
※品切れの際はご容赦ください。
※各店舗へのお電話やメールでのお問い合わせはご遠慮ください。

都道府県 書店名

北海道 コーチャンフォー 美しが丘店

北海道 三省堂書店 札幌店

北海道 紀伊國屋書店 小樽店

北海道 函館 蔦屋書店

北海道 未来屋書店 苫小牧店

北海道 くまざわ書店 旭川店

北海道 くまざわ書店 帯広店

北海道 くまざわ書店 苫小牧店

北海道 くまざわ書店 手稲店

北海道 くまざわ書店 中標津店

北海道 岡本書店 恵庭店

青森県 くまざわ書店 八戸店

青森県 くまざわ書店 五所川原店

岩手県 ジュンク堂書店 盛岡店

宮城県 紀伊國屋書店 仙台店

宮城県 ヤマト屋書店 仙台三越店

宮城県 未来屋書店 名取店

宮城県 未来屋書店 石巻店

秋田県 未来屋書店 秋田店

山形県 くまざわ書店 鶴岡店

福島県 宮脇書店 ヨークタウン野田店

福島県 くまざわ書店 福島エスパル店

福島県 鹿島ブックセンター

茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店

茨城県 未来屋書店 土浦店

茨城県 未来屋書店 水戸内原店

茨城県 未来屋書店 つくば店

栃木県 くまざわ書店 宇都宮店

栃木県 くまざわ書店 宇都宮インターパーク店

栃木県 くまざわ書店 足利コムファースト店

栃木県 くまざわ書店 鹿沼店

対象書籍：『帰り遅いけどこんなスープなら作れそう』（文響社）『スープ・レッスン』（プレジテント社）

   『おつかれさまスープ』（学研プラス）『朝10分でできるスープ弁当』（マガジンハウス）

学研プラス・プレジテント社・文響社・マガジンハウス 4社合同企画

有賀薫フェア 実施書店リスト



栃木県 くまざわ書店 アシコタウン

栃木県 くまざわ書店 宮原店

群馬県 くまざわ書店 高崎店

埼玉県 三省堂書店 大宮店

埼玉県 ブックファースト ルミネ大宮店

埼玉県 紀伊國屋書店 川越店

埼玉県 未来屋書店 レイクタウン店

埼玉県 未来屋書店 北戸田店

埼玉県 未来屋書店 羽生店

埼玉県 くまざわ書店 東浦和店

埼玉県 くまざわ書店 ララガーデン川口店

埼玉県 くまざわ書店 アトレマルヒロ川越店

埼玉県 くまざわ書店 浦和美園店

埼玉県 くまざわ書店 的場店

埼玉県 くまざわ書店 上里店

埼玉県 須原屋 アリオ川口店

埼玉県 須原屋 武蔵浦和店

千葉県 堀江良文堂書店 松戸店

千葉県 ブックマルシェ 津田沼店

千葉県 喜久屋書店 千葉ニュータウン店

千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店津田沼パルコ店

千葉県 くまざわ書店 四街道店

千葉県 くまざわ書店 蘇我店

千葉県 くまざわ書店 ペリエ千葉本店

千葉県 くまざわ書店 ららぽーと店

千葉県 くまざわ書店 松戸店

千葉県 くまざわ書店 公津店

千葉県 くまざわ書店 木更津店

千葉県 くまざわ書店 八千代台店

千葉県 未来屋書店 マリンピア店

千葉県 未来屋書店 八千代緑が丘店

千葉県 未来屋書店 成田店

東京都 紀伊國屋書店 西武渋谷店

東京都 三省堂書店 神保町本店

東京都 三省堂書店 池袋本店

東京都 三省堂書店 有楽町店

東京都 三省堂書店 経堂店

東京都 三省堂書店 東京ソラマチ店

東京都 有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店



東京都 有隣堂 アトレ目黒店

東京都 有隣堂 アトレ大井町店

東京都 有隣堂 グランデュオ蒲田店

