
掘り出し選書参加店ローテーション2009～2011
Ⅰ 書店名 住所 ℡ 第1回'09,4～'09,7 第2回'09,7～'09,10

1 梅木書店 世田谷区南烏山3-1-9 3307-6837 青灯社・新思索社 新曜社
2 信愛書店 杉．西荻南2-24-12 3333-4961 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
3 高円寺文庫センター 杉．高円寺北2-10-5 3336-1755 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
4 中野みどり書房 中．東中野4-1-9 3361-1559 新曜社 春秋社
5 江藤書店 中．本町4-30-22 3384-3336 トランスビュー 未來社
6 サンブックス浜田山 杉．浜田山3-30-5 3329-6156 青土社 トランスビュー
7 秀文堂 杉．方南2-13-7 3313-0263 築地書館 青土社
8 久我山書店 杉．久我山3-23-17 3333-3311 未來社 築地書館
9 ブックロード 江東区大島9-3-12 3637-2766 青灯社・新思索社 新曜社

10 吉田書籍部 江東区大島6-30-15 3681-9015 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
11 八雲堂書店 目黒区中根１－３－３ 3718-8161 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
12 王様書房 目黒区祐天寺2-12-19 3711-4447 新曜社 春秋社
13 田村町書房 港区新橋２－１－１０ 3591-0707 トランスビュー 未來社
14 小川書店 港区南麻布２－１３－１５3451-2223 青土社 トランスビュー
15 羽田書店 大田区羽田４－５－１ 3741-1817 築地書館 青土社
16 三弥井書店 港区芝５－２６－４ 3451-9640 未來社 築地書館
17 ひまわり書店 世田谷区桜丘2-19-12 3427-8024 青灯社・新思索社 新曜社
18 千歳書店 世田谷区船橋1-9-4 3425-1177 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
19 神代書店 調布市若葉町2-1-1 3300-5633 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
20 とみざわ書店 調布市国領町4-48-10 0424-82-2964 新曜社 春秋社
21 やまぐち書店 福生市牛浜１０７６ 0425-51-3946 トランスビュー 未來社
22 錦堂　谷書店 立川市錦町3-6-14 042-522-4356 青土社 トランスビュー
23 伊藤書店 昭島市松原町4-12-3 0425-45-0550 築地書館 青土社
24 かつざわ書店 昭島市中神町1138-50 042-544ｰ3746 未來社 築地書館
25 ブックスフレンド 新宿区中落合1-18-3 5996-9612 青灯社・新思索社 新曜社
26 盛好堂 新宿区百人町2-1-4 3209-5630 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
27 日誠堂書店 新宿区大久保2-4-15 3209-7105 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
28 桔梗屋書店 新宿区下落合3-12-18 3951-5918 新曜社 春秋社
29 ブックタウン 板橋区板橋2-64-15 3961-8221 トランスビュー 未來社
30 赤城書店 板橋区蓮沼町19-4 3966-5601 青土社 トランスビュー
31 こみや書店 板橋区上板橋3-14-14 3935-0691 築地書館 青土社
32 四季書房 豊島区長崎4-9-4 3956-2346 未來社 築地書館

Ⅱ 書店名 住所 ℡ 第3回'09,10～'10,1 第4回'10,1～'10,4
1 梅木書店 世田谷区南烏山3-1-9 3307-6837 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
2 信愛書店 杉．西荻南2-24-12 3333-4961 新曜社 春秋社
3 高円寺文庫センター 杉．高円寺北2-10-5 3336-1755 青灯社・新思索社 新曜社
4 中野みどり書房 中．東中野4-1-9 3361-1559 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
5 江藤書店 中．本町4-30-22 3384-3336 築地書館 青土社
6 サンブックス浜田山 杉．浜田山3-30-5 3329-6156 未來社 築地書館
7 秀文堂 杉．方南2-13-7 3313-0263 トランスビュー 未來社
8 久我山書店 杉．久我山3-23-17 3333-3311 青土社 トランスビュー
9 ブックロード 江東区大島9-3-12 3637-2766 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス

10 吉田書籍部 江東区大島6-30-15 3681-9015 新曜社 春秋社
11 八雲堂書店 目黒区中根１－３－３ 3718-8161 青灯社・新思索社 新曜社
12 王様書房 目黒区祐天寺2-12-19 3711-4447 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
13 田村町書房 港区新橋２－１－１０ 3591-0707 築地書館 青土社
14 小川書店 港区南麻布２－１３－１５3451-2223 未來社 築地書館
15 羽田書店 大田区羽田４－５－１ 3741-1817 トランスビュー 未來社
16 三弥井書店 港区芝５－２６－４ 3451-9640 青土社 トランスビュー
17 ひまわり書店 世田谷区桜丘2-19-12 3427-8024 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
18 千歳書店 世田谷区船橋1-9-4 3425-1177 新曜社 春秋社
19 神代書店 調布市若葉町2-1-1 3300-5633 青灯社・新思索社 新曜社
20 とみざわ書店 調布市国領町4-48-10 0424-82-2964 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
21 やまぐち書店 福生市牛浜１０７６ 0425-51-3946 築地書館 青土社
22 錦堂　谷書店 立川市錦町3-6-14 042-522-4356 未來社 築地書館
23 伊藤書店 昭島市松原町4-12-3 0425-45-0550 トランスビュー 未來社
24 かつざわ書店 昭島市中神町1138-50 042-544ｰ3746 青土社 トランスビュー
25 ブックスフレンド 新宿区中落合1-18-3 5996-9612 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
26 盛好堂 新宿区百人町2-1-4 3209-5630 新曜社 春秋社



27 日誠堂書店 新宿区大久保2-4-15 3209-7105 青灯社・新思索社 新曜社
28 桔梗屋書店 新宿区下落合3-12-18 3951-5918 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
29 ブックタウン 板橋区板橋2-64-15 3961-8221 築地書館 青土社
30 赤城書店 板橋区蓮沼町19-4 3966-5601 未來社 築地書館
31 こみや書店 板橋区上板橋3-14-14 3935-0691 トランスビュー 未來社
32 四季書房 豊島区長崎4-9-4 3956-2346 青土社 トランスビュー

Ⅲ 書店名 住所 ℡ 第5回'10,4～'10,7 第6回'10,7～'10,10
1 梅木書店 世田谷区南烏山3-1-9 3307-6837 トランスビュー 未來社
2 信愛書店 杉．西荻南2-24-12 3333-4961 青土社 トランスビュー
3 高円寺文庫センター 杉．高円寺北2-10-5 3336-1755 築地書館 青土社
4 中野みどり書房 中．東中野4-1-9 3361-1559 未來社 築地書館
5 江藤書店 中．本町4-30-22 3384-3336 青灯社・新思索社 新曜社
6 サンブックス浜田山 杉．浜田山3-30-5 3329-6156 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
7 秀文堂 杉．方南2-13-7 3313-0263 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
8 久我山書店 杉．久我山3-23-17 3333-3311 新曜社 春秋社
9 ブックロード 江東区大島9-3-12 3637-2766 トランスビュー 未來社

10 吉田書籍部 江東区大島6-30-15 3681-9015 青土社 トランスビュー
11 八雲堂書店 目黒区中根１－３－３ 3718-8161 築地書館 青土社
12 王様書房 目黒区祐天寺2-12-19 3711-4447 未來社 築地書館
13 田村町書房 港区新橋２－１－１０ 3591-0707 青灯社・新思索社 新曜社
14 小川書店 港区南麻布２－１３－１５3451-2223 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
15 羽田書店 大田区羽田４－５－１ 3741-1817 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
16 三弥井書店 港区芝５－２６－４ 3451-9640 新曜社 春秋社
17 ひまわり書店 世田谷区桜丘2-19-12 3427-8024 トランスビュー 未來社
18 千歳書店 世田谷区船橋1-9-4 3425-1177 青土社 トランスビュー
19 神代書店 調布市若葉町2-1-1 3300-5633 築地書館 青土社
20 とみざわ書店 調布市国領町4-48-10 0424-82-2964 未來社 築地書館
21 やまぐち書店 福生市牛浜１０７６ 0425-51-3946 青灯社・新思索社 新曜社
22 錦堂　谷書店 立川市錦町3-6-14 042-522-4356 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
23 伊藤書店 昭島市松原町4-12-3 0425-45-0550 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
24 かつざわ書店 昭島市中神町1138-50 042-544ｰ3746 新曜社 春秋社
25 ブックスフレンド 新宿区中落合1-18-3 5996-9612 トランスビュー 未來社
26 盛好堂 新宿区百人町2-1-4 3209-5630 青土社 トランスビュー
27 日誠堂書店 新宿区大久保2-4-15 3209-7105 築地書館 青土社
28 桔梗屋書店 新宿区下落合3-12-18 3951-5918 未來社 築地書館
29 ブックタウン 板橋区板橋2-64-15 3961-8221 青灯社・新思索社 新曜社
30 赤城書店 板橋区蓮沼町19-4 3966-5601 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
31 こみや書店 板橋区上板橋3-14-14 3935-0691 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
32 四季書房 豊島区長崎4-9-4 3956-2346 新曜社 春秋社

