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東京都足立区
東武ブックス 北千住北店
東武ブックス 北千住中央店
東武ブックス 北千住南店
東武ブックス 梅島店
東武ブックス 西新井店
くまざわ書店 西新井店
くまざわ書店 ＩＹ綾瀬店

足立区千住旭町４２－１
千住駅Ｂ１Ｆ
足立区千住旭町４２－１
千住駅２Ｆコンコース
足立区千住旭町４２－１
千住駅Ｂ１Ｆ
足立区梅田７－３７－１
駅構内

東武鉄道北
東武鉄道北
東武鉄道北
東武鉄道梅島

足立区西新井栄町２－１－１

03-5813-7651 ●
03-3879-4496 ●
03-5244-6621 ●
03-3886-3777 ●
03-3848-4840 ●

足立区西新井栄町１－２０－１ アリオ
03-5888-2840 ●※
西新井３Ｆ
足立区綾瀬３－４－２５ イトーヨーカ
03-5697-8411 ●
ドー綾瀬店５Ｆ

東京都荒川区
くまざわ書店 南千住店

荒川区南千住４－７－２ ＬａＬａテラス
南千住１Ｆ

03-3803-1357 ●

東京都板橋区
東武ブックス 成増店
東武ブックス 上板橋店
文教堂書店 西台店

板橋区成増２－１３－１ 東武成増駅改
03-3979-0541 ●
札前
板橋区上板橋２－３６－７ 東武鉄道上
03-3937-0495 ●
板橋駅２Ｆ
板橋区蓮根３－９

03-5392-3003 ●

文教堂書店 西葛西店

江戸川区西葛西６－８－７

03-3689-3621 ●※

くまざわ書店 船堀店

江戸川区船堀４－１－１ 江戸川区総
合区民ホール１Ｆ

03-5605-9881 ●

大田区羽田空港３－３－２

03-5756-0567 ●

東京都江戸川区

東京都大田区
ブックスフジ 羽田空港店

大田区羽田空港３－３－２ 第１ターミ
ナルビルＢ１Ｆ
大田区羽田空港３－４－２ 羽田空港
田辺書店 羽田空港店
第２旅客ターミナルビルＢＦ１
大田区蒲田５－１３－１ グランデュオ
くまざわ書店 グランデュオ蒲田店
蒲田東館６Ｆ
大田区山王２－１－５ 大森駅ビルＲａ
くらや 大森駅ビル ララ店
Ｒａ １Ｆ
大田区西蒲田７－６８－１ グランデュ
有隣堂 グランデュオ蒲田店
オ蒲田西館６Ｆ
有隣堂 羽田空港店

03-5756-6300 ●※
03-6428-9111 ●
03-3737-5351 ●※

03-5703-1921

大田区大森北１－２６－５

ブックファースト アトレ大森店

大田区大森北１－６－１６アトレ大森４Ｆ 03-5767-6831 ●

くまざわ書店 田園調布店

●

●

03-3771-8351 ●

くらや 本店

くまざわ書店 ＩＹ大森店

●

●

03-3763-8331 ●

大田区大森北２－１３－２ イトーヨーカ
03-5767-1821 ●※
ドー大森店３Ｆ
大田区田園調布２－６２－４ 東急スク
03-3722-4121 ●※
エアガーデンサイト２Ｆ

●

東京都北区
ブックス王子

北区王子１－１３－１５

03-3913-2363 ●※

東京都江東区
紀伊國屋書店 ららぽーと豊洲店
くまざわ書店 豊洲店

江東区豊洲２－４－９ アーバンドックら
03-3533-4361 ●※
らぽーと豊洲店３Ｆ
江東区豊洲３－４－８スーパービバ
03-5548-2115 ●※
ホーム豊洲２Ｆ専門店街
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東京都品川区
有隣堂 アトレ目黒店
あおい書店 五反田店
ブックファースト大井町店
有隣堂アトレ大井町店
ブックファースト レミィ五反田店
未来屋書店 品川シーサイド店

