
HIRASEI遊蔦屋書店 村上店 村上市村上字牛沢21 0254-53-7161

HIRASEI遊ダイソー 荒川店 村上市藤沢82 0254-62-6315

HIRASEI遊TSUTAYA 中条店 胎内市中条字小荒川3047-1 0254-43-7721

HIRASEI遊 新発田店 新発田市新栄町3-6-12 0254-27-3311

HIRASEI遊TSUTAYA 新発田豊町店 新発田市豊町2-3176 0254-26-8221

蔦屋書店 新発田店 新発田市新栄町3-1-31 0254-26-1900

コメリ書房 新発田店 新発田市舟入町1-138-1 0254-20-1011

阿賀野市保田3095 0250-68-5566

HIRASEI遊TSUTAYA 水原南店 阿賀野市堀越字堂ノ下2301-1 0250-61-2161

紀伊国屋書店 新潟店 新潟市中央区万代1-5-1　ﾗﾌﾞﾗ万代6F 025-241-5281

ジュンク堂書店 新潟店 新潟市中央区笹口1-1　ﾌﾟﾗｰｶ1　B1F･1F 025-374-4411

新潟市中央区古町通6-958 025-229-2221

くまざわ書店 新潟ﾃﾞｯｷｲ店 新潟市中央区上近江4-12-20 ﾃﾞｯｷｨ401 地下1F 025-280-9111

蔦屋書店 新潟中央ｲﾝﾀｰ店 新潟市中央区湖南4-8 025-283-7010

蔦屋書店 新潟万代店 新潟市中央区幸西3-1-6 025-249-0066

蔦屋書店 南笹口店 新潟市中央区南笹口2-54-1 025-241-0031

くまざわ書店 新潟西店 新潟市西区小新5-7-21　ｱﾋﾟﾀ新潟西店2Ｆ 025-201-1187

蔦屋書店 小針店 新潟市西区小針4-764-1 025-231-1200

蔦屋書店 ﾍﾞﾙﾊﾟﾙﾚ寺尾店 新潟市西区寺尾東2-9-43 025-268-0505

蔦屋書店 新通店 新潟市西区新通1272 025-211-1000

未来屋書店 新潟青山店 新潟市西区青山二丁目5番1号 025-201-2251

知遊堂 亀貝店 新潟市西区亀貝3219番地 025-211-1858

宮脇書店 新潟東店 新潟市東区大形本町3-1-2 イオン新潟東店内 025-250-8887

蔦屋書店 竹尾ｲﾝﾀｰ店 新潟市東区はなみずき3-3-1 025-272-1500

蔦屋書店 河渡店 新潟市東区河渡庚167 025-273-0066

HIRASEI遊TSUTAYA 豊栄ｲﾝﾀｰ店 新潟市北区かぶとやま2-6-11 　 025-384-1055

HIRASEI遊TSUTAYA 白根国道店 新潟市南区十五間字堀東191 025-373-6511

蔦屋書店 ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ白根店 新潟市南区田中21 025-372-0016

くまざわ書店 亀田店 新潟市江南区鵜ﾉ子4-466 ｱﾋﾟﾀ新潟亀田店2F 025-381-8863

HIRASEI遊TSUTAYA 横越店 新潟市江南区茜ヶ丘7-8 025-385-2218

蔦屋書店 横越ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 新潟市江南区横越上町5-1-6 025-383-2300

