
ホビ商店店舗一覧

(C)HOBIBOX / CLOCKUP / はましま薫夫



店舗名 郵便番号 都道府県 住所

２１世紀書房　 080-2471 北海道 帯広市西二十一条南4-2-8

十和田書店　　　 034-0032 青森県 十和田市東四番町1-3

スポット　青森店 030-0844 青森県 青森市桂木4-4-5

ソフトマーケットQ 能代店 016-0877 秋田県 能代市仙遊長根27-5

ソフトマーケットＱ大仙店　 014-0001 秋田県 大仙市花館字下殿屋敷45-1

ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ北上店 　 024-0004 岩手県 北上市村崎野14地割31

パラダイスＢＯＸ仙台店　 981-3111 宮城県 仙台市泉区松森坂下1-1

メディアゾーン　新庄店　 996-0041 山形県 新庄市鳥越字栗田657-3

ジパング会津高田橋店　　 965-0846 福島県 会津若松市門田町飯寺字村東

メディアパワー駅なん店 950-0915 新潟県 新潟市中央区鐙西1-10-20

安市　女池店　　　　　　 950-0941 新潟県 新潟市中央区女池1803

ブックワンダー十日町店　 948-0055 新潟県 十日町市高山792-1

ディーマート伊那店 396-0022 長野県 伊那市伊那御園75

ぶんか書店　諏訪店      392-0012 長野県 諏訪市四賀字赤沼1748

東京書店　佐久店　　　 385-0023 長野県 佐久市岩村田北1-6-2

利根書店　上田バイパス店 386-0001 長野県 上田市上田2524-1

安市　伊勢崎店　　　　　 372-0812 群馬県 伊勢崎市連取町3066-4

富士書店　赤城店        379-2203 群馬県 伊勢崎市曲沢町161-9

富士書店　前橋店　　　 371-0013 群馬県 前橋市西片貝町4丁目

利根書店　前橋野中店 　 379-2166 群馬県 前橋市野中町278-6

プレジャ書店　　大田原店 324-0046 栃木県 大田原市加治屋86-2



店舗名 郵便番号 都道府県 住所

富士書店　土浦南店      300-0817 茨城県 土浦市永国字天神784-4

買取販売市場ムーラン　 　 101-0021 東京都 千代田区外神田1-4-21

ラムタラ東村山店　　　　 189-0011 東京都 東村山市恩多町2-1-1

ブックマーケット　昭島店　 196-0022 東京都 昭島市中神町3-5-32

ラムタラ瑞穂店　　　　 190-1213 東京都 西多摩郡瑞穂町大字武蔵185-1

ぶんか書店　入間店　　　 358-0014 埼玉県 入間市宮寺2773-1

リサイクルメディア館 和光店 351-0101 埼玉県 和光市白子3-11-18

利根書店 深谷店 ２次元館 366-0033 埼玉県 深谷市国済寺572-1

Ｖ－ＭＡＸ・プラス　　 344-0007 埼玉県 春日部市小渕883-2

Ｖ－ＭＡＸさいたま店　　 331-0811 埼玉県 さいたま市北区吉野町1-392-4

神田書店　野田店　　 278-0021 千葉県 野田市堤根129-1

ＤＩＳＣ　ＢＯＹ　　　 273-0123 千葉県 鎌ケ谷市南初富4-18-48

たちばな書店 津田沼店　 275-0016 千葉県 習志野市津田沼1-2-7

愛好書店　茂原店 297-0074 千葉県 茂原市小林2321-1

愛好堂　大網店 299-3245 千葉県 大網白里市池田82-1

太陽書店　富津店 293-0012 千葉県 富津市青木1233-3

ゲームステーション本厚木店 243-0018 神奈川県 厚木市中町2-5-5

ﾌﾚﾝｽﾞ書店横須賀佐原ｲﾝﾀｰ店　 239-0835 神奈川県 横須賀市佐原3-21-20

あきば書店　柱店　　　 441-8037 愛知県 豊橋市中橋良町77-1

あきば書店　豊橋東店 440-0842 愛知県 豊橋市岩屋町岩屋下52-4

あきば書店　御油店　　　 441-0211 愛知県 豊川市御油町行力27-1



