
都道府県 地区 書店名
北海道 札幌市 紀伊國屋書店　札幌本店

コーチャンフォー　新川通り店
コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店
コーチャンフォー　美しが丘店
MARUZEN＆ジュンク堂書店　札幌店

旭川市 コーチャンフォー　旭川店

帯広市 喜久屋書店　帯広店
函館市 函館蔦屋書店

秋田県 秋田市 ジュンク堂書店　秋田店
青森県 青森市 成田本店　サンロード店
岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店

MORIOKA TSUTAYA
宮城県 仙台市 紀伊國屋書店　仙台店
山形県 山形市 戸田書店　山形店

東田川郡 戸田書店　三川店
栃木県 宇都宮市 喜久屋書店　宇都宮店
茨城県 つくば市 ACADEMIA　イーアスつくば店
群馬県 高崎市 戸田書店　高崎店

太田市 喜久屋書店　太田店
埼玉県 さいたま市 紀伊國屋書店　浦和パルコ店

三省堂書店　大宮店
ジュンク堂書店　大宮髙島屋店

熊谷市
BookDepot書楽
戸田書店　熊谷店

富士見市 リブロ　ららぽーと富士見店
千葉県 柏市

印西市
KaBoS　ららぽーと柏の葉店
喜久屋書店　千葉ニュータウン店

流山市
習志野市

紀伊國屋書店　流山おおたかの森店
丸善　津田沼店

東京都 新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店
大田区 有隣堂　グランデュオ蒲田店
渋谷区
千代田区

MARUZEN&ジュンク堂書店　渋谷店
三省堂書店　神保町本店

豊島区 三省堂書店　池袋本店
ジュンク堂書店　池袋本店

多摩市 丸善　多摩センター店
八王子市 くまざわ書店　八王子店

有隣堂　セレオ八王子店
武蔵野市 ジュンク堂書店　吉祥寺店

神奈川県 横浜市 ACADEMIA　港北店
有隣堂　横浜駅西口ジョイナス店
八重洲ブックセンター　京急百貨店上大岡店
紀伊國屋書店　横浜店

厚木市 有隣堂　厚木店
くまざわ書店　本厚木店

伊勢原市 久美堂　伊勢原店
川崎市 有隣堂　アトレ川崎店

丸善 ラゾーナ川崎店
相模原市 ACADEMIAくまざわ書店　橋本店
藤沢市 ジュンク堂書店　藤沢店

有隣堂　藤沢店

新潟県 新潟市 くまざわ書店　新潟デッキィ店
ジュンク堂書店　新潟店

小千谷市 宮脇書店　小千谷店
三条市 知遊堂　三条店
長岡市 戸田書店　長岡店

富山県 富山市 BOOKSなかだ　掛尾本店　専門書館
文苑堂書店　富山豊田店

高岡市 喜久屋書店　高岡店
文苑堂書店　福田本店

石川県 金沢市 金沢ビーンズ　明文堂書店　
かほく市 BOOKSなかだ　かほく店

山梨県 甲府市
中央市

ジュンク堂書店　岡島甲府店
戸田書店　山梨中央店

長野県 長野市
上田市

平安堂　長野店
平安堂　上田しおだ野店

松本市 宮脇書店　松本店
岐阜県 大垣市 喜久屋書店　大垣店
静岡県 静岡市 戸田書店　江尻台店

磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店
谷島屋　磐田店

浜松市 谷島屋　浜松本店
藤枝市
富士宮市

戸田書店　藤枝東店
戸田書店　富士宮店

愛知県 名古屋市 未来屋書店　ナゴヤドーム前店
丸善　名古屋本店
TSUTAYA　バロー戸田店

一宮市 宮脇書店　尾西店
春日井市 TSUTAYA　春日井店
瀬戸市 TSUTAYA　瀬戸店
豊橋市 精文館書店　豊橋本店

滋賀県 大津市
草津市

大垣書店　フォレオ大津ー里山店
喜久屋書店　草津店

京都府 京都市 アバンティブックセンター　京都店
大垣書店　イオンモールKYOTO店

大阪府 大阪市 喜久屋書店　阿倍野店
紀伊國屋書店　梅田本店

茨木市
MARUZEN &ジュンク堂書店　梅田店
ハイパーブックス茨木店

守口市 未来屋書店　イオン大日店
兵庫県 神戸市

洲本市

ジュンク堂書店　三宮店
喜久屋書店　須磨パティオ店
喜久屋書店　神戸学園都市店
宮脇書店　洲本店

奈良県 生駒市
大和郡山市

啓林堂書店　生駒店
喜久屋書店　大和郡山店

和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAYガーデンパーク和歌山店
鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成店

