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

新潟県新潟市
くまざわ書店 新潟デッキィ店

新潟市上近江４－１２－２０ デッキィ４
025-280-9111 ●
０１ Ｂ１Ｆ

萬松堂

新潟市中央区古町通６番町９５８

ジュンク堂書店 新潟店
紀伊國屋書店 新潟店

025-229-2221

●

新潟市中央区笹口１－１ プラーカ１ １
025-374-4411 ●※
Ｆ・Ｂ１
新潟市中央区万代１－５－１ ラブラ万
025-241-5281 ●
代６Ｆ

●
●

新潟県長岡市
くまざわ書店 長岡店

長岡市千秋２－２７８ リバーサイド千
秋アピタモール２Ｆ

0258-20-5760 ●

戸田書店 長岡店

長岡市堺町字浦田３３－１

0258-22-5911 ●

三条市荒町２－２５－４

0256-36-7171 ●※

新潟県三条市
知遊堂 三条店
新潟県上越市
くまざわ書店 上越店

上越市樋場新町 バロー上越モール１
025-521-2736 ●
Ｆ

富山県富山市
ＢＯＯＫＳなかだ 本店本館

富山市掛尾町１８０－１

076-492-1192 ●※

明文堂書店 富山新庄経堂店

富山市経堂１２３－４

076-494-3530 ●※

紀伊國屋書店 富山店

富山市総曲輪３－８－６総曲輪フェリオ
076-491-7031 ●※
７Ｆ

●

富山県高岡市
文苑堂書店 福田本店

高岡市福田４３

0766-27-7800 ●※

文苑堂書店 高岡駅前店

高岡市末広町４０

076-621-0333

喜久屋書店 高岡店

高岡市下伏間江３８３イオンモール高岡
0766-27-2455 ●※
２Ｆ

●

石川県金沢市
金沢ビーンズ明文堂書店

金沢市鞍月５－１５８

076-239-4400

うつのみや本店

金沢市広坂１－１－３０

076-234-8111

金沢政府刊行物SC

金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同
076-223-7303
庁舎内

●

●
●

石川県野々市市
明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢
野々市店

野々市市粟田５－４６１

076-294-0930 ●

福井市中央１－９－２０ 福井西武 新
館５Ｆ

0776-28-9851 ●

福井県福井市
紀伊國屋書店 福井店
山梨県甲府市
ジュンク堂書店 岡島甲府店

甲府市丸の内１－２１－１５ 岡島百貨
055-231-0606
店６Ｆ

朗月堂 本店

甲府市貢川本町１３－６

055-232-2200 ●※

よむよむ フレスポ甲府東店

甲府市和戸町８８０ フレスポ甲府東
ショッピングセンター内

055-223-4646 ●

●

●

山梨県甲斐市
『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

電話番号

週刊
東洋
経済

甲斐市志田字柿木６４５－１ ラザ
ウォーク甲斐双葉１Ｆ

0551-28-8761 ●

朝陽館荻原書店

長野市新田町１５３２

0262-34-2059 ●

ＢＯＯＫＳ栗田

長野市南長野９９７

0262-32-8138 ●

くまざわ書店 双葉店

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

長野県長野市

平安堂 長野店
いけだ書店 長野店

長野市末広町１３５５－５ ウエストプラ
026-224-4550 ●
ザ長野ビル
長野市高田１７５８ 長崎屋新長野店２
026-263-4062 ●※
Ｆ

●

長野県松本市
ＭＡＲＵＺＥＮ 松本店

松本市深志１－３－１１ コングロＭ内

0263-31-8171

佐久市大字岩村田住吉町３５８９

0267-67-5454 ●

●

●

●

●

長野県佐久市
大阪屋 あさま店
長野県塩尻市
くまざわ書店 GAZA広丘店

塩尻市大字広丘野村１６８８－１ コミュ
0263-51-5210 ●
ニティプラザＧＡＺＡ広丘店２Ｆ

静岡県静岡市
静岡市葵区紺屋町１７－１ 葵タワー２
054-205-6111 ●※
階
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新 静岡市葵区鷹匠１－１－１ 新静岡セノ
054-275-2777 ●
静岡店
バ５Ｆ

