
【フラット 35】対応 住宅⼯事仕様書 常備店一覧 （令和３年４月 30 日時点） 

【書籍通販サイト・オンライン書店】   

在庫状況，配送・送料等は各サイトにてご確認ください。 

Amazon.co.jp （アマゾンジャパン（株））   http://www.amazon.co.jp/ 

Yahoo!ショッピング （ヤフー（株））   https://shopping.yahoo.co.jp/ 

楽天ブックス （楽天ブックス（株））   http://books.rakuten.co.jp/ 

セブンネットショッピング （（株）セブンネットショッピング）   http://www.7netshopping.jp/ 

honto ネットストア （（株）トゥ・ディファクト）   http://honto.jp/netstore.html 

e-hon 全国書店ネットワーク （（株）トーハン）   http://www.e-hon.ne.jp/ 

Honya Club.com （日本出版販売（株））   http://www.honyaclub.com/ 

かんぽうオンラインブックストア （（株）かんぽう）   http://book.kanpo.net/ 

紀伊國屋書店 BookWeb （（株）紀伊國屋書店書店）   http://bookweb.kinokuniya.co.jp/ 

丸善&ジュンク堂 ネットストア HON （（株）HON）   http://www.junkudo.co.jp/ 

TSUTAYA online （（株）ツタヤオンライン）   http://www.tsutaya.co.jp/ 

salon de DAIRYUDO （（株）⼤龍堂）   http://tairyudo.com/framepage.html 

リフォームブックス （（株）リフォーム産業新聞社）   https://www.r-books.jp/ 

ヨドバシ・ドット・コム （（株）ヨドバシカメラ）   http://www.yodobashi.com/ 

愛知県 

丸善  名古屋本店 TEL. 052-238-0320 

〒460-0008  名古屋市中区栄 3-8-14 

ジュンク堂書店  ロフト名古屋店 TEL. 052-249-5592 

〒460-0008  名古屋市中区栄 3-18-1 （ナディアパーク B1F・7F） 

ジュンク堂書店  名古屋栄店 TEL. 052-212-5360 

〒460-0004  名古屋市中区新栄町 1-1 （明治安田生命名古屋ビル B1F・B2F） 

三省堂書店  名古屋本店 TEL. 052-566-6801 

〒450-6608  名古屋市中村区名駅 1-1-3 （タカシマヤゲートタワーモール 8F） 

ジュンク堂書店  名古屋店 TEL. 052-589-6321 

〒450-0002  名古屋市中村区名駅 3-25-9 （堀内ビル 1F） 

丸善  名古屋⼥⼦⼤学汐路売店 TEL. 052-841-2301 

〒652-0844  名古屋市瑞穂区汐路町 3-40 

精文館書店  新豊田店 TEL. 0565-33-3322 

〒471-0864  豊田市広路町 1-15 

紀伊國屋書店  愛⼯⼤ブックセンター TEL. 0565-43-1025 

〒470-0392  豊田市八草町八千草 1247 （愛知工業大学八草キャンパス AIT プラザ 2F） 

TSUTAYA  ウイングタウン岡崎店 TEL. 0564-72-5081 



〒444-0814  岡崎市羽根町小豆坂 3 

正文館書店  知⽴⼋ッ田店 TEL. 0566-85-2341 

〒472-0012  知⽴市八ツ田町曲がり 57-1 

カルコス  小牧店 TEL. 0568-77-7511 

〒485-0046  小牧市堀の内 5-144 

らくだ書店  東郷店 TEL. 0561-37-1181 

〒470-0155  愛知郡東郷町白鳥 2-20-1 

岐阜県 

岐阜県官報販売所 （郁文堂書店） TEL. 058-262-9897 

〒500-8073  岐阜市泉町 5 

カルコス  本店 TEL. 058-294-7500 

〒502-0914  岐阜市菅生 8-7-21 

丸善  岐阜店 TEL. 058-297-7008 

〒502-0882  岐阜市正木中 1-2-1 （マ―サ 21 3F） 

ACADEMIA  ⼤垣店 TEL. 0584-77-6450 

〒503-0015  大垣市林町 6-80-21 （アクアウォーク大垣 2F） 

喜久屋書店  ⼤垣店 TEL. 0584-77-1717 

〒503-0808  大垣市三塚町丹瀬 463-1 （イオンタウン大垣 2F） 

カルコス  各務原店 TEL. 058-389-7500 

〒504-0942  各務原市小佐野町 1-11 

カルコス  穂積店 TEL. 058-329-2336 

〒501-0224  瑞穂市稲⾥ 651-1 

三重県 

別所書店  修成店 TEL. 059-246-8822 

〒514-0837  津市修成町 20 

MARUZEN  四日市店 TEL. 059-359-2340 

〒510-8585  四日市市諏訪栄町 7-34 （近鉄百貨店四日市店 B1F） 

宮脇書店  四日市本店 TEL. 059-359-5910 

〒510-0075  四日市市安島 1-3-31 （四日市ララスクエア 4F） 

コメリ書房  鈴⿅店 TEL. 059-384-3737 

〒513-0853  鈴⿅市末広南 1-1-1 

コメリ書房  松阪店 TEL. 0598-25-2533 

〒515-0063  松阪市大⿊田町 515-1 

静岡県 



⼾田書店  静岡本店 TEL. 054-205-6111 

〒420-0852  静岡市葵区紺屋町 17-1 （葵タワーBF-2F） 

MARUZEN＆ジュンク堂書店  新静岡店 TEL. 054-275-2777 

〒420-8508  静岡市葵区鷹匠 1-1-1 （新静岡セノバ 5F） 

⼾田書店  江尻台店 TEL. 054-361-3511 

〒424-0044  静岡市清水区江尻台町 22-33 

谷島屋  浜松本店 TEL. 053-457-4165 

〒430-0926  浜松市中区砂山町 6-1 （メイワン 8F） 

谷島屋  三方原店 TEL. 053-438-2141 

〒433-8105  浜松市北区三⽅原町 759-1 

谷島屋  サンストリート浜北店 TEL. 053-584-3025 

〒434-0041  浜松市北区平⼝ 2861 （サンストリート浜北 1F） 

谷島屋  磐田店 TEL. 0538-35-5778 

〒438-0077  磐田市国府台 58-2 

谷島屋  ららぽーと磐田店 TEL. 0538-59-0358 

〒438-0801  磐田市⾼⾒丘 1200 （ららぽーと磐田 1F） 

⼾田書店  掛川⻄郷店 TEL. 0537-62-6777 

〒436-0342  掛川市上⻄郷 508-1 （S プラザ） 

 


