
「プロジェクトエデン」取扱書店一覧 最終更新日：2022年11月27日

エリア 書店名 郵便番号 住所 電話番号

北海道 紀伊國屋書店 札幌本店 〒060-0005 北海道札幌市中央区北５条西５丁目７−７ ｓａｐｐｏｒｏ５５ 2階 011-231-2131

東北

ジュンク堂書店 弘前中三店 〒036-8182 青森県弘前市土手町４９−１ 中三弘前店 6F 0172-80-6010

ジュンク堂 郡山店 〒963-8004 福島県郡山市中町１３−１ うすい百貨店 ９階 024-927-0440

丸善 仙台アエル店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１丁目３−１, Aer, 1 階 022-264-0151

関東

丸善 丸の内本店 〒100-8203 東京都千代田区丸の内１丁目６−４ 1階～4階 丸の内オアゾ 03-5288-8881

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

紀伊國屋書店 新宿本店 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１７−７ 03-3354-0131

ブックファースト 新宿店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目７−３ モード学園 コクーンタワーB1/B2 03-5339-7611

ブックファースト 中野店 〒164-0001 東京都中野区中野４丁目３−１ １階～２階 なかのサンクォーレ 03-3319-5161

ジュンク堂書店 池袋店 〒171-0022 東京都豊島区南池袋２丁目１５−５ 03-5956-6111

三省堂書店 池袋本店 〒171-8569 東京都豊島区南池袋１丁目２８−１ 地下1階・書籍館地下1階～1階 別館西武池袋本店 03-6864-8900

ジュンク堂書店 吉祥寺店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１１−５ 6階～7階 B館コピス吉祥寺 0422-28-5333

喜久屋書店 府中店 〒183-0023 東京都府中市宮町１丁目４１−２ 042-306-6013

丸善 多摩センター店 〒206-0033 東京都多摩市落合１丁目４６−１ ココリア多摩センタ ５階 042-355-3220

有隣堂 たまプラーザテラス店 〒225-8535 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１丁目1−２ 1F・2F ゲートプラザ たまプラーザテラス 045-903-2191

有隣堂 厚木店 〒243-0018 神奈川県厚木市中町２丁目６ 三成ほてい屋第一ビル 046-223-4111

ブックファースト ルミネ川越店 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町３９−１９ ルミネ川越 ４階 049-240-6212

中部
平安堂 佐久インターウェーブ店 〒385-0009 長野県佐久市小田井６１３−１ 佐久インターウェーブ 0267-77-7744

MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店 〒420-8508 静岡県静岡市葵区鷹匠１丁目１−１ 新静岡セノバ ５階 054-275-2777

※取り扱い・在庫状況は各書店にご確認ください



エリア 書店名 郵便番号 住所 電話番号

中部

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

ジュンク堂書店 名古屋栄店 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町１丁目１ 地下2階～地下1階 明治安田生命 名古屋ビル 052-212-5360

丸善 名古屋本店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目８−１４ 052-238-0320

丸善 イオンタウン千種店 〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６−１３ イオンタウン千種 2階 052-715-7911

らくだ書店 東郷店 〒470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目２０−１ 0561-37-1181

丸善 岐阜店 〒502-0882 岐阜県岐阜市正木中１丁目２番1号 マーサ 21 3F 058-297-7008

丸善 四日市店 〒510-8585 三重県四日市市諏訪栄町７−３４ 近鉄百貨店四日市店, 地下1階 059-359-2340

明文堂書店 金沢ビーンズ 〒920-8203 石川県金沢市鞍月５丁目１５８ 076-239-4400

明文堂書店 金沢野々市店 〒921-8823 石川県野々市市粟田５丁目４６１ 076-294-0930

明文堂書店 TSUTAYA KOMATSU店 〒923-0861 石川県小松市沖町４５１番地 0761-23-4282

文英堂書店 富山豊田店 〒931-8313 富山県富山市豊田町２丁目８−１４ 076-433-8150

知遊堂 上越国府店 〒942-0086 新潟県上越市加賀町１２−１０ 知遊堂上越国府店 ＢＯＯＫＳ知遊堂上越国府店 025-545-5668

ジュンク堂書店 新潟店 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口１丁目１ 1階・地下1階 プラーカ1 025-374-4411

知遊堂 亀貝店 〒950-2033 新潟県新潟市西区亀貝３２１９ 025-211-1858

関西

大垣書店 フォレオ大津一里山店 〒520-2153 滋賀県大津市一里山７丁目１−１ フォレオ大津一里山 １階 077-547-1020

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町４−２０ グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館 6F 06-7730-8451

紀伊国屋書店 梅田本店 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目３−３ 阪急三番街南館1F 06-6372-5821

MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町７−２０ チャスカ茶屋 町地下1階 ～7階 06-6292-7383

ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 〒545-8545 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１−４３ あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 06-6626-2151

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

ジュンク堂書店 大阪本店 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目６−２０ ２階～３階 アバンザ 06-4799-1090

※取り扱い・在庫状況は各書店にご確認ください



エリア 書店名 郵便番号 住所 電話番号

関西

大垣書店 イオンモールKYOTO店 〒601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町１ 075-692-3331

丸善 京都本店 〒604-8032 京都府京都市中京区山崎町２５１ １階～地下２階京都BAL 地下 075-253-1599

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

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

ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町１４−２ 阪急西宮ガーデンズ 4階 0798-62-6103

ジュンク堂書店 姫路店 〒670-0914 兵庫県姫路市豆腐町２２２ ピオレ姫路２ ２F 079-221-8280

中国

喜久屋書店 倉敷店 〒710-0802 倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷2F 086-430-5450 

紀伊国屋書店 広島店 〒730-0011 広島県広島市中区基町６−２７ アクア広島センター街 6F 082-225-3232

丸善 広島店 〒730-0021 広島県広島市中区胡町５−２２ 7階～8階天満屋八丁堀ビル 082-504-6210

フタバ図書 TERA広島府中店 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須２丁目１−１−３０２２ イオンモール広島府中 3Ｆ 082-561-0770

四国

明屋書店 西の土居店 〒792-0035 愛媛県新居浜市西の土居町１丁目１−２３ 0897-36-4455

明屋書店 川東店 〒792-0886 愛媛県新居浜市郷１丁目３−１１ 0897-33-4121

明屋書店 西条本店 〒793-0021 愛媛県西条市神拝乙１４１−１ 0897-52-1822

明屋書店 今治本店 〒794-0063 愛媛県今治市片山２丁目６−２２ 0898-25-2001

九州

ブックセンタークエスト 小倉本店 〒802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借１丁目４−７ 093-522-3912

丸善 博多店 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１−１ JR博多シティ ８Ｆ 092-413-5401

紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店 〒812-0055 福岡県東区東浜１丁目１−１ ゆめタウン博多 2F 092-643-6721

明屋書店 行橋行事店 〒824-0001 福岡県行橋市行事２丁目１４−１１ 0930-25-1110

紀伊国屋書店 熊本光の森店 〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目33−１ 2F ゆめタウン 096-233-1700

紀伊国屋書店 鹿児島店 〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１−１ アミュプラザ鹿児島 本館 4F 099-812-7000

ジュンク堂書店 那覇店 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志１丁目１９−２９ 1階～3階 D-NAHA 地下 098-860-7175

※取り扱い・在庫状況は各書店にご確認ください


