
県名 地区名 書店名

富山県 滑川市 明文堂書店　滑川店

富山県 高岡市 文苑堂書店　新野村店

富山県 射水市 BOOKSフナキ　アルプラザ小杉店

富山県 射水市 文苑堂書店　小杉店

富山県 砺波市 BOOKSフナキ　アピタ砺波店

富山県 南砺市 山田書店

富山県 氷見市 明文堂書店　氷見店

富山県 富山市 明文堂書店　富山新庄経堂店

富山県 富山市 くまざわ書店　富山店

富山県 富山市 文苑堂書店　藤の木店

富山県 富山市 文苑堂書店　本郷店

富山県 富山市 明文堂書店　富山有沢橋店

富山県 富山市 文苑堂書店　富山豊田店

富山県 富山市 紀伊國屋書店　富山店

富山県 富山市 ブックスアピア

石川県 羽咋市 文苑堂書店　羽咋店

石川県 金沢市 北国書林　アルプラザ店

石川県 金沢市 KaBoS　大桑店

石川県 金沢市 金沢ビーンズ明文堂

石川県 金沢市 ブックスふかざわ

石川県 金沢市 宮脇書店　イオン金沢店

石川県 金沢市 文苑堂書店　示野本店

石川県 金沢市 TSUTAYA　金沢店

石川県 金沢市 紀伊國屋書店　金沢大和店

石川県 鹿島郡 きくざわ書店　アルプラザ鹿島店

石川県 七尾市 きくざわ書店　ナッピィモール店

石川県 白山市 北国書林　アピタ松任店

福井県 越前市 SuperKaBoS　武生店

福井県 坂井市 KaBoS　三国店

福井県 鯖江市 SuperKaBoS　鯖江店

福井県 鯖江市 文明堂書店　神明店

福井県 勝山市 KaBoS　勝山店

福井県 敦賀市 KaBoS　敦賀アピタ店

福井県 福井市 SuperKaBoS　新二の宮店

福井県 福井市 KaBoS　Wai　Plaza店

福井県 福井市 SuperKaBoS　大和田店

福井県 福井市 紀伊國屋書店　福井店

岐阜県 可児市 あおい書店　可児店
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岐阜県 岐阜市 三省堂書店　岐阜店

岐阜県 岐阜市 くまざわ書店　柳津店

岐阜県 岐阜市 宮脇書店　柳津店

岐阜県 岐阜市 自由書房　EX高島屋店

岐阜県 高山市 清水屋　高山店木のこ

岐阜県 瑞穂市 カルコス　穂積店

岐阜県 多治見市 TSUTAYA　多治見インター店

岐阜県 大垣市 ACADEMIA　大垣店

岐阜県 大垣市 喜久屋書店　大垣店

岐阜県 大垣市 未来屋書店　大垣店

岐阜県 中津川市 くまざわ書店　アピタ中津川店

岐阜県 美濃加茂市 くまざわ書店　美濃加茂店

岐阜県 本巣郡 いけだ書店　北方店

静岡県 掛川市 宮脇書店　掛川店

静岡県 御殿場市 戸田書店　御殿場店

静岡県 三島市 くまざわ書店　三島店

静岡県 駿東郡 TSUTAYA　すみや三島店

静岡県 駿東郡 長倉書店　サントムーン店

静岡県 沼津市 戸田書店　沼津店

静岡県 沼津市 マルサン書店　イシバシプラザ店

静岡県 沼津市 マルサン書店　駅北店

静岡県 焼津市 焼津谷島屋　登呂田店

静岡県 焼津市 焼津谷島屋　大富店

静岡県 焼津市 TSUTAYA　グランリバー大井川店

静岡県 静岡市葵区 柏屋書店

静岡県 静岡市葵区 江崎書店　パルシェ店

静岡県 静岡市葵区 戸田書店　城北店

静岡県 静岡市葵区 戸田書店　静岡本店

静岡県 静岡市葵区 MARUZEN＆ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 静岡市葵区 谷島屋　マークイズ静岡店

