ガイドブック販売店一覧
書店名
文信堂書店 万代店
文信堂書店 CoCoLo万代店
そだたべBooks
紀伊国屋書店 新潟店
シネ・ウインド
ジュンク堂書店 新潟店
蔦屋書店 南笹口店
アークランドサカモト(株) アークオアシスデザイン新潟店
戸田書店 新潟南店
蔦屋書店 新潟万代店
新潟県職員生活協同組合
くまざわ書店 新潟デッキィ店
蔦屋書店 新潟中央インター店
(株) 考古堂書店
(株) 萬松堂 古町本店
考古堂書店 新潟大学医学部店
新潟大学生活共同組合 旭町購買書籍店
北書店
(有) 野沢書店
新潟市職員生活協同組合
福屋書店
蔦屋書店 河渡店
ヤマダ電機 ＴＬ新潟錦町本店
宮脇書店 新潟東店
蔦屋書店 竹尾インター店
未来屋書店 新潟青山店
蔦屋書店 小針店
イオンリテール (株) イオン新潟西店 書籍売場
くまざわ書店 新潟西店
知遊堂 亀貝店
蔦屋書店 新通店
文信堂書店 大学前店
新潟 蔦屋書店 寺尾店
新潟大学生協 書籍部
未来屋書店 新潟南店
くまざわ書店 新潟亀田店
蔦屋書店 横越バイパス店
HIRASEI遊TSUTAYA 横越店
イオン白根 書籍売場 (未来屋書店)
(有) 中長書店
HIRASEI遊TSUTAYA 白根店
蔦屋書店 マーケットシティ白根店
原信 白根店
HIRASEI遊TSUTAYA 新崎店
蔦屋書店 豊栄店
HIRASEI遊TSUTAYA 豊栄インター店
(株) 金泉堂
蔦屋書店 新津店
本の店英進堂
HIRASEI遊TSUTAYA 新津北上店
HIRASEI遊TSUTAYA 巻店
アイエムビー
原信 村上西店
HIRASEI遊TSUTAYA 村上店
原信 荒川店
HIRASEI遊TSUTAYA 荒川店
原信 村上インター店
HIRASEI遊TSUTAYA 中条店
イオンリテール (株) イオン中条店
HIRASEI遊TSUTAYA 新発田豊町店
原信 西新発田店
高木書店
イオンリテール (株) イオンモール新発田店 商品管理課
未来屋書店 新発田店
HIRASEI遊 新発田店

（順不同）
住所
新潟市中央区東万代町9-24
新潟市中央区花園1-1-1 CoCoLo万代地下１階
新潟市中央区花園1-1-1 ぽんしゅ館クラフトマンシップ内
新潟市中央区万代1-5-1
新潟市中央区八千代2丁目1番1号
新潟市中央区笹口1-1
新潟市中央区南笹口2-54-1
新潟市中央区姥ケ山45-1
新潟市中央区姥ケ山76-1
新潟市中央区幸西3-1-6
新潟市中央区新光町4-1 新潟県庁
新潟市中央区上近江4-12-20
新潟市中央区湖南4-8
新潟市中央区古町通4-563
新潟市中央区古町通6番町958番地
新潟市中央区旭町通1番町754番地
新潟市中央区旭町通2-746
新潟市中央区医学町通2番町10-1
新潟市中央区学校町通2-5308
新潟市中央区一番堀通町3-12
新潟市中央区一番堀通町513
新潟市東区河渡庚167
新潟市東区錦町3-25
新潟市東区大形本町3-1-2
新潟市東区はなみずき3-3-1
新潟市西区青山2-5-1
新潟市西区小針4-764-1
新潟市西区小新南2-1-10
新潟市西区小新5-7-21
新潟市西区亀貝530-1
新潟市西区新通1272番地
新潟市西区坂井砂山3-6-55
新潟市西区寺尾東2-9-43
新潟市西区五十嵐二の町8050
新潟市江南区下早通柳田1-1-1
新潟市江南区鵜ノ子4-466
新潟市江南区横越上町5-1-6
新潟市江南区茜ケ丘7-8
新潟市南区能登409-2
新潟市南区白根3040
新潟市南区十五間字堀東191
新潟市南区田中21番地
新潟市南区田中15番地
新潟市北区新崎671
新潟市北区木崎字尾山前901-1
新潟市北区かぶとやま2-6-11
新潟市北区白新町2-5-15
新潟市秋葉区程島1865-1
新潟市秋葉区程島1876
新潟市秋葉区北上長沼881-1
新潟市西蒲区巻甲4712-1
新潟市西蒲区巻甲3142-1
村上市緑町5-7-37
村上市大字村上字牛沢21
村上市下鍛冶屋400番地48
村上市藤沢82
村上市上助渕1010-1
胎内市中条字小荒川3047-1
胎内市東本町2641
新発田市豊町2-3176
新発田市富塚町2-19-19
新発田市大手町1-2-13
新発田市住吉町5-11-5
新発田市住吉町5-11-5
新発田市新栄町3-6-12

