
書店名 電話番号 郵便番号 県名 地区名 主住所 副住所

ジュンク堂書店　札幌店 011-223-1911 060-0061 北海道 札幌市中央区 札幌市中央区南一条西１－８－２ 丸井今井南館内

ジュンク堂書店　盛岡店 019-601-6161 020-0022 岩手県 盛岡市 盛岡市大通２－８－１４ ＭＯＳＳビル３Ｆ・４Ｆ

ジュンク堂書店　仙台店 022-265-5656 980-0021 宮城県 仙台市青葉区 仙台市青葉区中央４－１－１ イービーンズ６Ｆ・７Ｆ

ジュンク堂書店　仙台ロフト店 022-726-5660 980-0021 宮城県 仙台市青葉区 仙台市青葉区中央１－１０－１０ 仙台ロフト７Ｆ

ジュンク堂書店　秋田店 018-884-1370 010-0874 秋田県 秋田市 秋田市千秋久保田町４－２ 秋田フォーラスビル６Ｆ・７Ｆ

ジュンク堂書店　郡山店 024-927-0440 963-8004 福島県 郡山市 郡山市中町１３－１ うすい百貨店９Ｆ

ジュンク堂書店　高崎店 027-330-6611 370-0849 群馬県 高崎市 高崎市八島町４６－１ 高崎ビブレ７Ｆ

ジュンク堂書店　大宮ロフト店 048-640-3111 330-9621 埼玉県 さいたま市大宮区 さいたま市大宮区宮町１－６０ 大宮ロフト７Ｆ・８Ｆ

ジュンク堂書店　プレスセンター店 03-3502-2600 100-0011 東京都 千代田区 千代田区内幸町２－２－１ 日本プレスセンタービル１Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 03-5456-2111 150-8019 東京都 渋谷区 渋谷区道玄坂２－２４－１ 東急百貨店本店７Ｆ

ジュンク堂書店　新宿店 03-5363-1300 160-8455 東京都 新宿区 新宿区新宿３－２９－１ 新宿三越アルコット６Ｆ・７Ｆ・８Ｆ

ジュンク堂書店　池袋本店 03-5956-6111 171-0022 東京都 豊島区 豊島区南池袋２－１５－５

ジュンク堂書店　吉祥寺店 0422-28-5333 180-0004 東京都 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５ コピス吉祥寺６Ｆ・７Ｆ

ジュンク堂書店　藤沢店 046-652-1211 251-0052 神奈川県 藤沢市 藤沢市藤沢５５９ ビックカメラ７Ｆ・８Ｆ

ジュンク堂書店　新潟店 025-374-4411 950-0911 新潟県 新潟市中央区 新潟市中央区笹口１－１ プラーカ１　１Ｆ・Ｂ１Ｆ

ジュンク堂書店　名古屋店 052-589-6321 450-0002 愛知県 名古屋市中村区 名古屋市中村区名駅３－２５－９ 堀内ビル１Ｆ

ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 052-249-5592 460-0008 愛知県 名古屋市中区 名古屋市中区栄３－１８－１ ナディアパークビジネスセンタービルＢ１Ｆ

ジュンク堂書店　京都店 075-252-0101 600-8005 京都府 京都市下京区 京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町 2010/01/20

ジュンク堂書店　京都ＢＡＬ店 075-253-6460 604-8032 京都府 京都市中京区 京都市中京区河原町通三条下ル２丁目山崎町 ２５１　京都ＢＡＬ店内５～８Ｆ

ジュンク堂書店　大阪本店 06-4799-1090 530-0003 大阪府 大阪市北区 大阪市北区堂島１－６－２０ 堂島アバンザ内１～３Ｆ

ジュンク堂書店　梅田ヒルトンプラザ店 06-6343-8444 530-0001 大阪府 大阪市北区 大阪市北区梅田１－８－１６ ヒルトンプラザイースト５Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 2010年12月開店 530-0013 大阪府 大阪市北区 大阪市北区茶屋町７－２０ チャスカ茶屋町B１～７F