品川区上大崎２－１６－７ アトレ目黒１
Ｂ館３Ｆ
品川区西五反田１－１８ 五反田ＮＴビ
ル１Ｆ
品川区大井１－１－１ 東急大井町駅２
Ｆ
品川区大井１－２－１ 大井町店５Ｆ５１
３０
品川区東五反田２－１－２ レミィ五反
田７Ｆ
品川区東品川４－１２－５イオン品川
シーサイド３Ｆ

03-3442-1231

●

●

03-3495-7289 ●※

●

●

●

●

●

03-5746-0770 ●※
03-5709-7361 ●
03-6408-1811 ●※
03-5783-9737 ●

東京都渋谷区
ブックファースト 渋谷文化村通り 渋谷区宇田川町２３－３ 渋谷第一勧
03-5459-3531 ●※
店
銀共同ビルＢ１・Ｂ２Ｆ
渋谷区恵比寿南１－５－５ アトレ恵比
有隣堂 アトレ恵比寿店
03-5475-8384 ●※
寿５Ｆ
あおい書店 渋谷南口店

渋谷区桜丘町２－９第一カスヤビル内

03-6416-9676 ●

山下書店 渋谷南口店

渋谷区渋谷３－１９－１ オミビル１Ｆ

03-5778-0539 ●

渋谷区神宮前５－５３－６７ コスモス青
山ガーデンフロアＢ２Ｆ
渋谷区千駄ケ谷５－２４－２ タカシマ
紀伊國屋書店 新宿南店
ヤタイムズスクエア
渋谷区道玄坂１－４－１９ 井の頭線渋
啓文堂書店 渋谷店
谷駅 西口改札前
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 渋 渋谷区道玄坂２－２４－１ 東急百貨店
谷店
本店７Ｆ

青山ブックセンター 本店

●
●

●
●

●

●

●

03-5485-5511

●

03-5361-3301 ●

●

03-5784-3800 ●※

●

03-5456-2111 ●※

●

●

東京都新宿区
芳林堂書店 高田馬場店

新宿区高田馬場１－２６－５ Ｆ１ビル

03-3208-0241 ●

●

●

●

紀伊國屋書店 新宿本店

新宿区新宿３－１７－７

03-3354-0131 ●

●

●

●

03-5339-9411

●

03-5339-7611

●

●

●

新宿区西新宿１－１－５ ルミネ新宿
ルミネ１ ５Ｆ
新宿区西新宿１－７－３ モード学園コ
ブックファースト新宿店
クーンタワーＢ１・Ｂ２
新宿区西新宿３－２０－２ 東京オペラ
くまざわ書店 東京オペラシティ店
シティ２Ｆ
新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイラン
末広堂書店 本店
ドタワー１Ｆ
早稲田大学生協コーププラザブッ
新宿区西早稲田１－６－１
クセンター
ブックファースト ルミネ新宿店

03-5334-6066 ●※
03-5323-4010 ●
03-3202-3236 ●※

●
●

東京都杉並区
杉並区高井戸西２－１－２６京王リト
03-3334-8431 ●
ナード高井戸２Ｆ
杉並区阿佐谷南３－３７－１３ 大同ビ
ブックショップ書楽
03-3393-5625 ●※
ル１Ｆ
八重洲ブックセンター 荻窪ルミネ 杉並区上荻１－７－１ 荻窪ステーショ
03-3392-8886
店
ンビル４Ｆ
書原 高井戸店

●

東京都墨田区
東武ブックス きんし町店

墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１
03-5611-7722 ●
Ｆ６

くまざわ書店 錦糸町店

墨田区錦糸２－２－１ アルカキット９Ｆ 03-5610-3034 ●※

リブロ 錦糸町店

墨田区江東橋４－２７－１４リヴィン錦
糸町店７Ｆ

●

03-3846-2707 ●

東京都世田谷区
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世田谷区玉川３－１７－１ 玉川高島屋
03-3709-2091 ●※
ショッピングセンター南館５Ｆ
世田谷区玉川２－２２－１３ 東急二子
03-5717-9031 ●
玉川駅改札内
世田谷区経堂２－１－３３経堂コルティ
03-5477-6781 ●
２Ｆ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