東京都 有隣堂 アトレ恵比寿店

東京都 東京堂書店 神田神保町店

東京都 ブックファースト アトレ大森店

東京都 東京旭屋書店 池袋店

東京都 タロー書房

東京都 山下書店 半蔵門店

東京都 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 東急蒲田店

東京都 くまざわ書店 イトーヨーカドー大森店

東京都 くまざわ書店 船堀店

東京都 くまざわ書店 品川店

東京都 くまざわ書店 田町店

東京都 くまざわ書店 高輪店

東京都 くまざわ書店 東京オペラシティ店

東京都 くまざわ書店 浅草店

東京都 くまざわ書店 イトーヨーカドー綾瀬店

東京都 くまざわ書店 錦糸町店

東京都 くまざわ書店 千住大橋店

東京都 くまざわ書店 豊洲店

東京都 くまざわ書店 池袋店

東京都 くまざわ書店 サンシャインシティアルパ店

東京都 くまざわ書店 大泉学園店

東京都 くまざわ書店 東大和店

東京都 文教堂書店 青戸店

東京都 未来屋書店 板橋店

東京都 恭文堂 学芸大学店

東京都 ブックファースト ルミネ町田店

東京都 ブックファースト アトレ吉祥寺店

東京都 ブックスルーエ

東京都 ジュンク堂書店 吉祥寺店

東京都 紀伊國屋書店 吉祥寺東急店

東京都 増田書店

東京都 オリオン書房 ルミネ立川店

東京都 オリオン書房 ノルテ店

東京都 未来屋書店 東久留米店

東京都 くまざわ書店 調布店

東京都 くまざわ書店 稲城店



東京都 くまざわ書店 イトーヨーカドー武蔵小金井店

東京都 くまざわ書店 八王子店

東京都 くまざわ書店 昭島店

東京都 くまざわ書店 八王子南口店

東京都 有隣堂 セレオ八王子店

東京都 久美堂 本店

東京都 久美堂 小田急町田店

神奈川県 有隣堂 本店

神奈川県 有隣堂 横浜駅西口店

神奈川県 有隣堂 ルミネ横浜店

神奈川県 有隣堂 アトレ川崎店

神奈川県 有隣堂 たまプラーザテラス店

神奈川県 有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店

神奈川県 有隣堂 武蔵小杉東急スクエア店

神奈川県 有隣堂 戸塚モディ店

神奈川県 有隣堂 ららぽーと海老名店

神奈川県 有隣堂 藤沢店

神奈川県 有隣堂 テラスモール湘南店

神奈川県 有隣堂 ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 有隣堂 厚木店

神奈川県 有隣堂 ラスカ小田原店

神奈川県 三省堂書店 新横浜店

神奈川県 三省堂書店 海老名店

神奈川県 くまざわ書店 新横浜店

神奈川県 くまざわ書店 相模原店

神奈川県 くまざわ書店 相模大野店

神奈川県 くまざわ書店 能見台店

神奈川県 くまざわ書店 アピタテラス横浜綱島店

神奈川県 くまざわ書店 ジョイナステラス二俣川店

神奈川県 くまざわ書店 大船店

神奈川県 くまざわ書店 本厚木店

神奈川県 あおい書店 上大岡店

神奈川県 くまざわ書店 さぎ沼店

神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店

神奈川県 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店

神奈川県 紀伊國屋書店 イオンモール座間店

神奈川県 未来屋書店 相模原店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ シァルプラット東神奈川店