ジュンク堂書店　千日前店 06-6635-5330 542-0075 大阪府 大阪市中央区 大阪市中央区難波千日前１２－７ Ｙ．Ｅ．Ｓ．ＮＡＭＢＡビル内１～３Ｆ

ジュンク堂書店　天満橋店 06-6920-3730 540-0032 大阪府 大阪市中央区 大阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪シティモール７Ｆ

ジュンク堂書店　難波店 06-4396-4771 556-0017 大阪府 大阪市浪速区 大阪市浪速区湊町１－２－３ マルイト難波ビル

ジュンク堂書店　三宮駅前店 078-252-0777 651-0096 兵庫県 神戸市中央区 神戸市中央区雲井通６－１－１５ サンシティビル７Ｆ

ジュンク堂書店　三宮店 078-392-1001 650-0021 兵庫県 神戸市中央区 神戸市中央区三宮町１－６－１８

ジュンク堂書店　舞子店 078-787-1250 655-0047 兵庫県 神戸市垂水区 神戸市垂水区東舞子町１０－１－３０１ Ｔｉｏ舞子３Ｆ

ジュンク堂書店　住吉店 078-854-5551 658-0051 兵庫県 神戸市東灘区 神戸市東灘区住吉本町１－２－１ 住吉ターミナルビル４Ｆ

ジュンク堂書店　芦屋店 0797-31-7440 659-0092 兵庫県 芦屋市 芦屋市大原町９－１－３０４ ラポルテ東館３Ｆ

ジュンク堂書店　西宮店 0798-68-6300 663-8035 兵庫県 西宮市 西宮市北口町１－１ アクタ西宮西館４Ｆ

ジュンク堂書店　明石店 078-913-8201 673-0891 兵庫県 明石市 明石市大明石町１－６－７ 明神ビル内Ｂ１・１・２Ｆ

ジュンク堂書店　姫路店 079-221-8280 670-0914 兵庫県 姫路市 姫路市豆腐町２２２ プリエ姫路２Ｆ

ジュンク堂書店　姫路駅前店 079-224-6603 670-0927 兵庫県 姫路市 姫路市駅前町２１０ 駅ビルフェスタ１Ｆ

ジュンク堂書店　岡山店 086-236-1877 700-8561 岡山県 岡山市北区 岡山市北区幸町７－６ 岡山ビブレＡ館２Ｆ・３Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　広島店 082-504-6210 730-0021 広島県 広島市中区 広島市中区胡町５－２２ 天満屋広島八丁堀店７Ｆ・８Ｆ

ジュンク堂書店　広島駅前店 082-568-3000 732-0822 広島県 広島市南区 広島市南区松原町９－１ 福屋広島駅前店１０Ｆ

ジュンク堂書店　松山店 089-915-0075 790-0011 愛媛県 松山市 松山市千舟町５－７－１ エスパス松山内

ジュンク堂書店　福岡店 092-738-3322 810-0001 福岡県 福岡市中央区 福岡市中央区天神１－１０－１３ メディアモール天神１～４Ｆ

ジュンク堂書店　大分店 097-536-8181 870-0035 大分県 大分市 大分市中央町１－２－７ 大分フォーラス７Ｆ

ジュンク堂書店　鹿児島店 099-216-8838 892-0826 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市呉服町６－５ マルヤガーデンズ５Ｆ・６Ｆ

ジュンク堂書店　天文館店 099-239-1221 892-0827 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市中町３－１５ ヴィストラルビル内

ジュンク堂書店　那覇店 098-860-7175 900-0013 沖縄県 那覇市 那覇市牧志１－１９－２９ Ｄｎａｈａ内

ジュンク堂書店　忠孝店 8.8622731593e+011 海外 台湾 台北市忠孝東路四段４５号 そごう百貨店内

ジュンク堂書店　天母店 8.8622833093e+011 海外 台湾 台北市中山北路六段７７号 太平洋ＳＯＧＯ天母店７階


