
学研／佼成出版社／小学館／白泉社／ブロンズ新社

【出版社５社協同企画】

みんな大好き！工藤ノリコフェア

期間２０１３年９月～

全国の書店様でフェア開催中です！

【フェア開催店】

1 北海道 札幌市 くまざわ書店　アリオ札幌店

2 コーチャンフォー　新川通り店

3 コーチャンフォー　美しが丘店

4 帯広市 帯広喜久屋書店　ザ・本屋さん

5 岩手県 盛岡市 東山堂　イオンモール盛岡南店

6 北上市 ブックスアメリカン　北上店

7 秋田県 秋田市 宮脇書店　イオン秋田中央店

8 宮城県 仙台市 紀伊國屋書店　仙台店

9 ブックスなにわ　仙台泉店

10 ジュンク堂書店　仙台ＴＲ店

11 ジュンク堂書店　仙台ロフト店

12 丸善　仙台アエル店

13 ヤマト屋書店　仙台三越店

14 福島県 郡山市 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

15 福島市 宮脇書店　ヨークタウン野田店

16 西沢書店　北店

17 茨城県 つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

18 群馬県 太田市 喜久屋書店　太田店

19 吾妻郡 戸田書店　中之条店

20 栃木県 宇都宮市 喜久屋書店　宇都宮店

21 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店

22 千葉県 船橋市 くまざわ書店　ららぽーと店

23 浦安市 丸善　舞浜イクスピアリ店

24 松戸市 ジュンク堂書店　松戸伊勢丹店

25 柏市 浅野書店

26 流山市 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店

27 鎌ヶ谷市 くまざわ書店　新鎌ケ谷店

28 埼玉県 さいたま市 紀伊國屋書店　浦和パルコ店

29 三省堂書店　大宮店

ブック・デポ書楽

30 川口市 須原屋　川口前川店

31 文教堂書店　東川口店

32 丸善　そごう川口店



33 東武ブックス　西川口店

34 戸田市 東武ブックス　ビーンズ戸田公園店

35 所沢市 いけだ書店　所沢店

36 ブックスタマ　所沢店

37 東京都 足立区 ブックファースト　ルミネ北千住店

38 紀伊國屋書店　北千住マルイ店

39 くまざわ書店　西新井店

40 大田区 有隣堂　グランデュオ蒲田店

41 葛飾区 ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店

42 江東区 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店

43 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンストリート亀戸店

44 品川区 未来屋書店　品川シーサイド店

45 有隣堂　アトレ大井町店

渋谷区 紀伊國屋書店　新宿南店

46 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店

47 新宿区 芳林堂書店　高田馬場店

48 墨田区 くまざわ書店　錦糸町店

49 世田谷区 文教堂書店　二子玉川店

50 三省堂書店　下北沢店

51 台東区 リブロ　浅草店

52 千代田区 ブックハウス神保町

53 書泉グランデ

54 豊島区 ジュンク堂書店　池袋本店

55 調布市 リブロ　調布店

56 国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店

57 小金井市 くまざわ書店　ＩＹ武蔵小金井店

58 町田市 久美堂　小田急町田店

59 神奈川県 横浜市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店

60 ブックファースト　モザイクモール港北店

61 くまざわ書店　ランドマーク店

62 有隣堂　ルミネ横浜店

63 有隣堂　横浜駅西口店

64 ＴＳＵＴＡＹＡ　港北ミナモ店

65 くまざわ書店　能見台店

66 有隣堂　たまプラーザテラス店

67 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

68 川崎市 あおい書店　川崎駅前店

69 厚木市 福家書店　厚木店



70 藤沢市 ジュンク堂書店　藤沢店

71 有隣堂　テラスモール湘南店

72 横須賀市 平坂書房　ＭＯＲＥ’Ｓ店

73 相模原市 紀伊國屋書店　相模原伊勢丹店

74 小田原市 伊勢治書店　ダイナシティ店

75 静岡県 浜松市 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店

76 未来屋書店　浜松市野店

77 磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店

78 駿東郡 吐夢書店　サントムーン店

79 長野県 上田市 くまざわ書店　上田店

80 岡谷市 笠原書店

81 愛知県 名古屋市 三省堂書店　名古屋高島屋店

82 らくだ書店　本店

83 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店

84 榮進堂書店　イーズ店

85 未来屋書店ドーム前店

86 岡崎市 いまじん　ウイングタウン岡崎店

87 未来屋書店　岡崎店

88 豊田市 本のメグリア　本店

89 長久手市 夢屋書店　長久手店

90 西春日井郡 紀伊國屋書店　名古屋空港店

91 知多郡 くまざわ書店　阿久比店

92 ザ・リブレット　イオン東浦店

93 稲沢市 夢屋書店　アピタ稲沢東店

94 岐阜県 大垣市 未来屋書店　大垣店

95 三重県 津市 本の王国　文化センター前店

96 宮脇書店　久居インター店

97 石川県 金沢市 ＫａＢｏＳ　大桑店

98 金沢ビーンズ明文堂

99 富山県 富山市 紀伊國屋書店　富山店

## 滋賀県 大津市 紀伊國屋書店　大津店

## 大垣書店　フォレオ大津一里山店

## 草津市 サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢

## 京都府 京都市 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

## 大阪府 大阪市 ジュンク堂書店　上本町店

## 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店

## 紀伊國屋書店　梅田本店

## 文教堂書店　淀屋橋店



## 心斎橋アセンス

## リブロ　イオンモール鶴見店

## 堺市 紀伊國屋書店　堺北花田店

## 大阪狭山市 パルネット　狭山店

## 奈良県 橿原市 喜久屋書店　橿原店

## 和歌山県 和歌山市 宮脇書店　和歌山店

## 兵庫県 伊丹市 未来屋書店　伊丹店

## 加古川市 くまざわ書店　加古川店

## 紀伊國屋書店　加古川店

## 川西市 紀伊國屋書店　川西店

## 豊岡市 喜久屋書店　豊岡店

## 岡山県 岡山市 啓文社　岡山本店

## 倉敷市 喜久屋書店　倉敷店

## 広島県 広島市 ジュンク堂書店　広島駅前店

## 丸善　広島店

## 廣文館　ゆめタウンみゆき店

## アルパークブックガーデン廣文館

## フタバ図書　ＧＩＧＡ祗園店

## 安芸郡 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店

## 福山市 啓文社　コア春日店

鳥取県 米子市 本の学校　今井ブックセンター

## 島根県 松江市 今井書店グループセンター店

## 山口県 周南市 宮脇書店　徳山店

## 香川県 丸亀市 紀伊國屋書店　丸亀店

## 宮脇書店丸亀バサラ店

## 福岡県 福岡市 ジュンク堂書店　福岡店

## 福家書店　福岡木の葉モール橋本店

## 丸善　博多店

## リブロ　福岡天神店

## 宮崎県 都城市 田中書店　イオンモール都城駅前店

## 鹿児島県 鹿児島市 ジュンク堂書店　鹿児島店

※店舗によって在庫状況、展開期間が異なります。


