リブログループ

BOOK SANTA 2017 参加58店舗
店

名

ＴＥＬ

住所

郵便番号

リブロ 東銀座店

03-3549-1351

104-8422 東京都中央区築地4-1-1

東劇ビル1階

リブロ 汐留シオサイト店

03-3569-2500

105-7190 東京都港区東新橋1-5-2

汐留シティセンターＢ２Ｆ

リブロ 浅草店

03-3836-7800

111-0032 東京都台東区浅草1-25

浅草ＲＯＸ４F

リブロ 一之江店

03-5879-1601

132-0024 東京都江戸川区一之江7-37-22

リブロ エミオ富士見台店

03-5971-2510

176-0021 東京都練馬区貫井3-7-5

エミオ富士見台内

リブロ 大泉店

03-3978-4923

178-0063 東京都練馬区東大泉2-10-11

リヴィンオズ大泉店４F

リブロ 光が丘店

03-3976-7404

179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1

リヴィン光が丘店５F

0422-21-8122~4

180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコＢ２F

042-490-1685

182-0022 東京都調布市国領町3-1-38

マルエツ国領店１F

042-489-5351~2

182-0026 東京都調布市小島町1-38-1

調布パルコ５F

リブロ 花小金井店

042-450-4600

187-0002 東京都小平市花小金井1-8-3

いなげや花小金井駅前

リブロ 田無店

042-469-4888

188-0011 東京都西東京市田無町2-1-1

リヴィン田無店４F

042-568-4646

190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町高根 623 ザ・モールみずほ１６

２Ｆ

リブロ 福生店

042-539-1291

197-0021 東京都福生市東町5-1

１Ｆ

リブロ ひばりが丘店

042-438-8051

202-8520 東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 ひばりが丘パルコ４F

リブロ 横浜ジョイナス店

045-328-1601

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1

リブロ 横浜ポルタ店

045-444-5277

220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-16-B1 横浜ポルタ

パルコブックセンター

吉祥寺店

リブロ 国領店
パルコブックセンター

調布店

よむよむ ザ・モールみずほ店

西友福生店
ジョイナス

２Ｆ

パート２
3F

リブロ シァルプラット東神奈川店
045-450-7563

221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1-29 シァルプラット東神奈川３Ｆ

リブロ 港北東急ＳＣ店

045-949-0281

224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1 港北東急SC

045-944-4646

224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-28-4 ﾊﾟﾙｳｨｯﾂ仲町台 1F

045-828-2444

244-8530 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1 オーロラモール東戸塚アネックス７F

042-777-2929

252-0335 神奈川県相模原市南区下溝606-17

リブロ つくばクレオ店

029-855-2345

305-0031 茨城県つくば市吾妻1-7-1

クレオ 2F

リブロ ひたちなか店

029-265-2655

312-0005 茨城県ひたちなか市新光町35

ニューポートひたちなかファッションクルーズ２Ｆ

よむよむ 浦和木崎店

048-834-0805

330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎4-1-28

よむよむ 草加谷塚駅前店

048-928-1207

340-0022 埼玉県草加市瀬崎1-9-1

谷塚ｺﾘ-ﾅﾗｲｵﾝｽﾞﾀﾜ- 2Ｆ

よむよむ 草加松原店

048-946-4646

340-0043 埼玉県草加市草加3-9-13

中山ビル 2F

リブロ ララガーデン春日部店 048-731-6820

344-0064 埼玉県春日部市南1-1-1

ララガーデン春日部 1Ｆ

リブロ 川越店

049-228-7246

350-0043 埼玉県川越市新富町1-22

西武本川越ぺぺ４F

よむよむ 坂戸入西店

049-282-4646

350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 2-14-1 モアショッピングプラザ内

よむよむ 鶴ヶ島脚折店

049-271-0046

350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折町2-20

リブロ ららぽーと富士見店

049-275-1090

354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313

１階1260

リブロ 東松山店

0493-27-1386

355-0013 埼玉県東松山市小松原町11-2

西友東松山店２F

355-8606 埼玉県東松山市あずま町4-3

ピオニウォーク東松山２Ｆ

よむよむ 横浜仲町台店
リブロ 東戸塚店
よむよむ 原当麻駅前店

リブロ ピオニウォーク東松山店
0493-31-0713
よむよむ ビバモール埼玉大井店 049-256-4646

B館４F

356ｰ0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡1-3-15 ビバモール埼玉大井

220

２Ｆ

新所沢店

04-2998-8175

359-1111 埼玉県所沢市緑町1-2-1

新所沢パルコｌｅｔ'ｓ館３F

リブロ 小手指店

04-2923-6483

359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-25-8

西友小手指店４F

リブロ 鴻巣店

048-540-7124

365-0038 埼玉県鴻巣市本町1-1-2

エルミこうのすショッピングモール３F

よむよむ アピタ本庄店

0495-27-4646

367-0048 埼玉県本庄市南1－2－10

アピタ本庄店2Ｆ

よむよむ フレスポ甲府東店

055-223-4646

400ｰ0812 山梨県甲府市和戸町880

よむよむ イッツモア双葉店

0551-30-8070

400-0104 山梨県甲斐市龍地4445-1

よむよむ 新敷島店

055-277-7771

400-0124 山梨県甲斐市中下条1080-1

よむよむ 増坪店

055-236-7070

400-0852 山梨県甲府市住吉本町1188

イッツモア増坪店内 Ｃ棟

Carlova360 名古屋店

052-264-8526~8

460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1

名古屋パルコ東館４F

リブロ 新大阪店

06-4805-7380

532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 ＪＲ新大阪駅２Ｆ アルデ新大阪

リブロ イオンモール鶴見店

06-6915-2600

538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 イオンモール鶴見緑地

リブロ なんばウォーク店

06-6484-0910

542-0074

リブロ 江坂店

06-6378-2071

564-0051 大阪府吹田市豊津町9-1

パシフィックマークス江坂２F

リブロ 西明石店

078-926-0214

673-0005 兵庫県明石市小久保2-7-20

プリコ西明石２F

リブロ 明石店

078-919-4600

673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石南館２Ｆ

リブロ 福岡天神店

092-717-5180

810-8680 福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店

リブロ 春日店

092-583-5235

816-0814 福岡県春日市春日5-17

ザ・モール春日２F

リブロ 久留米店

0942-36-9860

830-0033 福岡県久留米市天神町1-1

岩田屋久留米店新館４F

リブロ 大分わさだ店

097-588-8859

870-1198 大分県大分市大字玉沢字楠本755-１ トキハわさだタウン２街区３F

リブロ 大分トキハ店

097-573-3033

870-8688 大分県大分市府内町2-1-4

トキハ本店6階

リブロ 別府店

0977-73-8090

874-0920 大分県別府市北浜2-9-1

トキハ別府店４F

リブロ リウボウＢＣ店

098-867-1725

900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1

デパートリウボウ７F

リブロ 郡山店

024-926-5281

963-8017 福島県郡山市長者1-1-56

ザ・モール郡山２F

パルコブックセンター

大阪府大阪市中央区千日前1虹のまち5-7

イッツモア双葉店内

４Ｆ

なんばウォーク3番街北通り

本館7F