静岡県 静岡市葵区 TSUTAYA　すみや静岡本店

静岡県 静岡市葵区 TSUTAYA　すみや静岡平和町店

静岡県 静岡市駿河区 江崎書店　イトーヨーカドー店

静岡県 静岡市駿河区 NET21吉見書店長田店

静岡県 静岡市清水区 戸田書店　江尻台店

静岡県 袋井市 TSUTAYA　袋井国本店

静岡県 田方郡 TSUTAYA　すみや函南店

静岡県 島田市 焼津谷島屋　アピタ島田店

2 / 5 ページ



県名 地区名 書店名

【2017たまひよ春の絵本フェア】開催書店一覧

北陸・東海

静岡県 藤枝市 藤枝江崎書店　駅南本店

静岡県 藤枝市 戸田書店　藤枝東店

静岡県 磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店

静岡県 磐田市 谷島屋　アピタ磐田店

静岡県 浜松市西区 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店

静岡県 浜松市中区 本の王国　浜松西店

静岡県 浜松市東区 TSUTAYA　浜松中央店

静岡県 浜松市浜北区 谷島屋　サンストリート浜北店

静岡県 浜松市北区 夢屋書店　アピタ初生店

静岡県 富士宮市 大垣書店　イオンモール富士宮店

静岡県 富士市 あおい書店　富士店

静岡県 富士市 TSUTAYA　富士本吉原店

静岡県 牧之原市 TSUTAYA　相良店

愛知県 みよし市 未来屋書店　三好店

愛知県 安城市 いけだ書店　ザモール安城店

愛知県 安城市 くまざわ書店　三河安城店

愛知県 安城市 ザ・リブレット　イトーヨーカドー安城店

愛知県 一宮市 三省堂書店　一宮店

愛知県 一宮市 くまざわ書店　一宮店

愛知県 一宮市 いけだ書店　木曽川店

愛知県 稲沢市 くまざわ書店　稲沢店

愛知県 稲沢市 BOOKSえみたす　アピタ稲沢東店

愛知県 岡崎市 くまざわ書店　岡崎北店

愛知県 岡崎市 あおい書店　土井店

愛知県 岡崎市 あおい書店　上里店

愛知県 岡崎市 TSUTAYA　ウイングタウン岡崎店

愛知県 岡崎市 未来屋書店　岡崎店

愛知県 海部郡 光書店　TSUTAYA大治店

愛知県 蒲郡市 くまざわ書店　蒲郡店

愛知県 刈谷市 くまざわ書店　刈谷店

愛知県 刈谷市 本の王国　刈谷店

愛知県 刈谷市 宮脇書店　刈谷店

愛知県 刈谷市 ブックセンター名豊　刈谷店

愛知県 岩倉市 くまざわ書店　岩倉店

愛知県 犬山市 いけだ書店　犬山店

愛知県 小牧市 くまざわ書店　桃花台店

愛知県 西春日井郡 紀伊國屋書店　名古屋空港店

愛知県 西尾市 あおい書店　西尾店
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愛知県 西尾市 ブックスオオトリ　西尾店

愛知県 西尾市 BOOKSえみたす　アピタ西尾店

愛知県 丹羽郡 いけだ書店　大口店

愛知県 知多郡 くまざわ書店　阿久比店

愛知県 知多郡 ザ・リブレット　イオン東浦店

愛知県 知多郡 TSUTAYA　東浦店

愛知県 知多市 ブックスオオトリ　知多店

愛知県 知立市 ザ・リブレット　ギャラリエアピタ知立店

愛知県 長久手市 くまざわ書店　長久手店

愛知県 長久手市 BOOKSえみたす　長久手店

愛知県 津島市 ボナンザ書房　津島本店

愛知県 東海市 くまざわ書店　東海荒尾店

愛知県 半田市 あおい書店　半田店

愛知県 半田市 TSUTAYA　半田店

愛知県 碧南市 文化堂書店　本店

愛知県 碧南市 ピアゴ　碧南東店

愛知県 豊橋市 豊川堂

愛知県 豊川市 あおい書店　豊川店

愛知県 豊田市 くまざわ書店　豊田店

愛知県 豊田市 本のメグリア　本店

愛知県 豊田市 芳和堂書店

愛知県 北名古屋市 あおい書店　西春店

愛知県 名古屋市港区 くまざわ書店　名古屋港店

愛知県 名古屋市西区 くまざわ書店　名西店

愛知県 名古屋市千種区 くまざわ書店　千代田橋店

愛知県 名古屋市千種区 ザ・リブレット　イオン千種店

愛知県 名古屋市千種区 ザ・リブレット　星ケ丘三越店5F

愛知県 名古屋市千種区 TSUTAYA　池下店

愛知県 名古屋市中川区 ブックスオオトリ　名古屋中川店

愛知県 名古屋市中川区 光書店　高畑店

愛知県 名古屋市中川区 ボナンザ書房　太平通り店

愛知県 名古屋市中村区 三省堂書店　名古屋高島屋店

愛知県 名古屋市中村区 BOOKSえみたす　ピアゴ中村店

愛知県 名古屋市東区 未来屋書店　ナゴヤドーム前店

愛知県 名古屋市南区 くまざわ書店　名古屋南店

愛知県 名古屋市北区 くまざわ書店　アピタ名古屋北店

愛知県 名古屋市緑区 くまざわ書店　鳴海店

愛知県 名古屋市緑区 ザ・リブレット　徳重店
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三重県 伊賀市 いけだ書店　伊賀上野店

三重県 伊勢市 古川書店　度会橋店

三重県 員弁郡 未来屋書店　東員店

三重県 三重郡 ブック・スクウェア　菰野店

三重県 四日市市 宮脇書店　四日市店

三重県 四日市市 宮脇書店　四日市本店

三重県 四日市市 未来屋書店　日永店

三重県 松阪市 くまざわ書店　松阪店

三重県 津市 宮脇書店　津ハッピーブックス店

三重県 名張市 ブックスアルデ　近鉄店

三重県 鈴鹿市 TSUTAYA　鈴鹿中央通店

三重県 鈴鹿市 未来屋書店　鈴鹿店
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