東京都台東区
リブロ 浅草店

台東区浅草１－２５浅草ＲＯＸビル４Ｆ

03-3836-7800 ●

くまざわ書店浅草店

台東区花川戸１－４－１ EKIMISE6Ｆ

03-3845-7241 ●※

ブックエキスプレス エキュート上 台東区上野７－１－１ ＪＲ上野駅構内
03-5826-5684 ●
３Ｆエキュート上野内
野店
東京都中央区
教文館

中央区銀座４－５－１

03-3561-8447 ●

ブックファースト 銀座コア店

中央区銀座５－８－２０ 銀座コア６Ｆ

03-3573-8889 ●

書原 リバーシティー２１店

中央区佃２－２－７

03-3536-9053 ●

アスカブックセラーズ

中央区東日本橋２－２－４

03-3863-3417 ●

丸善 日本橋店

中央区日本橋２－３－１０

03-6214-2001 ●※

雄峰堂書店 兜町店

中央区日本橋兜町３－５ 郵船兜町ビ
ル１Ｆ

03-3666-7213 ●

タロー書房

中央区日本橋室町１－５－５

03-3241-2701 ●

文教堂書店 人形町店

中央区日本橋人形町１－１８－１２ 日
03-5652-1769 ●※
土地人形町ビル１Ｆ

八重洲ブックセンター 本店

中央区八重洲２－５－１

03-3281-1811 ●※

五車堂書房

千代田区永田町１－７－１ 参議院売
店

03-3581-3780 ●

霞が関政府刊行物ＳＣ

千代田区霞が関１－２－１

03-3504-3885

東京都千代田区

千代田区霞ヶ関１－２－１ 農林水産省
Ｂ１Ｆ
千代田区外神田１－１７－６ アトレ秋
三省堂書店 アトレ秋葉原１
葉原１ ２Ｆ
千代田区丸の内１－２－１ 東京海上ビ
ワタナベ書店
ル新館Ｂ１Ｆ
千代田区丸の内１－３－１ 都営三田
くまざわ書店 大手町店
線大手町駅Ｂ１改札外コンコース
千代田区丸の内１－６－４ ＯＡＺＯ
丸善 丸の内本店
ショップ＆レストラン １Ｆ－４Ｆ
ＨＩＮＴ ＩＮＤＥＸ ＢＯＯＫ エキュー 千代田区丸の内１－９－１ ＪＲ東京駅
ト東京店
構内１Ｆサウスコート内
ブックエキスプレス東京駅京葉スト 千代田区丸の内１－９－１ ＪＲ東京駅
リート店
構内１Ｆ京葉ストリート内
千代田区丸の内１－９－１ 東京駅一
三省堂書店 東京駅一番街店
番街１Ｆ
三省堂書店 農林水産省売店

03-3501-1881 ●※
03-5289-3827 ●※
03-3214-1803 ●
03-6213-0440 ●
03-5288-8881 ●※
03-3211-9003 ●※
03-3218-8016 ●※
03-3211-3825 ●※

