4sizカレンダー2017年版 販売書店一覧（静岡県）
販売書店名

伊
豆

東
部

夢屋書店ピアゴ香貫店
戸田書店沼津店
マルサン書店イシバシプラザ店
ＴＳＵＴＡＹＡ沼津学園通り店
江崎書店沼津アントレ店
マルサン書店仲見世店
マルサン書店駅北店
くまざわ書店三島店
三島ブックセンター
芹沢百貨堂 （注文販売）
エマ書店 （注文販売）
石垣書店 （注文販売）
文化堂 （注文販売）
文教堂書店伊東店（注文販売）
サガミヤ デュオ店（注文販売）
サガミヤ 広野店（注文販売）
サガミヤ 湯の花店 （注文販売）
岩上書店 （注文販売）
焼津谷島屋アピタ大仁店（注文販売）
文教堂大仁店（注文販売）
ミナクチ書店（注文販売）
村上書店（注文販売）
村上書店アネックス店（注文販売）
村上書店下田とうきゅう店（注文販売）
ＴＳＵＴＡＹＡすみや函南店
戸田書店函南店
ＴＳＵＴＡＹＡ函南店
方々書房（注文販売）
エル・ピーノ（注文販売）
山田書店（注文販売）
まりや書店（注文販売）
尾崎書店（注文販売）
戸田書店富士店
富士江崎書店
マルサン書店富士店
夢屋書店アピタ富士吉原店
ＴＳＵＴＡＹＡ本吉原店
未来屋書店富士南店
静岡谷島屋松岡ショップ
あおい書店富士店
岳陽堂書店
静岡谷島屋富士宮ショップ
大垣書店グロスアミュゼ富士宮店
富士戸田書店富士宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店
戸田書店御殿場店
戸田書店リブレ裾野店
ＴＳＵＴＡＹＡすみや三島店
マルサン書店サントムーン店
ＢＯＯＫＳランケイ社

住 所
沼津市下香貫汐入２２１６
沼津市原東中１５３８－１
沼津市高島本町１－５ イシバシプラザ４階
沼津市杉崎町１３－５０
沼津市大手町１－１－１
沼津市大手町５－３－１３
沼津市北高島町８－６
三島市中田町９－３０ イトーヨーカ堂３Ｆ
三島市萩２６７－１
熱海市銀座町１－２５
熱海市昭和町５－２
熱海市田原本町９－１
伊東市宇佐美１７９５
伊東市吉田１０２６
伊東市玖須美元和田７２０－１４３
伊東市広野４－１－４
伊東市猪戸１－５－４１
伊東市八幡野１１８９－２０
伊豆の国市 吉田１５３－１
伊豆の国市大仁田京１５２－３
伊豆の国市長岡１１０２
下田市三丁目２－２
下田市西本郷２－５－６
下田市東本郷１丁目２－１
田方郡函南町間宮３２９－１
田方郡函南町仁田７０－１
田方郡函南町塚本１４３－１
賀茂郡河津町笹原３４３－１
賀茂郡松崎町江奈１７４－１
賀茂郡東伊豆町稲取１７６０－４
賀茂郡松崎町松崎３８４－１
賀茂郡南伊豆町下賀茂２６３－２
富士市永田町２－６６
富士市原田６１－５
富士市五味島２３７－２
富士市国久保２－１－１０ アピタ富士吉原店２階
富士市今泉１－１７－４１
富士市鮫島１１８－１０
富士市松岡字裏町６５４－１
富士市本市場古新田４８１
富士市本町１２－８
富士宮市宮北町７１
富士宮市浅間町１－８ イオンモール富士宮２Ｆ
富士宮市矢立町９３５
御殿場市ぐみ沢９５－５
御殿場市新橋１９０９－５
裾野市石脇４５０－１
駿東郡清水町玉川１５７－１
駿東郡清水町玉川字芝添６１－２
駿東郡長泉町竹原２８５－１

