
あ アートデイズ か カノア し CCCメディアハウス ち 筑摩書房

アーニ出版 かまくら春秋社 ジーシー チャールズ・イー・タトル出版

赤々舎 かもがわ出版 ジー・ビー（GB） チャイルド社

明石書店 カワイ出版 JTBパブリッシング チャイルド本社

赤ちゃんとママ社 河出書房新社 視覚デザイン研究所 中央公論新社

あかつき教育図書 カンゼン 時事通信出版局 鳥影社

あかね書房 き キーステージ21 自然食通信社 汐文社

亜紀書房 技術評論社 七月堂 て 帝国書院

朝日学生新聞社 木城えほんの郷 実業之日本社 ディスカバー・トゥエンティワン

朝日出版社 きじとら出版 柴田書店 出窓社

朝日新聞出版 キッズメイト ジャパンマシニスト社 てらいんく

旭屋出版 吉備人出版 集英社（児童書のみ仕入可） と TOY Publishing

アスク・ミュージック　　 求龍堂 自由国民社 トゥーヴァージンズ

アスコム 教育画劇 地湧社 東京子ども図書館

あすなろ書房 共同通信社 １７出版 東京新聞出版部

アトリエニキティキ（書籍） 木楽舎 集文社 東京堂出版

アノニマ・スタジオ 銀の鈴社 出版文化産業振興財団 東京ブックランド(洋書）

アリス館 金の星社 出版ワークス 同朋舎

アルバムえほん く クオン 主婦と生活社 東洋館出版社

い イースト・プレス くもん出版 主婦の友社 東洋経済新報社

いかだ社 暮しの手帖社(雑誌不扱い） ジュラ出版局 童話屋

池田書店 グラフィック社 樹立社 童心社

イザラ書房 グランまま社 春秋社 童話館出版

140B green seed books 旬報社 徳間書店

一声社 クレヴィス　 翔泳社 戸田デザイン研究室

今人舎 クレヨンハウス　 小学館 ※下記参照 トップスタジオ

イマジネイションプラス 群羊社 少年写真新聞社 な ナツメ社

いろは出版 け 慶応義塾大学出版会 昭文社 に ニーハイメディア・ジャパン

岩崎書店 芸術新聞社 晶文社 西日本出版社

岩波書店 現代企画室 書肆侃侃房 西日本新聞社

う WAVE出版 現代書林 女子パウロ会 西村書店

潮出版 幻冬舎 新教出版社 ニジノ絵本屋

海と月社 こ 好学社 神宮館 日経ナショナルジオグラフィック社

烏有苑（エクスプランテ） 皓星社 新星出版社 日経ＢＰマーケティング(雑誌不扱い）

芸艸堂（ウンソウドウ） 佼成出版社 新日本出版社 日東書院本社

え NHK出版 講談社（コミック不扱い） 信陽堂 日本ヴォーグ社

NPO読書サポート 交通新聞社 す スイッチパブリッシング 日本経済新聞社（日経BP社で登録）

エイアールディー 合同出版 瑞雲舎 日本実業出版社

英治出版 コールサック社 鈴木出版 日本標準

エイチアンドエスカンパニー 古今社 すばる舎 日本文芸社

エクスナレッジ 国書刊行会 せ 青弓社 ね 猫の言葉社

SBクリエイティブ 国土社 青幻舎 ネコノス

絵本館 こぐま社 青春出版社 の 農山漁村文化協会

絵本塾出版 コクヨＳ＆Ｔ 西東社 のら書店

絵本の家（洋書） コトノネ生活（はたらくよろこび） 誠文堂新光社 は パイインターナショナル

えほんの杜 子どもの未来社 世界文化社 博雅堂出版

エム・エム・ブックス ゴブリン書房 世界思想社教学社 白泉社（コミック不扱い）

エンブックス ゴマブックス 夕書房 パタゴニア・インターナショナル・インク

お 大泉書店 小峰書店 そ そうえん社 ハッピーオウル社

オークラ出版 さ 彩図社 創元社 パルコ

大空出版 彩流社 草思社 ひ ぴあ

