
 

 

 

 

 

 

 

 

 日本製紙連合会は、「紙」についての理解促進を目的とした「ペーパー君のつ・ぶ・や・き活動」

の一環として、8 月 1 日よりブックチェーン「アシーネ」において、紙についてのコラムを掲載

したオリジナルの「ブックカバー」と「しおり」を配布します。 

 

 

 

●配布場所：全国のアシーネ店舗 （別紙参照） 

●配布時期：2012年 8月 1日～2013年 1月 31日 （6ヶ月間） 

●配布部数：ブックカバー  70万部 

●配布部数：しおり     40万部 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の中で身近に接する様々な「紙」にオリジナルキャラクターの「つぶやきペーパー君」が

登場し、紙の作り方や使われ方、紙と環境の関係など、紙の理解を促進するメッセージをわかりやす

い言葉で紹介します。 

これまでにも、書店チェーンでブックカバーやしおりの配布、2月には渋谷において、イベント「バ

レンタインデーは、手紙を書こう in 渋谷パルコ」ならびに「その気持ち、紙に書いて伝えよう～ラブ

レターコンテスト～」などの活動を行っています。 

                 

本件に関するお問い合わせ 

                                   日本製紙連合会 総務・広報部 （TEL 03-3248-4801） 

2012 年 8月 1日 

日本製紙連合会 

「ペーパー君のブックカバー・しおりを配布」 

ブックチェーン「アシーネ」で 8 月 1 日より配布開始 

ペーパー君のつ・ぶ・や・き活動 

[概 要] 



