
■取扱店舗

※今後店舗が増減する可能性がございます。

※店舗により販売時期が異なります。詳しくは店舗へお問い合わせください。

都道府県 書店名 電話番号 都道府県 書店名 電話番号

北海道 紀伊國屋書店 札幌本店 011-231-2131 奈良県立美術館  0742-23-3968

東急ハンズ 札幌店 011-218-6111 奈良県立万葉文化館 0744-54-1850

岩手県 紀伊國屋書店 仙台店 022-308-9211 東大寺ミュージアムミュージアムショップ 0742-20-5511

福島県 岩瀬書店 八木田店 024-546-0055 大和文華館 0742-45-0544

富山県 紀伊國屋書店 富山店 076-491-7031 東大寺 0742-22-5511

長野県 平安堂 長野店 026-224-4545 大安寺 0742-61-6312

平安堂 あづみ野店 0263-72-8877 室生寺 0745-93-2003

埼玉県 三省堂書店 ブックポート大宮 048-646-2600 近鉄奈良駅総合観光案内所 0742-24-4858

紀伊國屋書店 入間丸広店 04-2966-1177 奈良市総合観光案内所 0742-27-2223

紀伊國屋書店 川越店 049-224-2573 啓林堂書店 郡山店 0743-53-8001

紀伊國屋書店 さいたま新都心店 048-600-0830 啓林堂書店 新大宮店 0742-33-8001

紀伊國屋書店 浦和パルコ店 048-871-2760 啓林堂書店 奈良店 0742-20-8001

丸善ジュンク堂書店 川越丸広店 049-223-4077 啓林堂書店 学園前店 0742-49-8001

東急ハンズ 大宮店 048-640-7111 啓林堂書店 生駒店 0743-71-8008

千葉県 三省堂書店 そごう千葉店 043-245-8331 ジュンク堂書店奈良店 0742-36-0801

紀伊國屋書店 流山おおたかの森店 04-7156-6111 奈良銘品館 JR奈良駅店 0742-20-7733

東急ハンズ 千葉店 043-308-0109 奈良銘品館 奈良公園バスターミナル店 0742-24-8101

東急ハンズ 柏店 04-7141-6111 奈良銘品館 オンラインショップ

丸善ジュンク堂書店 南船橋店 047-401-0330 万葉書店 真美ヶ丘店 0745-54-3800

群馬県 紀伊國屋書店 前橋店 027-220-1830 セブンイレブン奈良県庁店 0742-20-1135

東京都 三省堂書店 池袋本店 03-6864-8900 法隆寺iセンター（一般社団法人斑鳩町観光協会） 0745-74-6800

三省堂書店 有楽町店 03-5222-1200 BOOKSえみたす アピタ大和郡山店 0743-54-2027

紀伊國屋書店 武蔵小杉店 044-331-9990 文教堂キャップ書店 王寺店 0745-34-2346

紀伊國屋書店 小田急町田店 042-710-7191 森谷書店 0745-78-0800

紀伊國屋書店 笹塚店 03-3485-0131 たつみ書店 0742-71-7803

紀伊國屋書店 玉川高島屋店 03-3709-2091 ホテル尾花 0742-22-5151

丸善ジュンク堂書店 丸の内本店 03-5288-8881 飛鳥荘 0742-26-2538

丸善ジュンク堂書店 日本橋店 03-6214-2001 喜久屋書店 大和郡山店 0743-55-2200

丸善ジュンク堂書店 立川伊勢丹店 042-540-7355 奈良蔦屋書店 0742-35-0600

奈良まほろば館 03-6263-9656 東急ハンズ 奈良店 0742-30-3005

東京鳩居堂 銀座本店 03-3571-4429 きてみてならSHOP 0742-26-8828

東急ハンズ 北千住店 03-5284-6111 平城宮いざない館ショップ 0742-36-8780

東急ハンズ 渋谷店 03-5489-5111 なら歴史芸術文化村 0743-86-4420

東急ハンズ 新宿店 03-5361-3111 ニューヤマザキデイリーストア奈良猿沢DEER店 0742-23-9488

カルトレリア 新宿店 0422-28-7715 橿原市観光交流センター かしはらナビプラザ 0744-47-2270

カルトレリア たまプラーザ店 045-530-4848 大阪府 紀伊國屋書店 京橋店 06-4801-9255

神奈川県 三省堂書店 ステーショナリー海老名 046-234-7161 紀伊國屋書店 高槻阪急店 072-686-1195

紀伊國屋書店 横浜店 045-450-5901 紀伊國屋書店 梅田本店 06-6372-5821

丸善ジュンク堂書店 ラゾーナ川崎店 044-520-1869 丸善ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 06-6626-2151

茨城県 丸善ジュンク堂 水戸京成店 029-302-5071 ジュンク堂書店 大阪本店 06-4799-1090

石川県 紀伊國屋書店 金沢大和店 076-220-1288 あべのハルカス美術館ミュージアムショップ 06-4399-9050

福井県 紀伊國屋書店 福井店 0776-28-9851 ジュンク堂書店 上本町店 06-6771-1005

静岡県 東急ハンズ 静岡店 054-266-9311 東急ハンズ 梅田店 06-6347-7188

愛知県 三省堂書店 名古屋本店 052-566-6801 東急ハンズ あべのキューズモール店 06-6645-0109

紀伊國屋書店 名古屋空港店 0568-39-3851 東急ハンズ 江坂店 06-6338-6161

東急ハンズ 名古屋店 052-566-0109 広島県 紀伊國屋書店 広島店 082-225-3232

art space ARIES 050-5203-1212 徳島県 紀伊國屋書店 徳島店 088-602-1611

京都府 丸善ジュンク堂書店 京都本店 075-253-1599 福岡県 紀伊國屋書店 福岡本店 092-434-3100

未来屋書店 高の原店 0774-73-1714 丸善ジュンク堂書店 博多店 092-413-5401

たつみ書店 0742-71-7803 東急ハンズ 博多店 092-481-3109

兵庫県 紀伊國屋書店 加古川店 079-427-3311 佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店 0952-36-8171

ジュンク堂書店 三宮店 078-392-1001 沖縄県 東急ハンズ 宜野湾コンベンションシティ店 098-897-3377

奈良県 ジュンク堂書店 橿原店 0744-29-0781 東急ハンズ 那覇メインプレイス店 098-951-3510

奈良国立博物館ミュージアムショップ 0742-26-3868