戸田書店 静岡本店

静岡県浜松市
ぶっくす三峰

浜松市東区下石田町１６４０－５

谷島屋 浜松本店

浜松市中区砂山町６－１ 浜松メイワン
053-457-4165 ●
８Ｆ

053-421-6258 ●※

静岡県富士市
あおい書店 富士店

富士市本市場９９５

0545-60-3260 ●

ちくさ正文館書店

名古屋市千種区内山３－２８－１

052-741-1137 ●

らくだ書店 本店

名古屋市千種区青柳町５－１８

052-731-7161 ●

愛知県名古屋市千種区
●

愛知県名古屋市中村区
三省堂書店 名古屋高島屋店
星野書店 近鉄パッセ店
ジュンク堂書店 名古屋店

名古屋市中村区名駅１－１－４ ＪＲ名
052-566-8877 ●※
古屋高島屋１１Ｆ
名古屋市中村区名駅１－２－２ 近鉄
052-581-4796 ●※
パッセ８Ｆ
名古屋市中村区名駅３－２５－９ 堀内
052-589-6321 ●
ビル１Ｆ

●

●

●

●
●

●

愛知県名古屋市中区
丸善 名古屋本店

名古屋市中区栄３－８－１４

052-238-0320 ●※

丸善 名古屋セントラルパーク店

名古屋市中区錦３－１５－１３

052-971-1231 ●※

ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
ジュンク堂書店 名古屋栄店

名古屋市中区栄３－１８－１ ナディア
052-249-5592 ●※
パークＢ１・７Ｆ
名古屋市中区新栄町１－１ 毎時安田
052-212-5360 ●※
生命名古屋ビルＢ１・Ｂ２Ｆ

●

愛知県名古屋市中川区
『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
東洋
経済

光書店 ＴＳＵＴＡＹＡ高畑店

名古屋市中川区上高畑２－１８０－２

052-351-5113 ●

ＴＳＵＴＡＹＡ バロー戸田店

名古屋市中川区戸田明正２－１１０バ
ロー２Ｆ

052-439-2360 ●※

水野書店

名古屋市南区平子２－１０－２１

052-822-6244 ●※

くまざわ書店 名古屋南店

名古屋市南区豊田４－９－４７ アピタ
名古屋南店１Ｆ

052-691-1554 ●※

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

愛知県名古屋市南区

愛知県安城市
くまざわ書店 三河安城店

安城市三河安城南町１－４－８ ラフー
0566-79-0231 ●※
ズコア安城２Ｆ

愛知県豊川市
あおい書店 豊川店

豊川市千歳通３－６－１

0533-85-7811 ●

愛知県豊田市
くまざわ書店 豊田店

豊田市喜多町１－１４０ ギャザビル３Ｆ 0565-37-8035 ●※

精文館書店 新豊田店

豊田市広路町１－１５

0565-33-3322

豊橋市広小路１－６

0532-54-2345 ●※

一宮市牛野通３

0586-72-2100 ●※

犬山市天神町１－１ 犬山キャスタ２Ｆ

0568-62-8252 ●

岩倉市旭町１－２５ ユニー岩倉店３Ｆ

0587-65-5230 ●※

丹羽郡扶桑町大字柏森字長畑３５６

0587-92-1991 ●

●

愛知県豊橋市
精文館書店 本店

●

愛知県一宮市
カルコス 一宮店
愛知県犬山市
いけだ書店 犬山店
愛知県岩倉市
くまざわ書店 岩倉店
愛知県丹波郡
カルコス 扶桑店
愛知県愛知郡
くまざわ書店 長久手店

愛知郡長久手町戸田谷９０１番地１ ア
0561-61-3725 ●
ピタ長久手店２Ｆ

愛知県岡崎市
ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎
店

岡崎市羽根町小豆坂３

0564-72-5080 ●※

春日井市美濃町２－３

0568-35-5900 ●

瀬戸市西本地町２－２２２－１

0561-97-3655 ●※

知立市八ツ田町曲がり５７－１

0566-85-2341 ●

愛知県春日井市
ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井南店
愛知県瀬戸市
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店
愛知県知立市
正文館書店 知立八ツ田店
愛知県常滑市
『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
TSUTAYA 中部国際空港店

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

常滑市セントレア１－１ イベントプラザ
0569-38-7180 ●※
４Ｆ

岐阜県岐阜市
郁文堂書店

岐阜市泉町５

058-262-9897 ●

カルコス 本店

岐阜市菅生８－７－２１

058-294-7500 ●

昭文館書店

岐阜市神田町５－５

058-262-6887 ●

丸善 岐阜店

岐阜市正木中１－２－１ マーサ２１ ３
058-297-7008 ●
Ｆ

●

岐阜県大垣市
ACADEMIA大垣店

大垣市林町６－８０－２１ アクアウォー
0584-77-6450 ●※
ク大垣２Ｆ

岐阜県可児市
あおい書店 可児店

可児市広見２３３１－１

0574-61-2566 ●

各務原市小佐野町１－１１

0583-89-7500 ●

岐阜県各務原市
カルコス 各務原店

『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