（別　紙）

アシ―ネ
書店名 店舗名 〒 住　所

1 株式会社アシーネ 麻生店 〒001-0039 北海道札幌市北区北39条西4-1-5ﾀﾞｲｴｰ麻生店４Ｆ
2 株式会社アシーネ 東札幌店 〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌3条-2-1ﾀﾞｲｴｰ東札幌店２Ｆ
3 株式会社アシーネ 栄町店 〒007-0842 北海道札幌市東区北42条東16丁目ﾀﾞｲｴｰ栄町店１Ｆ
4 株式会社アシーネ 上磯店 〒049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1ﾀﾞｲｴｰ上磯店１Ｆ
5 株式会社アシーネ 琴似店 〒063-0812 北海道札幌市西区琴似2条4-2-2ﾀﾞｲｴｰ琴似店３Ｆ
6 株式会社アシーネ 岩見沢店 〒068-0029 北海道岩見沢市9条西20丁目1ﾀﾞｲｴｰ岩見沢店２Ｆ
7 株式会社アシーネ 滝川店 〒073-0024 北海道滝川市東町2-25-3ﾀﾞｲｴｰ滝川店１Ｆ
8 株式会社アシーネ 八戸店 〒031-0042 青森県八戸市十三日町13三春屋５Ｆ
9 株式会社アシーネ 仙台店(新店予定) 〒 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-6
10 株式会社アシーネ 赤羽北本通り店 〒115-0043 東京都北区神谷3-12-1ﾀﾞｲｴｰ赤羽北本通り店３Ｆ
11 株式会社アシーネ 大島店 〒136-0072 東京都江東区大島4-6-1ﾀﾞｲｴｰ大島店４Ｆ
12 株式会社アシーネ 品川八潮店 〒140-0003 東京都品川区八潮５丁目５−３ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ品川八潮店２F
13 株式会社アシーネ 碑文谷店 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷4-1-1ﾀﾞｲｴｰ碑文谷店７Ｆ
14 株式会社アシーネ 成増店 〒175-0094 東京都板橋区成増2-21-2ﾀﾞｲｴｰ成増店３Ｆ
15 株式会社アシーネ 練馬店 〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1ﾀﾞｲｴｰ練馬店４Ｆ
16 株式会社アシーネ 小平店 〒187-0031 東京都小平市小川東町2-12-1ﾀﾞｲｴｰ小平店２Ｆ
17 株式会社アシーネ 武蔵村山店 〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-31-1ﾀﾞｲｴｰ武蔵村山店２Ｆ
18 株式会社アシーネ 鴨居店 〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居1-6-1ﾀﾞｲｴｰ鴨居店４Ｆ
19 株式会社アシーネ 十日市場店 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町818-2ﾀﾞｲｴｰ十日市場店３Ｆ
20 株式会社アシーネ 相模原店 〒229-0031 神奈川県相模原市相模原3-9-21ﾀﾞｲｴｰ相模原店５Ｆ
21 株式会社アシーネ 港南台店 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2ﾀﾞｲｴｰ港南台店３Ｆ
22 株式会社アシーネ 金沢八景店 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1ﾀﾞｲｴｰ金沢八景店３Ｆ
23 株式会社アシーネ 東戸塚店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1ﾀﾞｲｴｰ東戸塚店３Ｆ
24 株式会社アシーネ 三ツ境店 〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境7-1ﾀﾞｲｴｰ三ツ境店２Ｆ
25 株式会社アシーネ 阿久和店 〒246-0026 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4-3-10ﾀﾞｲｴｰ阿久和店４Ｆ
26 株式会社アシーネ 綾瀬店 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上2-1-1ﾀﾞｲｴｰ綾瀬店３Ｆ
27 株式会社アシーネ 平塚店 〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町9-11ﾀﾞｲｴｰ平塚店３Ｆ
28 株式会社アシーネ 伊勢原店 〒259-1147 神奈川県伊勢原市白根630-1ﾀﾞｲｴｰ伊勢原店３Ｆ
29 株式会社アシーネ 千葉長沼店 〒263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ専門店２Ｆ
30 株式会社アシーネ 新松戸店 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸3-2-2ﾀﾞｲｴｰ新松戸店４Ｆ
31 株式会社アシーネ 五香店 〒270-2213 千葉県松戸市五香8-44-6ｵｳﾙ五香店２Ｆ
32 株式会社アシーネ 市川ｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ店 〒272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1ﾀﾞｲｴｰ市川ｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ店４Ｆ
33 株式会社アシーネ 南行徳店 〒272-0138 千葉県市川市南行徳2-20-25ﾀﾞｲｴｰ南行徳店２Ｆ
34 株式会社アシーネ 新浦安店 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1ﾀﾞｲｴｰ新浦安店３Ｆ
35 株式会社アシーネ 君津店 〒299-1151 千葉県君津市中野5-17-1ﾀﾞｲｴｰ君津店３Ｆ
36 株式会社アシーネ 川口店 〒332-0012 埼玉県川口市本町2-7-25ﾐｴﾙかわぐち店2F
37 株式会社アシーネ 西浦和店 〒336-0837 埼玉県さいたま市桜区田島5-18-15ﾀﾞｲｴｰ西浦和店３Ｆ
38 株式会社アシーネ 東大宮店 〒337-0002 埼玉県さいたま市見沼区春野2-8ﾊﾟﾄﾘｱ東大宮店３Ｆ
39 株式会社アシーネ 志木店 〒353-0004 埼玉県志木市本町5-17-1ﾀﾞｲｴｰ志木店４Ｆ
40 株式会社アシーネ 三芳店 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保305-1ﾀﾞｲｴｰ三芳店３Ｆ
41 株式会社アシーネ 所沢店 〒359-1116 埼玉県所沢市東町5-22ﾀﾞｲｴｰ所沢店７Ｆ
42 株式会社アシーネ 北本店 〒364-0031 埼玉県北本市中央4-63ﾀﾞｲｴｰ北本店１Ｆ
43 株式会社アシーネ 大月店 〒401-0012 山梨県大月市御太刀1-13-29ﾀﾞｲｴｰ大月店３Ｆ
44 株式会社アシーネ 熱海店 〒413-0021 静岡県熱海市清水町21-1ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ熱海店４Ｆ
45 株式会社アシーネ 金山店 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-11-17　ﾀﾞｲｴｰ金山店４Ｆ
46 株式会社アシーネ 上飯田店 〒462-0864 愛知県名古屋市北区織部町１ﾀﾞｲｴｰ上飯田店２F
47 株式会社アシーネ 名古屋東店 〒465-0008 愛知県名古屋市名東区猪子石原2-1701ﾀﾞｲｴｰ名古屋東店２Ｆ
48 株式会社アシーネ ﾒｲﾄﾋﾟｱ店 〒465-0081 愛知県名古屋市名東区高間町501-1　　　ﾀﾞｲｴｰﾒｲﾄﾋﾟｱ店２Ｆ
49 株式会社アシーネ 京橋店 〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-3-51ﾀﾞｲｴｰ京橋店１Ｆ
50 株式会社アシーネ 長吉店 〒547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10ﾀﾞｲｴｰ長吉店４Ｆ
51 株式会社アシーネ 池田駅前店 〒563-0041 大阪府池田市満寿美町2-2ﾀﾞｲｴｰ池田駅前店東館３Ｆ
52 株式会社アシーネ 吹田店 〒564-0027 大阪府吹田市朝日町2-101　　　　　　ﾀﾞｲｴｰ吹田店４Ｆ
53 株式会社アシーネ 江坂店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-6  江坂山口ﾋﾞﾙ１Ｆ
54 株式会社アシーネ 古川橋駅前店 〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2ﾀﾞｲｴｰ古川橋駅前店３Ｆ
55 株式会社アシーネ 八尾店 〒581-0083 大阪府八尾市永畑町3-1-30ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ八尾店１Ｆ
56 株式会社アシーネ おおとり店 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町7-733おおとりｳｨﾝｸﾞｽ店２Ｆ
57 株式会社アシーネ 光明池店 〒594-1101 大阪府和泉市室堂町841-1ﾀﾞｲｴｰ光明池店３Ｆ
58 株式会社アシーネ 北野田店 〒599-8122 大阪府堺市東区丈六183-18ﾀﾞｲｴｰ北野田店２Ｆ
59 株式会社アシーネ 桂南店 〒601-8212 京都府京都市南区久世上久世町485ﾀﾞｲｴｰ桂南店２Ｆ
60 株式会社アシーネ 藤森店 〒612-0025 京都府京都市伏見区深草キトロ町82ﾀﾞｲｴｰ藤森店２Ｆ
61 株式会社アシーネ 北大和店 〒630-0121 奈良県生駒市北大和1-23　　　　　ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ北大和店１Ｆ
62 株式会社アシーネ 富雄店 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2-6-1　　　ﾀﾞｲｴｰ富雄店２Ｆ
63 株式会社アシーネ 和歌山店 〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1ﾀﾞｲｴｰ和歌山店１Ｆ
64 株式会社アシーネ 田辺店 〒646-0026 和歌山県田辺市宝来町24-26ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ田辺店１Ｆ
65 株式会社アシーネ 新神戸店 〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1-3　　　　　　　新神戸ｵﾘｴﾝﾀﾙｱﾍﾞﾆｭｰＢ３Ｆ　
66 株式会社アシーネ 湊川店 〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2-18-20ﾀﾞｲｴｰ湊川店４Ｆ
67 株式会社アシーネ 板宿店 〒654-0011 兵庫県神戸市須磨区前池町3-4-1ﾀﾞｲｴｰ板宿店４Ｆ
68 株式会社アシーネ 小束山店 〒655-0003 兵庫県神戸市垂水区小束山本町3-1-2ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸｸﾞﾙﾒｼﾃｨ小束山１Ｆ
69 株式会社アシーネ 舞子店 〒655-0046 兵庫県神戸市垂水区舞子台6-20-17ﾀﾞｲｴｰ舞子店２Ｆ
70 株式会社アシーネ 甲南店 〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-7-18ﾀﾞｲｴｰ甲南店２F
71 株式会社アシーネ 芦屋浜店 〒659-0033 兵庫県芦屋市高浜町6-1　　　  ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ芦屋浜店３Ｆ
72 株式会社アシーネ 塚口店(新店予定) 〒 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-3 
73 株式会社アシーネ 西宮店 〒663-8014 兵庫県西宮市林田町2-24　　　　　ﾀﾞｲｴｰ西宮店２Ｆ
74 株式会社アシーネ 甲子園店 〒663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3　　　　　ﾀﾞｲｴｰ甲子園店Ｂ１Ｆ
75 株式会社アシーネ 宝塚中山店 〒665-0867 兵庫県宝塚市売布東ノ町21-22ﾀﾞｲｴｰ宝塚中山店２Ｆ
76 株式会社アシーネ 川西店 〒666-0124 兵庫県川西市多田桜木町1-1-1ﾀﾞｲｴｰ川西店４Ｆ



