店 京都府 京都市下京区 河原町駅
89 丸善京都本店 京都府 京都市中京区 三条駅
90 旭屋書店イオン洛南店 京都府 京都市南区 西大路駅
91 紀伊國屋書店梅田本店 大阪府 大阪市北区 梅田駅、大阪駅
92 紀伊國屋書店グランフロント大阪店 大阪府 大阪市北区 梅田駅、大阪駅
93 清風堂書店 大阪府 大阪市北区 梅田駅、大阪駅
94 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店 大阪府 大阪市北区 梅田駅、大阪駅
95 ジュンク堂書店大阪本店 大阪府 大阪市北区 北新地駅、西梅田駅
96 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店 大阪府 大阪市中央区難波 なんば駅
97 ジュンク堂書店難波店 大阪府 大阪市浪速区 大阪難波駅、なんば駅
98 旭屋書店天王寺ＭＩＯ店 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺駅
99 紀伊國屋書店本町店 大阪府 大阪市中央区 本町駅

100 ジュンク堂書店天満橋店 大阪府 大阪市中央区 天満橋駅
101 ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店 大阪府 大阪市阿部野区 大阪阿部野橋駅
102 旭屋書店京阪守口店 大阪府 守口市 守口市駅
103 ジュンク堂書店高槻店 大阪府 高槻市 高槻駅
104 旭屋書店ららぽーと甲子園店 兵庫県 西宮市甲子園 鳴尾駅、甲子園駅
105 ジュンク堂書店三宮駅前店 兵庫県 神戸市中央区 三宮駅
106 ジュンク堂書店三宮店 兵庫県 神戸市中央区 三宮駅
107 丸善広島店 広島県 広島市中区 胡町駅
108 紀伊國屋書店徳島店 徳島県 徳島市 徳島駅
109 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 徳島県 板野郡 ゆめタウン徳島
110 紀伊國屋書店福岡本店 福岡県 福岡市博多区 博多駅
111 丸善博多店 福岡県 福岡市博多区 博多駅
112 ジュンク堂書店福岡店 福岡県 福岡市中央区 天神駅
113 紀伊國屋書店大分店 大分県 大分市 あけのアクロスタウン内
114 ジュンク堂書店那覇店 沖縄県 那覇市 美栄橋駅