倉吉市
米子市

今井書店　湖山店
今井書店　パープルタウン店
今井書店　錦町店
本の学校　今井ブックセンター

島根県 松江市 今井書店　グループセンター店

出雲市
今井書店　学園通り店
今井書店　出雲店

岡山県 岡山市 

倉敷市

啓文社　岡山本店
宮脇書店　岡山本店
喜久屋書店　倉敷店

広島県 広島市 紀伊國屋書店　広島店
紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

廿日市市
東広島市

フタバ図書　MEGA中筋店
紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店
啓文社　西条店

福山市 啓文社　ポートプラザ店
啓文社　コア福山西店

安芸郡 フタバ図書　TERA広島府中店
山口県 山口市 明屋書店　MEGA大内店

山陽小野田市 明屋書店　厚狭店
下関市 くまざわ書店　下関店

明屋書店　MEGA新下関店
香川県 高松市 宮脇書店　本店

宮脇書店　総本店（M.C.S.）
宮脇書店　南本店
ジュンク堂書店　高松店

徳島県 徳島市 附家書店　国府店
高知県 高知市 金高堂　朝倉ブックセンター
愛媛県 松山市

今治市

ジュンク堂書店　松山店
明屋書店　空港通店
新丸三書店　本店
明屋書店　喜田村店
宮脇書店　今治本店

伊予郡 明屋書店　松前店
大洲市 明屋書店　大洲店
西条市 明屋書店　西条福武店

明屋書店　西条本店
明屋書店　東予店

四国中央市 明屋書店　川之江店
新居浜市 明屋書店　MEGA西の土居店

宮脇書店　新居浜本店
北宇和郡 明屋書店　広見店

福岡県 福岡市 丸善　博多店
ジュンク堂書店　福岡店

北九州市 ブックセンタークエスト小倉本店
喜久屋書店　小倉店

久留米市 BOOKSあんとく　みずま店
紀伊國屋書店　久留米店

筑紫野市 蔦屋書店　イオンモール筑紫野
佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店　佐賀店
長崎県 長崎市 紀伊國屋書店　長崎店
熊本県 熊本市 蔦屋書店　熊本三年坂

宇城市 蔦屋書店　小川町
宮崎県 宮崎市

都城市
蔦屋書店　宮崎高千穂通り
田中書店　イオンモール都城駅前店

鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店　鹿児島店
ジュンク堂書店　鹿児島店
ブックスミスミオプシア
クッキー明屋書店　川内店

鹿屋市 くまざわ書店　鹿屋店
沖縄県 那覇市

宜野湾市
ジュンク堂書店　那覇店
宮脇書店　大山店

レクリエは全国の書店でお求めいただけます。下記の書店で常時バックナンバーを
販売しております。（2022年 9月13日現在）バックナンバー 販売店

バックナンバーのご案内

2022　9・10月 お月見、秋の実り、敬老の日 手・指をしっかり動かすゲームレク 転倒予防のための
いすストレッチ

2022　7・8月 夏祭り、七夕、夏の花 ゲームレクで上肢を鍛えて着脱を楽に！ 正しくできていますか？
服薬介助

2022　5・6月 初夏に咲く花、
こいのぼり、梅雨 レクリエーションで脳を活性化！ 不適切ケア

2022　3・4月 おひなさま、桜、こいのぼり ゲームレクで下肢を強く！ 介護職のための
アンガーマネジメント

2022　1・2月 新春、冬に咲く花、節分 認知症の人と一緒にできる
レクリエーション

早期退職をさせない
新人指導の心得

2021　11・12月 紅葉、クリスマス、お正月 手・指の動きを滑らかにする
レクリエーション

ヒヤリ・ハット報告書を活用して
介護事故を防ぐ！

おもな季節の壁面・制作 レクリエーション特集 特集で学べる介護情報