ガイドブック販売店一覧
書店名
TSUTAYA 新発田店
蔦屋書店 新発田店
コメリ書房 新発田店
原信 五泉店
HIRASEI遊TSUTAYA 五泉店
コメリ書房 五泉店
原信 水原店
HIRASEI遊TSUTAYA 水原南店
HIRASEI遊TSUTAYA 水原店
緑岡書店
ワイズスクウェア・ニイガタ
HIRASEI遊TSUTAYA 分水店
コメリ書房 分水店
原信 吉田店
HIRASEI遊TSUTAYA 吉田店
原信 燕店
HIRASEI遊TSUTAYA 燕三条店
イオンリテール (株) イオン県央店 書籍売場
蔦屋書店 県央店
金山書店
コメリ書房 加茂店
原信 見附店
HIRASEI遊TSUTAYA 見附国道店
HIRASEI遊TSUTAYA 三条大崎店
(株) 野島書店 本店
知遊堂 三条店
コメリ書房 三条店
HIRASEI遊TSUTAYA 三条四日町店
野島書店 よっかまち店
原信 今朝白店
宮脇書店 長岡店
文進堂書店
新潟 蔦屋書店 長岡花園店
蔦屋書店 アクロスプラザ美沢店
原信 美沢店
コメリ書房 北長岡店
原信 川崎店
蔦屋書店 長岡新保店
原信 宮内店
原信 宮関店
戸田書店 長岡店
原信 寺島店
くまざわ書店 長岡店
蔦屋書店 古正寺店
宮脇書店 イオン長岡店
文信堂書店 技大店
原信 来迎寺店
原信 西小千谷店
イオンリテール (株) イオン小千谷店 ノンフーズ
蔦屋書店 小千谷店
宮脇書店 小千谷店
HIRASEI遊TSUTAYA 小千谷インター店
ゲオ 塩沢店
原信 塩沢店
HIRASEI遊TSUTAYA 六日町南店
蔦屋書店 六日町店
イオンリテール (株) イオン六日町店 商品管理課
HIRASEI遊TSUTAYA 十日町店
イオンリテール (株) イオン十日町店
ブックス平沢 妻有店
蔦屋書店 小出店
原信 小出東店
HIRASEI遊TSUTAYA 柏崎柳田店
原信 柏崎東店
コメリ書房 柏崎店

