
都道
府県

市町村 店舗名 連絡電話番号

札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 011-817-4000
札幌市 コーチャンフォー美しが丘店 011-889-2000
札幌市 紀伊國屋書店　札幌本店 011-231-2131
札幌市 丸善キャンパスショップ北海道科学大学売店 011-688-0017
札幌市 三省堂書店　札幌店　　　　 011-209-5600
千歳市 文教堂　千歳店 0123-27-4600
小樽市 喜久屋書店　小樽店 0134-31-0777
函館市 函館 蔦屋書店 0138-47-2600
函館市 文教堂　函館昭和店 0138-44-7800

岩見沢市 喜久屋書店BookJAM岩見沢店 0126-23-8184
帯広市 喜久屋書店　帯広店 0155-66-7799

青森県 弘前市 ジュンク堂書店 弘前中三店 0172-34-3131

盛岡市 エムズエクスポ盛岡店 019-648-7100
盛岡市 ジュンク堂書店 盛岡店 019-601-6161

秋田市 宮脇書店　秋田本店 018-825-5515
大館市 ブックスモア　大館店 0186-44-4577
秋田市 ジュンク堂書店 秋田店 018-884-1370

福島市 MEDIA PARK MIDORI 福島南店 024-544-0373
郡山市 ジュンク堂書店 郡山店 024-927-0440 

仙台市 ジュンク堂書店 仙台TR店 022-265-5656
仙台市 丸善 仙台アエル店 022-264-0151

前橋市 蔦屋書店 前橋みなみモール店 027-210-0886
前橋市 煥乎堂　前橋本店 027-235-8111
前橋市 Bookman’s Academy　前橋店 027-280-3322
高崎市 戸田書店　高崎店 027-363-5110

伊勢崎市 くまざわ書店 伊勢崎店 0270-70-5510

宇都宮市 喜久屋書店　宇都宮店　　　　 028-614-5222
下野市 うさぎや　自治医大店 0285-44-7637

水戸市 川又書店県庁店 029-301-1811
水戸市 川又書店エクセル店 029-231-1073

つくば市 ACADEMIA イーアスつくば店 029-868-7407
つくば市 TSUTAYA LALAガーデンつくば  029-861-1811
取手市 宮脇書店　取手本店 0297-71-5101

ひたちなか市 蔦屋書店 ひたちなか店 029-265-2300

群馬県

栃木県

茨城県

福島県
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秋田県
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さいたま市 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 048-640-3111
さいたま市 須原屋　本店　　　　　 048-822-5321

久喜市 ACADEMIA 菖蒲店 0480-87-1781

船橋市 巖翠堂 北習志野店 047-465-0926
習志野市 くまざわ書店 津田沼店 047-475-8311
習志野市 丸善 津田沼店 047-470-8311

柏市 ＫａＢｏＳららぽーと柏の葉店 04-7168-1760
茂原市 文教堂　茂原店 0475-20-4721
市原市 ACADEMIA ちはら台店 0436-76-0270
印西市 宮脇書店　印西牧の原店 0476-40-6325
船橋市 ジュンク堂書店 南船橋店 047-401-0330

中央区 丸善 日本橋店 03-6214-2001
中央区 八重洲ブックセンター 本店 03-3281-1811

千代田区 書泉グランデ 03-3295-0011
千代田区 丸善 丸の内本店 03-5288-8881
千代田区 三省堂書店　神保町本店 03-3233-3312
千代田区 三省堂書店　有楽町店 03-5222-1200
豊島区 ジュンク堂書店 池袋本店 03-5956-6111
渋谷区 MARUZEN＆ジュンク堂書店 渋谷店 03-5456-2111
新宿区 東京理科大生協　神楽坂店 03-3260-4100
新宿区 ブックファースト新宿店 03-5339-7611
杉並区 書原　高井戸店 03-3334-8431
墨田区 くまざわ書店 錦糸町店 03-5610-3034
大田区 くまざわ書店 グランデュオ蒲田店 03-3737-5351

世田谷区 文教堂　二子玉川店 03-5797-5168
武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店 0422-28-5333
八王子市 くまざわ書店 八王子店 042-625-1201
立川市 ジュンク堂書店 立川高島屋店 042-512-9910
多摩市 丸善 多摩センター店 042-355-3220
多摩市 ACADEMIA くまざわ書店 桜ケ丘店 042-337-2531
稲城市 コーチャンフォー若葉台店 042-350-2800

小金井市 くまざわ書店 武蔵小金井北口店 042-385-2351

現代数学社　常備店名簿　　　2/5P

埼玉県

千葉県

東京都



都道
府県

市町村 店舗名 連絡電話番号

横浜市 天一書房　日吉店 045-565-0211
横浜市 有隣堂 伊勢佐木町本店 045-261-1231
横浜市 ACADEMIA 港北店 045-914-3320
横浜市 ブックファースト青葉台店 045-989-1781
川崎市 丸善 ラゾーナ川崎店 044-520-1869
川崎市 文教堂書店 溝ノ口本店 044-812-0063
川崎市 丸善明治大学ブックセンター　明治大学生田店　　 044-920-6253

横須賀市 文教堂　横須賀MORE’S店 046-822-2655
相模原市 ACADEMIAくまざわ書店橋本店 042-700-7020
藤沢市 ジュンク堂書店 藤沢店 0466-52-1211

静岡市 戸田書店　静岡本店 054-205-6111
静岡市 MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店 054-275-2777
浜松市 谷島屋　浜松本店 053-457-4165
掛川市 戸田書店　掛川西郷店 0537-62-6777
沼津市 マルサン書店仲見世本店 055-963-0350