ふたば書房 丸ビル店

千代田区丸の内２－４－１ 丸ビル４階 03-5224-5528 ●

大手町書房 丸の内店

千代田区丸の内３－３－１

03-3287-1700 ●

文教堂書店 市ヶ谷店

千代田区五番町３－１

03-3556-0632 ●※

山下書店 半蔵門店

千代田区麹町２－７ 半蔵門ビル１Ｆ

03-5275-6538

書泉ブックタワー

千代田区神田佐久間町１－１１－１

03-5296-0051 ●※

●
●

●
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丸善 お茶の水店

千代田区神田駿河台２－８ 瀬川ビル１
03-3295-5581 ●
Ｆ

●

●

●

三省堂書店 神保町本店

千代田区神田神保町１－１

03-3233-3312 ●※

●

●

●

東京堂書店 神田神保町店

千代田区神田神保町１－１７

03-3291-5181 ●※

●

書泉グランデ

千代田区神田神保町１－３－２

03-3295-0011 ●※

●

とうてつ書店

千代田区神田東松下町４９

03-3251-3295 ●※

大手町政府刊行物ＳＣ

千代田区大手町１－３－６

03-3211-7786

千代田区大手町１－６－１ 大手町ビル
１Ｆ
千代田区大手町２－２－１ 新大手町ビ
大手町書房 本店
ル１Ｆ
千代田区大手町２－６－２ 日本ビルＢ
大手町書房 日本ビル店
１Ｆ
千代田区内幸町２－２－１ 日本プレス
ジュンク堂書店 プレスセンター店
センタービル１Ｆ
千代田区平河町２－６－３ 都道府県
知事会館改造社書店
会館Ｂ１Ｆ
千代田区有楽町２－１０－１ 東京交通
三省堂書店 有楽町店
会館１Ｆ・２Ｆ
ブックエキスプレス グランスタ東 千代田区丸の内１－９－１ 東京駅グラ
京店
ンスタ内
紀伊國屋書店 大手町ビル店

03-3201-5084 ●※

●
●

●

03-3211-0029 ●

●
●

03-3272-0122 ●
03-3502-2600 ●※

●

03-5212-9001

●

03-5222-1200 ●※

●

●

●

●

●

●

●

●

●

03-5219-7775 ●※

東京都豊島区
くまざわ書店 池袋店
東武ブックス 池袋北店
東京旭屋書店 池袋店
東武ブックス 池袋ホープ店
三省堂書店 池袋本店
ジュンク堂書店 池袋本店

豊島区西池袋１－１１－１
ンプラザ４Ｆ
豊島区西池袋１－１－２１
池袋駅北口地下１Ｆ
豊島区西池袋１－１－２５
池袋店プラザ館７Ｆ
豊島区西池袋１－１－３０
センター内
豊島区南池袋１－２８－１
店 別館・書籍館

メトロポリタ
東武東上線
東武百貨店
東武ホープ
西武池袋本

豊島区南池袋２－１５－５

03-5951-4780 ●
03-3982-2777 ●
03-3986-0311 ●※
03-5957-1477 ●
03-6864-8900 ●※
03-5956-6111 ●※

東京都中野区
明屋書店 中野ブロードウェイ店
あおい書店 中野本店
文教堂書店 中野坂上店

中野区中野５－５２－１５ ブロード
03-3387-8451 ●※
ウェーセンター３Ｆ
中野区中野４－３－１ 中野サンクォー
03-3319-5161 ●※
レ１Ｆ・２Ｆ
中野区本町２－４６－１ 中野坂上サン
03-5358-5285 ●
ブライトツイン１Ｆ

●

東京都練馬区
リブロ 光が丘店
リブロ 大泉店
くまざわ書店 大泉学園店

練馬区光が丘５－１－１ リヴィン光が
03-3976-7404 ●
丘５Ｆ
練馬区東大泉２－１０－１１ リヴィンオ
03-3978-4923 ●
ズ大泉店４Ｆ
練馬区東大泉５－４３－１ ゆめりあフェ
03-5933-0216 ●※
ンテ４Ｆ