未来屋書店 新潟南店 新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 025-381-9100

ワイズ・スクウェア・ニイガタ

萬松堂

2021年度　問題集販売書店

≪新潟市中央区≫

≪阿賀野市≫

≪新発田市≫

≪胎内市≫

≪村上市≫

≪新潟市西区≫

≪新潟市東区≫

≪新潟市北区≫

≪新潟市南区≫

≪新潟市江南区≫



HIRASEI遊TSUTAYA 新津北上店 新潟市秋葉区北上字長沼881-1 0250-24-5115

蔦屋書店 新津店 新潟市秋葉区程島1865-1 0250-24-5900

HIRASEI遊蔦屋書店 巻店 新潟市西蒲区巻甲4679-1 0256-76-2810

コメリ書房 五泉店 五泉市旭町6-55 0250-41-1215

HIRASEI遊TSUTAYA 五泉店 五泉市大字木越字石道2000-1 0250-43-5331

知遊堂 三条店 三条市荒町2-25-4 0256-36-7171

HIRASEI遊TSUTAYA 三条大崎店 三条市西大崎1丁目5番地28 0256-31-5959

HIRASEI遊TSUTAYA 三条四日町店 三条市南四日町4-922-1 0256-31-2119

コメリ書房 三条店 三条市須頃3丁目58番地 コメリSC内2F 0256-33-7877

HIRASEI遊TSUTAYA 燕三条店 燕市佐渡5252 0256-66-3123

HIRASEI遊TSUTAYA 吉田店 燕市吉田字樋の口3396 0256-92-3335

HIRASEI遊TSUTAYA 分水店 燕市新興野11-23 0256-98-5522

蔦屋書店 県央店 燕市井土巻2-225 0256-66-0016

コメリ書房 分水店 燕市分水新町1丁目6-5 SCパコ内 0256-98-3115

川口書店 加茂本店 加茂市上町5-17 0256-52-0073

コメリ書房 加茂店 加茂市幸町1丁目13-7 0256-53-5550

HIRASEI遊TSUTAYA 見附国道店 見附市芝野町字赤田894-1 0258-66-1802

文信堂 長岡店 長岡市城内町1-611-1 CoCoLo長岡M2F 0258-36-1360

戸田書店 長岡店 長岡市堺町浦田33-1 0258-22-5911

くまざわ書店 長岡店 長岡市千秋2-278　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋 ｱﾋﾟﾀﾓｰﾙ2F 0258-20-5760

蔦屋書店 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ美沢店 長岡市沖田1-6 0258-37-4050

蔦屋書店 長岡古正寺店 長岡市古正寺町350 0258-29-5030

蔦屋書店 長岡新保店 長岡市新保6丁目222番地 0258-22-6300

蔦屋書店 長岡花園店 長岡市花園南1丁目36番地 0258-37-0080

宮脇書店 長岡店 長岡市台町2-4-56 0258-31-3700

コメリ書房 北長岡店 長岡市豊1-608 コメリパルス北長岡店内 0258-30-1318

柏崎市東本町3-4-31 0257-22-2501

HIRASEI遊TSUTAYA 柏崎柳田店 柏崎市柳田町2-10 0257-20-4321

蔦屋書店 柏崎岩上店 柏崎市岩上扇田251-1 0257-32-0200

コメリ書房 柏崎店 柏崎市北半田1-9-6 0257-20-1230

柏崎市東本町2-5-22 0257-22-7300

HIRASEI遊TSUTAYA 小千谷ｲﾝﾀｰ店 小千谷市若葉1-21-2 0258-81-1131

蔦屋書店 小千谷店 小千谷市平沢1-635-1 0258-83-2800

宮脇書店 小千谷店 小千谷市平沢新田荒田339 イオン小千谷店内 0258-83-1468

HIRASEI遊TSUTAYA 六日町南店 南魚沼市六日町612 025-770-0404

蔦屋書店 六日町店 南魚沼市余川3322-2 025-770-2070

尚文館書店

わたじん書店

≪長岡市≫

≪柏崎市≫

≪南魚沼市≫

≪小千谷市≫

≪新潟市西蒲区≫

≪五泉市≫

≪三条市≫

≪燕　市≫

≪加茂市≫

≪見附市≫

≪新潟市秋葉区≫



蔦屋書店 小出店 魚沼市井口新田708-1 025-793-2070

HIRASEI遊TSUTAYA 十日町店 十日町市旭町　リオンドール十日町店内 0257-50-1710

知遊堂 上越国府店 上越市加賀町12-10 025-545-5668

春陽館書店 上越市本町4-1-8 025-525-2530

HIRASEI遊TSUTAYA 高田西店 上越市大字飯721-2 0255-26-1118

HIRASEI遊TSUTAYA 上越ウィング店 上越市大字富岡字宮下531-1 025-521-5551

蔦屋書店 上越ｲﾝﾀｰ店 上越市藤野新田1174-2 025-526-1800

蔦屋書店 高田西店 上越市大貫4-4-22 025-527-5255

HIRASEI遊TSUTAYA 糸魚川店 糸魚川市上刈5-1318-1 0255-53-0666

蔦屋書店 佐渡佐和田店 佐渡市市野沢82 0259-57-4100

≪十日町市≫

≪魚沼市≫

≪上越市≫

≪糸魚川市≫

≪佐渡市≫