大月書店 さ・え・ら書房 創森社 PHP研究所

おむすび舎 作品社 た 橙書店 ビー・エヌ・エヌ

オレンジページ　 朔北社 大日本絵画 ＢＬ出版

か 偕成社 サニーサイド 大日本図書 ひかりのくに

ガイアブックス サンクチュアリ出版 太陽出版 ひさかたチャイルド

化学同人 三恵社 大和書房 美術出版社

架空社 三才ブックス 宝島社(雑誌不扱い） ひだまり舎

岳陽舎 産業編集センター 辰巳出版 ひとなる書房

学陽書房 サンマーク出版 田畑書店 百年舎

仮説社 303BOOKS 玉川大学出版部 百万年書房

Gakken サンリード 太郎次郎社エディタス 評論社

KADOKAWA 三輪舎 ち 小さい書房 ビリケン出版
※小学館：雑誌・辞典・文庫・新書・コミック・ライトノベル・まんが文庫は不扱い

仕入先一覧
［出版社］



[本] 以外

ふ 風濤社 ゆ ゆまに書房 絵本グッズ・ステーショナリー

風土社 よ 横浜アニメーションラボ アップス

風鳴舎 よはく舎 奥野かるた店

福音館書店（雑誌こどものとも、かがくのとも不扱い） ら ライチブックス オノ・グラフィックス

ふげん社 ライツ社 学研ステイフル

冨山房 ラボ教育センター 紙　和匠

冨山房インターナショナル らんか社 グリーティングライフ

婦人之友社 り リーブル ケイエス販売

扶桑社 六耀社 コンセル

復刊ドットコム リトルモア ジオストラ

ブックマン 理論社 hact

ブックスタート れ 歴史春秋出版社 マークス

ブティック社 ろ ロクリン社 みにさん・田中優子事務所

プラス通信社 わ ワールドライブラリー ユーリアンドデザイン

ブルーシープ パネルシアター

古館プロジェクト アイ企画

フレーベル館（キンダーブック不扱い） 人形/パペット

ブロンズ新社 パペットワールド

文化出版局  販売部 吉徳

文響社 木製品（玩具、家具他）

文溪堂 オーク・ヴィレッジ

文研出版 木遊舎

文遊社（絵本・画集・写真集のみ） 楽器・玩具

へ 平凡社 アクティブ

ベターホーム協会 おもちゃ箱

ペンギン社 河合楽器

ベースボールマガジン社 セキグチ

ベレ出版 ナカノ

ほ 保育社 マニュモビールズ

方丈社 クラフト

ポット出版・ポット出版プラス 集文社

ポトス出版 ポスター

ポプラ社（図書館用企画商品 不扱い） キウイラボ

ほぼ日 五味太郎デザイン・グッズ

ポリフォニープレス オフィス・シード

ほるぷ出版 地球儀

本作り空Sola 昭和カートン

ほんの木 ＣＤ/ＤＶＤ

本の種出版 アスクミュージック

ま マール社 オフィスＮＯＢＯ

マイクロマガジン社 音楽センター

マイナビ出版 キングレコード

毎日新聞出版 シンコーミュージック

マイルスタッフ ソングレコード

マガジンハウス 日本コロムビア

ま 牧野出版 ノーベルセルポエム

み 三起商行 ポニーキャニオン

ミシマ社 そろばん・教材キット

みすず書房 アーテック

光村教育図書 ダイイチ

光村図書出版 てぬぐい（絵本作家デザイン）

港の人 こどもとあゆむネットワーク

ミネルヴァ書房 手作りキット

みらいパブリッシング サンフェルト

mille books(ミルブックス） カレンダー

め 明治書院 応援カレンダープロジェクト

めくるむ シーガル

芽ばえ社 トーダン

も 木星社 オーガニック・コットン製品

や 山と渓谷社 アバンティ

や組 子ども食器

ゆ ゆいぽおと ニッコー

悠書館 ＊出版社：330社　＊その他：46社

ゆぎ書房 2023年5月現在

［出版社］
仕入先一覧