神奈川県 アシーネ 金沢八景店



新潟県 紀伊國屋書店 新潟店

新潟県 くまざわ書店 新潟西店

新潟県 くまざわ書店 新潟亀田店

新潟県 くまざわ書店 上越店

新潟県 未来屋書店 新潟南店

富山県 くまざわ書店 富山店

富山県 喜久屋書店 高岡店

富山県 明文堂書店 高岡射水店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ 本店 本館

石川県 うつのみや 金沢香林坊店

福井県 紀伊國屋書店 福井店

山梨県 くまざわ書店 双葉店

⾧野県 平安堂 川中島店

⾧野県 くまざわ書店 ＧＡＺＡ広丘店

岐阜県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ 大垣店

岐阜県 くまざわ書店 美濃加茂店

岐阜県 未来屋書店 各務原店

静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店

静岡県 戸田書店 リブレ菊川店

静岡県 未来屋書店 浜松市野店

静岡県 くまざわ書店 沼津店

静岡県 アマノ 有玉店

愛知県 三省堂書店 名古屋本店

愛知県 紀伊國屋書店 名古屋空港店

愛知県 紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店

愛知県 くまざわ書店 アピタ名古屋北店

愛知県 未来屋書店 ナゴヤドーム前店

愛知県 らくだ書店 本店

愛知県 未来屋書店 岡崎店

愛知県 未来屋書店 東浦店

愛知県 未来屋書店 新瑞橋店

愛知県 未来屋書店 大高店

愛知県 未来屋書店 熱田店

愛知県 未来屋書店 ⾧久手店

愛知県 未来屋書店 木曽川店

愛知県 くまざわ書店 岡崎北店

愛知県 くまざわ書店 三河安城店

愛知県 くまざわ書店 稲沢店

愛知県 くまざわ書店 豊田店



愛知県 くまざわ書店 岩倉店

愛知県 くまざわ書店 ⾧久手店

愛知県 くまざわ書店 名西店

愛知県 くまざわ書店 千代田橋店

愛知県 本のメグリア 本店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店

三重県 未来屋書店 鈴鹿店

三重県 コメリ書房 鈴鹿店

三重県 いけだ書店 伊賀上野店

滋賀県 天晨堂 ビバシティブックセンター

京都府 くまざわ書店 四条烏丸店

京都府 ＡＣＡＤＥＭＩＡ けいはんな店

京都府 ブックファースト 西院店

京都府 アバンティブックセンター 洛北店

京都府 まるぜん書店 マイン店

京都府 山科書店 ラクトＢ店

京都府 未来屋書店 久御山店

京都府 未来屋書店 高の原店

大阪府 旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店

大阪府 紀伊國屋書店 本町店

大阪府 紀伊國屋書店 高槻阪急店

大阪府 丸善 八尾アリオ店

大阪府 ブックファースト 蛍池店

大阪府 くまざわ書店 阿倍野店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ

大阪府 未来屋書店 りんくう泉南店

大阪府 未来屋書店 大阪ドームシティ店

大阪府 未来屋書店 大日店

大阪府 未来屋書店 茨木店

大阪府 未来屋書店 四條畷店

兵庫県 紀伊國屋書店 神戸阪急店

兵庫県 ジュンク堂書店 三宮店

兵庫県 ジュンク堂書店 芦屋店

兵庫県 喜久屋書店 東急プラザ新⾧田店

兵庫県 くまざわ書店 明石店

兵庫県 くまざわ書店 加古川店

兵庫県 くまざわ書店 藤原台店



兵庫県 未来屋書店 明石店

兵庫県 未来屋書店 伊丹店

兵庫県 未来屋書店 伊丹昆陽店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路広峰店

和歌山県 くまざわ書店 和歌山ＭＩＯ店

鳥取県 今井書店 吉成店

島根県 今井書店 ＡＲＥＡ

岡山県 未来屋書店 岡山店

広島県 紀伊國屋書店 広島店

広島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店

広島県 啓文社 ポートプラザ店

広島県 フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店

山口県 くまざわ書店 下関店

徳島県 紀伊國屋書店 徳島店

香川県 宮脇書店 総本店

香川県 宮脇書店 本店

香川県 紀伊國屋書店 丸亀店

香川県 くまざわ書店 高松店

香川県 ジュンク堂書店 高松店

福岡県 丸善 博多店

福岡県 ジュンク堂書店 福岡店

福岡県 明林堂書店 エーブック飯塚店

福岡県 ブックセンタークエスト 小倉本店

福岡県 未来屋書店 香椎浜店

福岡県 未来屋書店 直方店

福岡県 未来屋書店 福津店

⾧崎県 くまざわ書店 佐世保店

熊本県 くまざわ書店 くまなん店

大分県 紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店

宮崎県 未来屋書店 宮崎店

宮崎県 田中書店 川東店

鹿児島県 紀伊國屋書店 鹿児島店

鹿児島県 未来屋書店 鹿児島店

沖縄県 宮脇書店 大山店

沖縄県 未来屋書店 沖縄ライカム店

沖縄県 球陽堂書房 那覇メインプレイス店

沖縄県 球陽堂書房 西原店

沖縄県 球陽堂書房 サンエー八重瀬店

◆フェア予定期間：2/3～3/31頃（地域、書店によって前後します)