甲府市 ジュンク堂書店 岡島甲府店 055-231-0606
甲府市 朗月堂書店　本店 055-228-7356

上越市 戸田書店　上越店 025-527-3311
新潟市 ジュンク堂書店 新潟店 025-374-4411
新潟市 知遊堂　亀貝店 025-211-1858
長岡市 宮脇書店　長岡店 0258-31-3700
上越市 知遊堂　上越国府店 025-545-5668

長野市 平安堂　長野店 026-224-4545
松本市 丸善 松本店 0263-31-8171
小諸市 竹沢書店 野岸店 0267-26-5625

富山市 紀伊國屋書店　富山店 076-491-7031
富山市 文苑堂書店 富山豊田店 076-433-8150
高岡市 文苑堂書店 福田本店 0766-27-7800

金沢市 Super KaBoS大桑店 076-226-1170
金沢市 金沢ビーンズ　明文堂書店 076-239-4400
金沢市 勝木書店　金沢泉野店 076-244-3555

野々市市 KITブックセンター 076-248-4454

長野県

富山県

石川県
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福井市 勝木書店　福井駅前本店 0776-24-0428
福井市 SuperKaBoS 新二の宮店 0776-27-4678

名古屋市 名古屋大学生協　Books Fronte 052-781-9819
名古屋市 丸善 名古屋本店 052-238-0320
名古屋市 ジュンク堂書店 ロフト名古屋店 052-249-5592
名古屋市 ジュンク堂書店 名古屋店 052-589-6321
名古屋市 ちくさ正文館　名城大学内ブックショップ 052-833-8215
豊橋市 精文館書店　技科大店 0532-47-0624
豊橋市 精文館書店　汐田橋店 0532-46-9900

岐阜市 自由書房　EX高島屋店 058-262-5661
岐阜市 丸善 岐阜店 058-297-7008
大垣市 ACADEMIA 大垣店 0584-77-6450

津市 別所書店 修成店 059-246-8822
四日市市 丸善 四日市店 059-359-2340
四日市市 宮脇書店　四日市本店 059-359-5910

大津市 丸善龍谷大学瀬田売店 077-543-5135
草津市 喜久屋書店　草津店 077-516-1118
彦根市 HYPER BOOKS 彦根 0749-30-5151

京都市 大垣書店　イオンモールKYOTO店 075-692-3331
京都市 丸善 京都本店 075-253-1599
相楽郡 ACADEMIA けいはんな店 0774-98-4053

大阪市 MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店 06-6292-7383
大阪市 ジュンク堂書店　上本町店 06-6771-1005
大阪市 ジュンク堂書店 天満橋店 06-6920-3730
大阪市 ジュンク堂書店 大阪本店 06-4799-1090
大阪市 ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 06-6626-2151
大阪市 ジュンク堂書店 難波店 06-4396-4771
大阪市 喜久屋書店　阿倍野店 06-6634-8606
高槻市 ジュンク堂書店 高槻店 072-686-5300
豊中市 田村書店 千里中央店 06-6831-5657
和泉市 田村書店 ららぽーと和泉店 0725-90-4050
大東市 ACADEMIAくまざわ書店すみのどう店 072-873-1241

滋賀県

京都府

大阪府
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神戸市 ジュンク堂書店 三宮駅前店 078-252-0777
神戸市 ジュンク堂書店 三宮店 078-392-1001
西宮市 ジュンク堂書店 西宮店 0798-68-6300

加古川市 宮脇書店　加古川店 079-433-8085
姫路市 ジュンク堂書店 姫路店 079-221-8280
明石市 ジュンク堂書店 明石店 078-918-6670
神戸市 TSUTAYA BOOKSTORE 甲南大学 学友会館 078-441-7901

奈良県 奈良市 ジュンク堂書店 奈良店 0742-36-0801

和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 073-480-5900

岡山市 宮脇書店　岡山本店 086-242-2188
倉敷市 喜久屋書店　倉敷店 086-430-5450

安芸郡 フタバ図書 TERA広島府中店 082-561-0770
広島市 丸善 広島店 082-504-6210
広島市 ジュンク堂書店 広島駅前店 082-568-3000
広島市 フタバ図書 MEGA中筋店 082-830-0601

東広島市 近畿大学 東広島ブックセンター 082-434-6884

下関市 くまざわ書店 下関店 083-228-0401
防府市 明林堂書店　コスパ防府店 0835-26-5828

高松市 ジュンク堂書店 高松店 087-832-0170
高松市 宮脇書店　本店 087-851-3733
高松市 宮脇書店　総本店 087-823-3152

高知県 高知市 金高堂朝倉ブックセンター 088-840-1363

徳島県 徳島市 宮脇書店　徳島本店 088-663-6621

愛媛県 松山市 ジュンク堂書店 松山店 089-915-0075

福岡市 丸善 博多店 092-413-5401
福岡市 ジュンク堂書店 福岡店 092-738-3322
福岡市 九州大学生協　伊都皎皎舎店 092-805-7700

北九州市 ACADEMIA サンリブ小倉店 093-932-7711
北九州市 喜久屋書店　小倉店 093-514-1400
糟屋郡 フタバ図書TERAイオンモール福岡店 092-939-7200

長崎県 佐世保市 くまざわ書店 佐世保店 0956-37-2895

大分県 大分市 ジュンク堂書店 大分店 097-536-8181

鹿児島市 くまざわ書店 与次郎店 099-813-2001
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

香川県

福岡県

鹿児島県
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兵庫県

岡山県

広島県

山口県