Ⅳ 書店名 住所 ℡ 第7回'10,10～'11,1 第8回'11,1～'11,4
1 梅木書店 世田谷区南烏山3-1-9 3307-6837 築地書館 青土社
2 信愛書店 杉．西荻南2-24-12 3333-4961 未來社 築地書館
3 高円寺文庫センター 杉．高円寺北2-10-5 3336-1755 トランスビュー 未來社
4 中野みどり書房 中．東中野4-1-9 3361-1559 青土社 トランスビュー
5 江藤書店 中．本町4-30-22 3384-3336 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
6 サンブックス浜田山 杉．浜田山3-30-5 3329-6156 新曜社 春秋社
7 秀文堂 杉．方南2-13-7 3313-0263 青灯社・新思索社 新曜社
8 久我山書店 杉．久我山3-23-17 3333-3311 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
9 ブックロード 江東区大島9-3-12 3637-2766 築地書館 青土社

10 吉田書籍部 江東区大島6-30-15 3681-9015 未來社 築地書館
11 八雲堂書店 目黒区中根１－３－３ 3718-8161 トランスビュー 未來社
12 王様書房 目黒区祐天寺2-12-19 3711-4447 青土社 トランスビュー
13 田村町書房 港区新橋２－１－１０ 3741-1817 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
14 小川書店 港区南麻布２－１３－１５3451-9540 新曜社 春秋社
15 羽田書店 大田区羽田４－５－１ 3451-2223 青灯社・新思索社 新曜社
16 三弥井書店 港区芝５－２６－４ 3591-0707 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
17 ひまわり書店 世田谷区桜丘2-19-12 3427-8024 築地書館 青土社
18 千歳書店 世田谷区船橋1-9-4 3425-1177 未來社 築地書館
19 神代書店 調布市若葉町2-1-1 3300-5633 トランスビュー 未來社
20 とみざわ書店 調布市国領町4-48-10 0424-82-2964 青土社 トランスビュー
21 やまぐち書店 福生市牛浜１０７６ 0425-51-3946 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス



22 錦堂　谷書店 立川市錦町3-6-14 042-522-4356 新曜社 春秋社
23 伊藤書店 昭島市松原町4-12-3 0425-45-0550 青灯社・新思索社 新曜社
24 かつざわ書店 昭島市中神町1138-50 042-544ｰ3746 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社
25 ブックスフレンド 新宿区中落合1-18-3 5996-9612 築地書館 青土社
26 盛好堂 新宿区百人町2-1-4 3209-5630 未來社 築地書館
27 日誠堂書店 新宿区大久保2-4-15 3209-7105 トランスビュー 未來社
28 桔梗屋書店 新宿区下落合3-12-18 3951-5918 青土社 トランスビュー
29 ブックタウン 板橋区板橋2-64-15 3961-8221 春秋社 岩波書店・ミシマ・アルテス
30 赤城書店 板橋区蓮沼町19-4 3966-5601 新曜社 春秋社
31 こみや書店 板橋区上板橋3-14-14 3935-0691 青灯社・新思索社 新曜社
32 四季書房 豊島区長崎4-9-4 3956-2346 岩波書店・ミシマ・アルテス 青灯社・新思索社


