東洋経済新報社

雑誌 バックナンバー販売店
店名

所在地

電話番号

週刊
東洋
経済

一橋 ﾃﾞｰﾀ
Think! ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾊﾞﾝｸ
ﾚﾋﾞｭｰ ｼﾘｰｽﾞ

北海道 札幌市
紀伊國屋書店 札幌本店
三省堂書店 札幌店

札幌市中央区北５条西５－７ ｓａｐｐｏｒ
011-231-2131 ●※
ｏ５５
札幌市中央区北５条西２－５ ＪＲタ
011-209-5600 ●
ワー札幌ステラプレイス５Ｆ

紀伊國屋書店 オーロラタウン店 札幌市中央区大通西１－１４－２

●

●

●

●

●

●

●

011-231-8531 ●

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札 札幌市中央区南１条西１－８－２ 丸井
011-223-1911 ●※
幌店
今井南館内
札幌市中央区北４条西４－１ 札幌国
文教堂書店 さっぽろ駅店
011-223-6801 ●
際ビルＢ３Ｆ
札幌市東区北７条東９－２－２０ アリ
くまざわ書店 アリオ札幌店
011-750-9225 ●
オ札幌３Ｆ
コーチャンフォー 新川通り店

札幌市北区新川三条１８丁目１－１

011-769-4000 ●

札幌弘栄堂書店 パセオ西店

札幌市北区北六条西４－３－１

011-213-5520 ●

ジュンク堂書店 旭川店

旭川市一条通８丁目１０８番地 フィー
ル旭川内

0166-26-1120 ●※

宮脇書店 旭川豊岡店

旭川市豊岡１条４－３－１１

0166-37-5115 ●

小樽市築港１１番番街２Ｆ

0134-31-7077 ●※

千歳市美々 新千歳空港 旅客ターミ
ナルビル２Ｆ

0123-46-2090 ●※

くまざわ書店 函館店

函館市若松町１７－１２ ボーニモリヤ
アネックス５Ｆ

0138-24-5721 ●

くまざわ書店 函館ポールスター
店

函館市港町１－１－２ ポールスター１Ｆ 0138-44-1333 ●

北海道 旭川市

北海道 小樽市
喜久屋書店 小樽店
北海道 千歳市
紀伊國屋書店 千歳店
北海道 函館市

北海道 帯広市
帯広喜久屋書店 ザ・本屋さん

帯広市西４条南１２－３

0155-21-7782 ●※

青森県 青森市
くまざわ書店 イトーヨーカドー青
森店

青森市大字浜田１－１４－１ イトーヨー
017-739-1610 ●
カドー青森店１Ｆ

成田本店 しんまち店

青森市新町１－１３－４

017-723-2431 ●※

●

青森県 弘前市
くまざわ書店 弘前店
ジュンク堂書店 弘前中三店
TSUTAYA 弘前店

弘前市大字駅前３－２－１ イトーヨー
0172-31-1195 ●
カドー弘前店５Ｆ
弘前市土手町４９－１ 中三弘前６Ｆ・７
0172-80-6010 ●
Ｆ
弘前市大字高田２－１－１

●

●

0172-27-2357 ●※

青森県 八戸市
くまざわ書店 八戸店

八戸市沼館４－７－１１１ イトーヨーカ
0178-22-7211 ●
ドー八戸沼館店１Ｆ

青森県 むつ市
TSUTAYA むつ店

むつ市中央２－１１－３

0175-28-3755 ●※

秋田県 秋田市
『週刊東洋経済』 ●・・・先週号が買えます ／ ●※・・・5週分のバックナンバーが買えます

東洋経済新報社

雑誌 バックナンバー販売店
店名
石川書店
いけだ書店 御所野店
ジュンク堂書店秋田店

所在地
秋田市大町２－２－２

電話番号

週刊
東洋
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一橋 ﾃﾞｰﾀ
Think! ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾊﾞﾝｸ
ﾚﾋﾞｭｰ ｼﾘｰｽﾞ

0188-62-2129 ●

秋田市御所野地蔵田１－１－１ イオン
0188-39-9645 ●
秋田ショッピングセンター３Ｆ
秋田市千秋久保田町４－２ 秋田フォー
018-884-1370 ●※
ラスビル

岩手県 盛岡市
さわや書店 フェザン店

盛岡駅前通１－４４ フェザン内

019-625-6311 ●

さわや書店

盛岡市大通２－２－１５

019-653-4411 ●

ジュンク堂書店 盛岡店

盛岡市大通２－８－１４ ＭＯＳＳビル３
019-601-6161 ●
Ｆ・４Ｆ

●

宮城県 仙台市
あゆみBｏｏｋｓ 仙台青葉通り店
あゆみＢｏｏｋｓ 仙台一番町店
丸善 仙台アエル店
あゆみBｏｏｋｓ 仙台店

仙台市青葉区一番町２－４－１

022-227-3101 ●

仙台市青葉区一番町４－５－１３ サン
022-211-6961
シャインビル１Ｆ
仙台市青葉区中央１－３－１ アエル１
022-264-0151 ●
Ｆ
仙台市青葉区本町２－３－１０ 朝日生
022-712-7654 ●※
命本町ビル１Ｆ

八文字屋書店

仙台市泉区高玉町４－１

022-371-1988 ●※

紀伊國屋書店 仙台店

仙台市太白区長町７－２０－３ ザ・
モール仙台長町３Ｆ

022-308-9211 ●※

蔦屋書店 仙台泉店

仙台市泉区大沢２－１２－４

022-772-2011 ●

名取市上余田字千刈田３０８

022-382-6630 ●※

八文字屋 本店

山形市本町２－４－１１

023-622-2150 ●※

くまざわ書店 山形店

山形市香澄町１－１－１ エスパル山形
023-615-3266 ●
５Ｆ

●
●

●

●

●

宮城県 名取市
TSUTAYA 仙台南店
山形県 山形市
●

山形県 鶴岡市
ＢＯＯＫＳ ＰＡＬ

鶴岡市美咲町３－１７

0235-29-7530 ●

くまざわ書店 鶴岡店

鶴岡市錦町２－２１ Ｓ－ＭＡＬＬ２Ｆ

0235-26-2710 ●

寒河江市本町３―１１―８

0237-84-2241 ●

天童市鎌田２－４－１６鍬ノ町２３街区
－７

023-658-8811 ●

福島市大町７－２０

024-522-0161

山形県 寒河江市
松田書店
山形県 天童市
ＴＥＮＤＯ八文字屋
福島県 福島市
西沢書店

●

福島県 郡山市
岩瀬書店 富久山店 プラスゲオ

郡山市富久山町八山田字大森新田３６
024-936-2220 ●※
－１

ジュンク堂書店 郡山店

郡山市中町１３－１ うすい百貨店９Ｆ

024-927-0440 ●※

くまざわ書店 郡山店

郡山市燧田１９５ エスパル郡山店３Ｆ

024-991-6311 ●

●

●
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福島県 いわき市
角忠

いわき市平字二町目３

0246-22-2285 ●※

福島県 須賀川市
くまざわ書店 須賀川店

須賀川市高久田境９６－１ メガステー
0248-63-7940 ●
ジ須賀川１Ｆ

福島県 会津若松市
くまざわ書店 会津若松店

会津若松市神指町大字南四合字幕内
0242-29-0711 ●
南１５４ アピタ会津若松２Ｆ

『週刊東洋経済』 ●・・・先週号が買えます ／ ●※・・・5週分のバックナンバーが買えます