（別　紙）

77 株式会社アシーネ 城野店 〒802-0801 福岡県北九州市小倉南区富士見1-4-1ﾀﾞｲｴｰ城野店３Ｆ
78 株式会社アシーネ 水巻店 〒807-0002 福岡県遠賀郡水巻町樋口3-10ﾀﾞｲｴｰ水巻店１Ｆ
79 株式会社アシーネ 中間店 〒809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾓｰﾙなかまﾓｰﾙ館２Ｆ
80 株式会社アシーネ 笹丘店 〒810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74ﾀﾞｲｴｰ笹丘店Ｂ１Ｆ
81 株式会社アシーネ 下大利店 〒816-0952 福岡県大野城市下大利1-21-1ﾀﾞｲｴｰ下大利店２Ｆ
82 株式会社アシーネ 二日市店 〒818-0051 福岡県筑紫野市二日市北2-2-1ﾀﾞｲｴｰ二日市店２Ｆ
83 株式会社アシーネ ﾏﾘﾅﾀｳﾝ店 〒819-0014 福岡県福岡市西区豊浜3-1-5ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾓｰﾙﾏﾘﾅﾀｳﾝ店２Ｆ
84 株式会社アシーネ 福重店 〒819-0041 福岡県福岡市西区拾六町1-7-1ﾀﾞｲｴｰ福重店３Ｆ
85 株式会社アシーネ 銅座店 〒850-0841 長崎県長崎市銅座町3-8ﾀﾞｲｴｰ銅座店４Ｆ
86 株式会社アシーネ 島原店 〒855-0802 長崎県島原市弁天町1-7080-1ﾀﾞｲｴｰ島原店３Ｆ
87 株式会社アシーネ 熊本店 〒862-0971 熊本県熊本市大江4-2-1ﾀﾞｲｴｰ熊本店２Ｆ
88 株式会社アシーネ 日田店 〒877-0024 大分県日田市南元町14-22ダイエー日田店２Ｆ
89 株式会社アシーネ 鹿児島中央店 〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町10ﾀﾞｲｴｰ鹿児島中央店４Ｆ
90 株式会社アシーネ 鹿児島店 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-26-30ﾀﾞｲｴｰ鹿児島店2F
91 株式会社アシーネ 鹿児島谷山店 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄5-10-51ﾀﾞｲｴｰ鹿児島谷山店２Ｆ
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