東京都文京区
文京堂

文京区湯島２－２９－５

03-3811-7069 ●

虎ノ門書房 本店

港区虎ノ門１－４－５

03-3502-3461 ●

くまざわ書店 品川店

港区港南２－１５－２ 品川インターシ
ティ２Ｆ

03-3472-0481 ●※

東京都港区
●
●

●

●

『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

所在地

電話番号

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

くまざわ書店 高輪店

港区高輪４－１０－１８ ウィング高輪２
03-3441-8347 ●※
Ｆ

慶應義塾大学生協三田書籍部

港区三田２－１５－４５

虎ノ門書房 田町店

港区芝５－３３－１ 森永プラザビル１Ｆ 03-3454-2571 ●

ＴＢＬＳ書店

港区芝浦１－１－１ 東芝ビル内

03-3457-4787 ●

田村町書房

港区新橋２－１－１０

03-3591-0707 ●

トミタ・ＢＯＯＫＳ

港区新橋４－３０－５

03-3431-0112 ●※

丸善 ア-クヒルズ店
文教堂書店 赤坂店
金松堂書店

03-3455-6631 ●※

●
●

●

●

港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル３
03-3589-1772 ●
Ｆ
港区赤坂２－１４－１７ 国際新赤坂ビ
03-5573-4321
ル東館１Ｆ
港区赤坂５－１－３

●
●

03-3585-0031 ●

●

くまざわ書店 アクアシティお台場 港区台場１－７－１ アクアシティお台
店
場４Ｆ

03-3599-0520 ●

リブロ 汐留シオサイト店

港区東新橋１－５－２－Ｂ２０７

03-3569-2500 ●

文教堂書店 浜松町店

港区浜松町２－４－１ 世界貿易セン
タービル別館２Ｆ

03-3437-5540 ●

●

青山ブックセンター 六本木店

港区六本木６－１－２０

03-3479-0479

●

港区六本木６－１－２４ ラピロス六本
03-3403-0327 ●※
木ビル２Ｆ
ブックエキスプレス エキュート品 港区高輪３－２６－２７ ＪＲ品川駅構内
03-5421-8013 ●
川サウス店
エキュート品川サウス内

あおい書店 六本木店

●

●

●

●
●

●

●

●

●

東京都目黒区
中目黒ブックセンター

目黒区上目黒３－７－６

03-3792-1212 ●※

不二屋書店

目黒区自由が丘２－１１－３

03-3718-5311 ●

ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店

目黒区鷹番３－３－１９

03-3712-4049 ●

くまざわ書店 八王子店

八王子市旭町２－１１

0426-25-1201 ●※

くまざわ書店 八王子東急スクエ
ア店

八王子市旭町９－１ 東急スクエア７Ｆ

042-643-8791 ●

東京都八王子市

八王子市子安町４－７－１ サザンスカ
042-655-7560 ●※
イタワー八王子１Ｆ 八王子南口店
八王子市みなみ野１－２－１ アクロス
くまざわ書店 八王子みなみ野店
042-635-2285 ●
モール八王子みなみ野２Ｆ
八王子市初沢町１２２７－３ 京王高尾
啓文堂書店 高尾店
0426-65-1800 ●
ビル２Ｆ
くまざわ書店 八王子南口店

中央大学生協 多摩店

八王子市東中野７４２

042-674-3032

オリオン書房 ルミネ店

立川市曙町２－１－１ 立川ルミネ７Ｆ

042-527-2311 ●

オリオン書房 ノルテ店

立川市曙町２－４２－１ パークアベ
ニュー３Ｆ

042-522-1231 ●

オリオン書房 サザン店

立川市柴崎町３－２－１ サザン２Ｆ

042-525-3111 ●

●

東京都立川市

くまざわ書店 けやき台店
ジュンク堂 立川高島屋店

●

●

●

立川市若葉町１－７－１ 若葉ケヤキ
042-538-7131 ●※
モールＢ棟２Ｆ
立川市曙町２－３９－３ 立川高島屋６
042-512-9910 ●
Ｆ

東京都武蔵野市
『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

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

ブックスいずみ

武蔵野市吉祥寺南町１－４－１

0422-48-1779 ●

ジュンク堂書店 吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５ コピ
0422-28-5333 ●
ス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ

●

●

ブックスルーエ

武蔵野市吉祥寺本町１－１４－３

0422-22-5677 ●

●

●

パルコブックセンター 吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町１－５－１ 吉祥
寺パルコＢ２Ｆ

0422-21-8122 ●

●

●

東京都三鷹市
啓文堂書店 三鷹店
文教堂書店 三鷹駅店

三鷹市下連雀３－３５－１ 三鷹コラル
0422-79-5840 ●
３Ｆ
三鷹市下連雀３－４６－４ 三鷹ロンロ
0422-76-7588 ●
ン４Ｆ

東京都小金井市
いけだ書店 小金井店
くまざわ書店 ＩＹ武蔵小金井店
ブックスキャロット 駅前店

小金井市本町５－１１－２ 長崎屋小金
042-385-2351 ●
井店３Ｆ
小金井市本町６－１４－９ イトーヨーカ
042-382-5020 ●※
ドー３Ｆ
小金井市梶野町５－１－５

042-387-0031 ●

東京都調布市
書原 つつじヶ丘店

東京都調布市西つつじケ丘３－３７－２
0424-81-6421 ●※
横田ファイブ

真光書店 本店

調布市布田１－３６－８

くまざわ書店 国領店
リブロ 国領店

042-487-2222 ●※

●

調布市国領町８－２－６４ イトーヨーカ
03-5438-5771 ●
ドー国領店３Ｆ
調布市国領町３－１－３８ マルエツ国
042-490-1685 ●
領店１Ｆ

東京都日野市
くまざわ書店 日野店

日野市日野本町３－１１－７

042-589-7015

よむよむ 日野駅前店

日野市日野本町３－１３－４

042-584-4646 ●

啓文堂書店 高幡店

日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッ
042-592-2711 ●
ピングセンター内

●

●

東京都国分寺市
東京都国立市
東西書店

国立市中１－８

042-575-5061 ●

増田書店

国立市中１－９－１

042-572-0262

●

一橋大学生協 西ショップ

国立市中２－１

042-575-4184

●

一橋大学生協 東ショップ

国立市東２－４

042-577-5537

●

くまざわ書店 桜ヶ丘店

多摩市関戸１－１１－１ 聖蹟桜ヶ丘
ショッピングセンターＡ館７Ｆ

0423-37-2531 ●※

くまざわ書店 永山店

多摩市永山１－４ グリナード永山

042-373-6040 ●※

東京都多摩市

ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
啓文堂書店 多摩センター店

多摩市落合１－４６－１ ココリア多摩セ
042-355-3220 ●※
ンター５Ｆ
多摩市落合１－１０－１ 京王多摩セン
042-372-2288
ター駅構内

●

●

●

●

東京都町田市
有隣堂 ルミネ町田店

町田市原町田６－１－１１ ルミネ町田
042-723-3018 ●※
店７Ｆ

●

『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
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店名
久美堂本店
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一橋 ﾃﾞｰﾀ
東洋 Think! ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾊﾞﾝｸ
経済
ﾚﾋﾞｭｰ ｼﾘｰｽﾞ

町田市原町田６－１１－１０

042-725-1330 ●

くまざわ書店 昭島店

昭島市田中町５６２－１ モリタウン２Ｆ

042-546-4851 ●※

ＮＥＴ２１ 井上昭島店

昭島市松原町１－３－１

042-545-2988 ●

府中市府中町１－３－６ 京王府中
ショッピングセンター東モール２Ｆ

042-366-3151 ●

西東京市田無町２－１－１ リヴィン田
無４Ｆ

042-466-1497 ●

東大和市桜ヶ丘２－１４２－１ イトー
ヨーカドー東大和店２Ｆ

042-590-0411 ●※

東京都昭島市

東京都府中市
啓文堂書店 府中店

●

東京都西東京市
リブロ 田無店
東京都東大和市
くまざわ書店 東大和店

『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