（順不同）
住所
新発田市新栄町2-4-10
新発田市新栄町3-1-31
新発田市舟入町1-138-1
五泉市大字太田1142番地1
五泉市大字木越字石道2000-1
五泉市旭町6-55
阿賀野市庄ヶ宮684
阿賀野市堀越字堂ノ下2301-1
阿賀野市市野山字大坪228-1
阿賀野市緑岡233-2
阿賀野市保田字中道3095
燕市新興屋11-23
燕市分水新町1丁目6-5
燕市吉田東栄町13-15
燕市吉田字樋の口3396
燕市大字東太田字砂山2920
燕市佐渡5252
燕市井土巻3-65
燕市井土巻2-225
燕市中央通3-2-4
加茂市幸町1-13-7
見附市新町1丁目14-20
見附市芝野町字赤田894番1
三条市西大崎1丁目5-28
三条市仲之町1-7
三条市荒町2-25-4
三条市須頃3-58
三条市南四日町4-922-1
三条市南四日町4-4-7
長岡市今朝白2-5-15
長岡市台町2-4-56
長岡市東坂之上町1-4-9
長岡市花園南1-36
長岡市沖田1-6
長岡市沖田1-93
長岡市豊1-608
長岡市堀金1-1-1
長岡市新保6丁目222番地
長岡市宮内町3278
長岡市宮関1-2-19
長岡市堺町浦田33-1
長岡市寺島町7-1
長岡市千秋2-278
長岡市古正寺町350
長岡市古正寺1-249-1
長岡市富岡町1603-1
長岡市浦610
小千谷市城内2-10-27
小千谷市大字平沢新田字荒田339
小千谷市平沢1-635-1
小千谷市大字平沢新田字荒田339
小千谷市若葉1丁目21-2
南魚沼市塩沢760-1
南魚沼市塩沢672-5
南魚沼市六日町612番
南魚沼市余川3322-2
南魚沼市余川3100
十日町市旭町リオン・ドール内
十日町市字川端丑784-1
十日町市上島丑792
魚沼市井口新田708-1
魚沼市井口新田710
柏崎市柳田町2-10
柏崎市柳田町5-10
柏崎市北半田1丁目9-6

ガイドブック販売店一覧
書店名
(株) 尚文館書店
蔦屋書店 柏崎岩上店
原信 岩上店
知遊堂 上越国府店
くまざわ書店 上越店
蔦屋書店 上越インター店
戸田書店 上越店
HIRASEI遊TSUTAYA 上越ｳｨﾝｸﾞﾏｰｹｯﾄｾﾝﾀｰ店
未来屋書店 上越店
原信 春日山店
新潟 ゲオ 上越高田
文美堂書店
新潟県職員生活協同組合 上越売店
蔦屋書店 高田西店
HIRASEI遊TSUTAYA 高田西店
原信 美守店
マックスバリュ北陸 (株) マックスバリュ糸魚川店
原信 糸魚川東店
ブックステーションサカイ 東寺町店
HIRASEI遊TSUTAYA 糸魚川店
蔦屋書店 佐渡佐和田店
丸善丸の内本店
銀座蔦屋書店
NADiff a/p/a/r/t
東京
NADiff modern
紀伊国屋書店 新宿本店
ジュンク堂書店 池袋本店

（順不同）
住所
柏崎市東本町3-4-31
柏崎市岩上扇田251-1
柏崎市岩上4番19号
上越市加賀町12-10
上越市とよば239-1
上越市藤野新田1174-2
上越市藤野新田1292
上越市大字富岡字宮下531-1
上越市富岡3457
上越市大豆1-9-1
上越市高士町1丁目1-7
上越市本町5-5-7
上越市本城町5番6号
上越市大貫4丁目4番22号
上越市大字飯721-2
妙高市美守2-4-10
糸魚川市上刈6-1-38
糸魚川市東寺町2-11-8
糸魚川市東寺町3-8-17
糸魚川市上刈5-1318-1
佐渡市市野沢82
千代田区丸の内1丁目6番4号
中央区銀座6丁目10-1
渋谷区恵比寿1丁目18-4 1F
渋谷区道玄坂2-24-1 Bunkamura B1F
新宿区新宿3丁目17番7号
豊島区南池袋2-15-5