店舗名 郵便番号 都道府県 住所

オフアンドオフ池田店　　　 422-8005 静岡県 静岡市駿河区池田646-2

ＢＯＯＫＳ　エンドー　　　 418-0026 静岡県 富士宮市西小泉町18-5

ビドキッド富士大渕店　　 417-0801 静岡県 富士市大淵2449-11

新富士書店　焼津店 425-0091 静岡県 焼津市八楠3-19-2

太陽書店　藤枝店 426-0067 静岡県 藤枝市前島2-23-19

童夢書店　甲府本店　　　 400-0814 山梨県 甲府市上阿原町444-2

沼津円盤堂　　　　      410-0012 静岡県 沼津市岡一色46-1

ビドキッド函南店 419-0125 静岡県 田方郡函南町肥田355-1

メディアキング　多治見店　 507-0038 岐阜県 多治見市白山町3-94-1

メディアキング可児店　　 509-0214 岐阜県 可児市広見1-29

遊景堂MEGA DVDﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ可児店 509-0245 岐阜県 可児市下切3294-2-1F

東京書店　鈴鹿店　　 510-0254 三重県 鈴鹿市寺家8-16-17

東京書店　桑名店　　　 511-0824 三重県 桑名市繁松新田字東之割64-1

尾張書店　伊賀店　 518-0001 三重県 伊賀市佐那具町908

ﾏﾝｶﾞ倉庫　にっぽんばし道楽 556-0005 大阪府 大阪市浪速区日本橋4-7-21

夢創庫  岸和田店　　　 596-0811 大阪府 岸和田市下池田町1-1-1

激安ﾋﾞﾃﾞｵの殿堂七福神森戸店 921-8061 石川県 金沢市森戸1-84-2

激安ﾋﾞﾃﾞｵの殿堂七福神高岡店 939-1104 富山県 高岡市戸出町3-2323

(株)開放倉庫　山城店　　　 619-0205 京都府 木津川市山城町椿井畑岡40-1

零式書店　福井南店      918-8031 福井県 福井市種池2-611

信長書店　神戸伊川谷店 651-2124 兵庫県 神戸市西区伊川谷町潤和844-1



店舗名 郵便番号 都道府県 住所

ＢＯＯＫボーイ　　　　 679-4134 兵庫県 たつの市誉田町広山100-1

ﾋﾞﾃﾞｵの穴場ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ三田南が丘店 669-1535 兵庫県 三田市南が丘1-40-15

映像倉庫　　　　　　　 668-0027 兵庫県 豊岡市若松町1-4

マンガ倉庫 和田山店　　　 669-5241 兵庫県 朝来市和田山町土田

東京書店　西条店  　　 739-0007 広島県 東広島市西条土与丸3丁目

東京書店　吉島店  　　 730-0825 広島県 広島市中区光南2-23-8

ぶんか書店 下関店　　 751-0822 山口県 下関市宝町1-6

DVDショップ-２１下松店 744-0075 山口県 下松市瑞穂町3-2

金太郎倶楽部　山口店　　 759-0204 山口県 宇部市妻崎開作890-1

マンガ倉庫　山口店　　　 753-0811 山口県 山口市吉敷下東3-3-10

東京書店　津山店　　　 708-0886 岡山県 津山市昭和町2-108

信長書店  仏生山店　　　 761-8083 香川県 高松市三名町5-1

買取りまっくす　徳島店　 771-0132 徳島県 徳島市川内町平石夷野58-1

パイレーツ 794-0802 愛媛県 今治市南鳥生町3-1-13

シンク書店　松前店　　　 791-3142 愛媛県 伊予郡松前町上高柳593-1

ＺＥＲＯ筑紫野店　　    818-0059 福岡県 筑紫野市塔原東3-14-3

未來書房 飯塚店　　　　　 820-0076 福岡県 飯塚市太郎丸911

金太郎倶楽部熊本店　　　 860-0083 熊本県 熊本市北区大窪2-10-25

ブックプラザ佐伯インター店 876-0042 大分県 佐伯市稲垣373-1

東京書店　北谷店　　　 904-0101 沖縄県 中頭郡北谷町上勢頭820-6