中
部

ＴＳＵＴＡＹＡすみや静岡本店

静岡市葵区呉服町１－２０

静岡谷島屋呉服町店

静岡市葵区呉服町２－５－５

江崎書店パルシェ店

静岡市葵区黒金町４９

戸田書店静岡本店

静岡市葵区紺屋町１７－１

吉見書店竜南店

静岡市葵区千代田４－３－１０

静岡谷島屋新流通店

静岡市葵区千代田７－１０－３３

戸田書店城北店

静岡市葵区大岩２－１－１８

ＭＡＲＵＺＥＮジュンク堂新静岡店

静岡市葵区鷹匠１－１－１

柏屋書店

静岡市葵区東瀬名町１－３８

すみや平和町店

静岡市葵区平和町３－１８－１０

谷島屋マークイズ静岡店

静岡市葵区柚木１９１

江崎書店イトーヨーカ堂静岡店

静岡市駿河区曲金３－２－１９

夢屋書店アピタ静岡店

静岡市駿河区石田１－５－１

吉見書店長田店

静岡市駿河区東新田２－１６－２２

静岡谷島屋高松店

静岡市駿河区敷地１－２７－３

TSUTAYA押切店

静岡市清水区押切１４５６

未来屋書店蒲原店

静岡市清水区蒲原３２２－１１

江崎書店ベイドリーム清水店

静岡市清水区駒越北町８－１

戸田書店江尻台店

静岡市清水区江尻台町２２－３３

ＴＳＵＴＡＹＡ清水春日店

静岡市清水区春日１－８－３０

大和文庫不二見店

静岡市清水区沼田町１０－３６

未来屋書店

静岡市清水区上原１－６－１６

シミズブックス

静岡市清水区真砂町４－２４

ＴＳＵＴＡＹＡ 村松原店

静岡市清水区村松原３－１－７

TＳＵＴＡＹＡ 清水辻店

静岡市清水区辻１－６－１０

ＴＳＵＴＡＹＡグランリバー大井川店

焼津市下江留１４３３－１

夢屋書店焼津店

焼津市小土５６７－３

焼津谷島屋登呂田店

焼津市西小川２－１－８

焼津谷島屋大富店

焼津市大住６８３－１

未来屋書店焼津店

焼津市祢宣島５５５

江崎書店蓮華寺池公園店

藤枝市五十海１－４－６

藤枝江崎書店駅南店

藤枝市高岡１－３－３

宮脇書店藤枝店

藤枝市上青島２８４－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ藤枝瀬戸新屋店

藤枝市瀬戸新屋字和古２１３－１８

藤枝江崎書店ＢＩＶＩ店

藤枝市前島１－７－１０

戸田書店藤枝東店

藤枝市大手１－２２－４０

いろは堂宮川店

島田市宮川町２４７１－４

佐塚書店栄町店

島田市金谷栄町３４９１

島田書店花みずき店

島田市中河町４８８－１

焼津谷島屋アピタ島田店

島田市宝来町８－２

TSUTAYA相良店

牧之原市大沢１丁目３番地

夢屋書店ピアゴ榛原店

牧之原市細江字濱田１３７１－１

呉服町タワー１階

新静岡セノバ５階

アピタ静岡店２階

イオン清水店２Ｆ

西
部

谷島屋イオンモール浜松店
ＪＡＣＫ大人見店
ＴＳＵＴＡＹＡ佐鳴台店
未来屋書店 浜松西店
アマノ 入野店
本の王国浜松雄踏店
本の王国 浜松西店
明屋書店イケヤ高丘店
アマノ書店高丘店
明屋書店イケヤ高林店
谷島屋浜松本店
谷島屋エキマチ店
夢屋書店ピアゴ浜松泉町店
アマノ アクト北店
精文館書店領家店
谷島屋連尺店
天竜谷島屋（二俣）
ぶっくす三峰下石田本店
笠井文泉堂
ジャンボＴＳＵＴＡＹＡ浜松中央店
未来屋書店浜松市野店
アマノ書店有玉店
かわむらＢＯＯＫ
明屋書店渡瀬店
夢屋書店アピタ浜北店
ブックハウス浜北
谷島屋書店サンストリート浜北店
谷島屋本沢合店
アマノ書店三方原店
谷島屋三方原店
夢屋書店アピタ初生店
谷島屋ららぽーと磐田店
谷島屋書店磐田店
谷島屋アピタ磐田店
精文館書店豊田町店
ブックセンター豊文堂豊岡店
三洋堂書店磐田店
明屋書店イケヤ磐田東店
ＴＳＵＴＡＹＡすみや磐田南店
ＴＳＵＴＡＹＡ袋井国本店
未来屋書店 袋井店
江崎書店袋井店
宮脇書店新磐田浅羽店
戸田書店掛川西郷店
宮脇書店掛川店
三原屋書店アピタ掛川店
三原屋書店中央店
戸田書店リブレ菊川店
佐塚書店
明屋書店イケヤ湖西店
ＪＡＣＫ

浜松市西区志都呂町５６０５ イオンモール浜松志都呂３Ｆ
浜松市西区大人見町３３７５－１
浜松市西区入野町６２１－１
浜松市西区入野町６２４４－１
浜松市西区入野町６４９１－３
浜松市西区雄踏町宇布見堀出前４１７２－１
浜松市中区葵西２－２７－１０
浜松市中区高丘東１－２－４０
浜松市中区高丘北２丁目１２－１０
浜松市中区高林４－８－７
浜松市中区砂山町６－１
浜松市中区砂山町６－１
浜松市中区泉１丁目６－１ ピアゴ浜松泉町店２階
浜松市中区中央３－１－２３
浜松市中区領家３丁目１４
浜松市中区連尺町３０９－１
浜松市天竜区二俣町二俣１３８５－２
浜松市東区下石田町１６４０－５
浜松市東区笠井２５７
浜松市東区上西町９０６
浜松市東区天王町諏訪１９８１－３ イオン浜松市野ＳＣ内
浜松市東区有玉北町１８３３－１
浜松市南区田尻町１９８－２
浜松市南区渡瀬町８０４－１
浜松市浜北区貴布祢１２００ アピタ浜北店２Ｆ
浜松市浜北区貴布祢２６５－８
浜松市浜北区平口２８６１
浜松市浜北区本沢合１４４－１
浜松市北区三方原町１９５０－１
浜松市北区三方原町７５９－１
浜松市北区初生町６２６－１
磐田市高見丘１２００ ららぽーと磐田１Ｆ
磐田市国府台５８－２
磐田市今之浦３－１－１１
磐田市小立野字森東１－１
磐田市神増４９８－５
磐田市西貝塚３６９０ イオンタウン磐田ＳＣ内
磐田市富士見台８－２３
磐田市豊島３１５－１
袋井市国本２５４３－１
袋井市上山梨宮西１６７
袋井市川井１４１６－４
袋井市湊９５１
掛川市上西郷５０８－１
掛川市仁藤４８－２
掛川市大池２８２６
掛川市中央２－５－１３
菊川市加茂１８２７
菊川市堀之内３３１－１－３
湖西市新居町中之郷２２９６－８
湖西市鷲津５００番地

