隣町珈琲の本【mal"】お取り扱い店舗
（2020年8月10日現在）
日本各地の下記の店舗でお求めいただけます
(実際の入荷時期や実在庫は各店舗によって異なります)

北海道
紀伊国屋書店
札幌本店

〒160-0005 北海道札幌市中央区北5条西5-7 sapporo55

TEL 011-231-2131

Bud&signum
(美容室)

〒064-0820 海道札幌市中央区大通西20丁目3−31 K・Bビル4F

TEL011-215-5234

ambition (美容室) 〒003-0826 北海道札幌市白石区菊水元町6条4-1-31 ディアコート1F
テール (美容室)  〒059-1303 北海道苫小牧市拓勇東町６丁目４−１

TEL011-874-1888
TEL01444-55-2811

宮城県
紀伊国屋書店
仙台店

〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町7-20-3 ザ･モール仙台長町 3F

TEL 022-308-9211

群馬県
紀伊国屋書店
前橋店

〒371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋 1F

TEL027-220-1830

埼玉県
Imaii linea(美容室)

〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-25 ヒロックスビル3F T

EL048-643-2927

紀伊国屋書店
さいたま新都心店

〒
 330-9559 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2
コクーン1 東館 1F


TEL048-600-0830

紀伊国屋書店
浦和パルコ店

〒
 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ 5F

TEL048-871-2760

千葉県

紀伊国屋書店
〒270-0139 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1
流山おおたかの森店
流山おおたかの森Ｓ・Ｃ 2F

TEL04-7156-6111

東京都

あんず文庫

〒143-0023 東京都大田区山王2−37−2 パセオ山王101

TEL03-6451-8292

藤乃屋書店

〒145-0073 東京都大田区北嶺町３１−９

TEL03-3729-6627

PET SOUNDS
RECORDS
LiveCafe
AGAIN

TEL03-3787-0818

 〒142-0062 東京都品川区小山３丁目２７−３ １F

〒142-0062東京都品川区小山３丁目２７−３ ペットサウンズ・ビル B1

TEL03-5879-2251

紀伊国屋書店
新宿本店

〒163-8636 東京都新宿区新宿3-17-7

TEL03-3354-0131

紀伊国屋書店
大手町ビル店

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル 1F

TEL03-3201-5084

銀座蔦屋書店

〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目１０−１SIX6F

TEL03-3575-7755

往来堂書店

〒113-0022 東京都文京区千駄木２丁目４７−１１

TEL03-5685-0807

神保町
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町２丁目３−１
ブックセンター

TEL03-6268-9064

D.D(美容室)

〒150-0001東京都渋谷区神宮前4-31-2 小川屋BLD 2F

紀伊国屋書店
西武渋谷店

〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店パーキング館 1F

TEL 03-5784-3561

紀伊国屋書店
笹塚店

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-14 笹塚ショッピングモール 1F

TEL 03-3485-0131

Imaii(美容院)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-3-9 井門ビル5F

TEL03-3400-2105

あぜみち(飲食店) 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目３−５



TEL03-3423-8989

TEL03-3498-5468

パン屋の本屋

〒116-0013東京都荒川区西日暮里
2-6-7

TEL03-6806-6444

Tittle

〒167-0034 東京都杉並区桃井1−5−2

TEL03-6884-2894

今野書店

〒167-0042 東京都杉並区西荻北３丁目１−８

TEL03-3395-4191

本屋B&B

〒155-0033 東京都世田谷区代田2−36−15 BONUSTRACK2F

TEL03-6450-8272

紀伊国屋書店
玉川高島屋店

〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1
玉川高島屋ショッピングセンター 南館 5F

TEL03-3709-2091

紀伊国屋書店
〒135-0042 東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店 2F
イトーヨーカドー木場店

TEL 03-6660-2502

紀伊国屋書店
国分寺店

〒185-0021 東京都国分寺市南町3-20-3 CELEO（セレオ）国分寺 8F

TEL 042-325-3991

胡桃堂書店

〒185-0012 東京都国分寺市本町２丁目１７−３

TEL042-401-0433

神奈川県
紀伊国屋書店
横浜店

〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 7F

紀伊国屋書店
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜 3F
ららぽーと横浜店
Arcade Books

〒220-0051神奈川県横浜市西区中央2-13-2
伊勢新ビル1F 藤棚デパートメント内

紀伊国屋書店
武蔵小杉店

〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1
グランツリー武蔵小杉 3F


TEL045-450-5901

TEL 045-938-4481

TEL 044-331-9990

紀伊国屋書店
〒252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間 3F
イオンモール座間店

TEL 046-298-0580

ポルべニール
〒247-0056 神奈川県 鎌倉市大船３丁目４−６ 清水ビル1階D
ブックストア

TEL 0467-40-5102

新潟県
紀伊国屋書店
新潟店

〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代1-5-1 LOVELA（ラブラ）万代 6F

TEL 025-241-5281

富山県
BOOKSなかだ掛尾本店

〒939-8212富山県富山市掛尾町１８０−１

TEL 076-492-1192

紀伊国屋書店
富山店

〒930-0083 富山県富山市総曲輪3-8-6 総曲輪フェリオ 7F

TEL 076-491-7031

山梨県

mountain bookcase

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町５２０４−２

TEL080-4373-6354

長野県
たろう屋

〒3993802長野県 伊那郡中川村片桐2877−4

TEL0265-88-4111

愛知県

モーベンス

〒461-0003愛知県名古屋市東区筒井２丁目７−２７

TEL052-937-3706

ちくさ正文館書店

〒464-0075愛知県名古屋市千種区内山３丁目２８−１

TEL052-741-1137

紀伊国屋書店
mozoワンダーシティ店

〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40
mozoワンダーシティ 4F 名古屋mozoオーパ内

TEL 052-506-7671

ON READING

〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通5-19 カメダビル2A TEL052-789-0855

京都府

ブック&ギャラリー

レティシア書房

〒604-0827 京都府京都市中京区瓦町５５１

TEL075-212-1772

ホホホ座

〒606-8412 京都市左京区浄土寺馬場町７１ハイネストビル1階

TEL075-741-6501

誠光社

〒602-0871京都府京都市上京区中町通丸太町上ル俵屋町437

TEL075-708-8340

London Books
恵文社 一乗寺店

〒616-8366 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町２２
〒606-8184京都府京都市左京区一乗寺払殿町１０

TEL075-871-7617
TEL075-711-5919

大阪府
TEL075-961-611

長谷川書店
水無瀬駅前店

〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬1−708−8

スタンダード
ブックストア

〒543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町８−１６ TENNOJI BASE

TEL06-6796-8933

紀伊国屋書店
梅田本店

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街

TEL06-6372-5821

紀伊国屋書店
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪
グランドフロント大阪店
ショップ＆レストラン南館 6F

TEL 06-7730-8451

紀伊国屋書店
堺北花田店

〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12-136
イオンモール堺北花田 4F

TEL 072-246-5566

紀伊国泉北店
泉北店

〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ 4F

TEL072-292-1631

紀伊国屋書店
本町店

〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング 1F

TEL06-4705-4556

兵庫県

Imaii bella fons
(美容院)
紀伊国屋書店
神戸阪急店

〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町4-9-2 異人館クラブパートIIIB1 TEL078-222-3308

〒651-8511 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 店 神戸阪急 新館 5F

TEL 078-265-1607

奈良県

とほん

〒639-1134 奈良県大和郡山市柳4–28

TEL080-8344-7676

ベニヤ書店

〒630-8266奈良県奈良市花芝町１６

TEL0742-22-5050

和歌山県
WHEELACTION

〒6470045 和歌山県新宮市井の沢1−1 センタービル１F

TEL0735-21-5085

鳥取県
定有堂書店

〒680-0037 鳥取県鳥取市元町１２１

TEL0857-27-6035

一月と六月

〒684-0024 鳥取県境港市日ノ出町４８

TEL0859-44-1630

岡山県

スロウな本屋

〒700-0807岡山県岡山市北区南方２丁目９−７

TEL086-207-2182

(株)不動産ギャラリー
〒7100016 岡山県倉敷市中庄1920-43
caféブリコラージュ

広島県
READAN DEAT

〒730-0802 広島県広島市中区本川町２丁目６−１０和田ビル203

TEL082-961-4545

紀伊国屋書店
広島店

〒
 730-0011 広島県広島市中区基町6-27 アクア広島センター街 6F

TEL082-225-3232

徳島県

紀伊国屋書店
徳島店

〒770-8511 徳島県徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店 8F

TEL 088-602-1611

香川県
本屋ヌルガンガ

〒7600050 香川県高松市亀井町11−13-1F

TEL087-837-4646

愛媛県
こりおり舎

〒7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２４３６

TEL
0897−72−8006

福岡県
MINOU BOOKS&CAFE

〒839-1321 福岡県うきは市吉井町１１３７

TEL0943-76-9501

ブックスキューブリック

〒810-0042 福岡県岡市中央区赤坂２丁目１−１２

TEL092-711-1180

本のあるところ ajiro

〒810-0001福岡県福岡市中央区天神３丁目６−８

TEL092-735-2802

紀伊福岡本店
福岡本店

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1
博多バスターミナル 6F

TEL 092-434-3100

長崎県
紀伊国屋書店
長崎店

〒850-0035 長崎県長崎市元船町10-1 ゆめタウン夢彩都 4F

TEL 095-811-4919

熊本県
橙書店

〒8600017 熊本県熊本市中央区練兵町54-2F

TEL096-351-276

鹿児島県
紀伊国屋書店
鹿児島店

〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 4F TEL099-812-7000

絵ほん・cafe アルモニ

〒891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町５−３２

TEL099-260-1088

沖縄県
CAFE UNIZON

〒
 901-2201沖縄県宜野湾市新城２丁目３９−８MIX life-styale 2F TEL09
8-8961060

