
※　各店舗とも売切れ次第販売終了となります

都道府県 市町村 書店名

北海道 函館市　　　 文教堂桔梗店

北海道 小樽市　　　 紀伊國屋小樽店

北海道 札幌市　　　 文教堂北４９条店

北海道 札幌市　　　 紀伊國屋厚別店

北海道 札幌市　　　 くまざわ書店アリオ札幌店

北海道 千歳市　　　 文教堂千歳店

北海道 札幌市　　　 文教堂札幌すすきの店

北海道 札幌市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー福住店

北海道 恵庭市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー恵庭店

北海道 札幌市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯田店

北海道 札幌市　　　 紀伊國屋書店オーロラタウン店

北海道 札幌市　　　 札幌弘栄堂書店北郷店

北海道 北広島市　　 札幌弘栄堂書店北広島店

北海道 札幌市　　　 文教堂宮の森店

北海道 札幌市　　　 文教堂新道店

北海道 札幌市　　　 文教堂琴似駅前店

北海道 札幌市　　　 文教堂平岸店

北海道 札幌市　　　 ふきのとう書房平岸店

北海道 中標津町　　 くまざわ書店中標津店

北海道 釧路市　　　 ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　イオン店

北海道 帯広市　　　 帯広喜久屋書店／ザ・本屋さん

北海道 札幌市　　　 ゲオ札幌手稲店

北海道 千歳市　　　 ゲオ千歳駅前店

北海道 稚内市　　　 ゲオ稚内店

北海道 富良野市　　 ゲオ富良野店

北海道 旭川市　　　 ゲオ旭川大町店

北海道 旭川市　　　 ゲオ旭川神楽店

北海道 室蘭市　　　 ゲオ室蘭東町店

北海道 北見市　　　 ゲオ北見南大通店

北海道 釧路市　　　 ゲオ釧路星が浦店

北海道 中標津町　　 ゲオ中標津店

北海道 北広島市　　 ゲオ北広島店

北海道 網走市　　　 ゲオ網走店

北海道 函館市　　　 ゲオ函館鍛冶店

北海道 紋別市　　　 ゲオ紋別店

北海道 小樽市　　　 喜久屋書店小樽店

北海道 滝川市　　　 アシーネ滝川店

北海道 札幌市　　　 喜久屋書店ＢＯＯＫＪＡＭ川下店

北海道 千歳市　　　 喜久屋書店ＢＯＯＫＪＡＭすみよし店

宮城県 塩竈市　　　 メディアラインみやぎ生協塩釜杉の入店

宮城県 塩釜市　　　 嶋屋書店

宮城県 加美町　　　 中文

宮城県 大崎市　　　 ブックスなにわ古川店

宮城県 登米市　　　 中江ブックセンター

宮城県 仙台市　　　 よしのや仙台愛子店

宮城県 仙台市　　　 協裕堂ブックセンター

宮城県 仙台市　　　 塩川書店五橋店

宮城県 気仙沼市　　 宮脇書店気仙沼本郷店

宮城県 仙台市　　　 ブックスなにわ仙台泉店

宮城県 仙台市　　　 喜久屋書店仙台店

青森県 青森市　　　 ブックスモア　ベイブリッジ店

青森県 五所川原市　 くまざわ書店五所川原店

青森県 青森市　　　 本のよしのや　ラ・セラ東バイパス店

青森県 黒石市　　　 ブックスモア　黒石店

青森県 八戸市　　　 伊吉書院西店

河出書房新社　アウトレットセール　開催書店
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青森県 八戸市　　　 伊吉書院類家店

青森県 八戸市　　　 株式会社金入番町店

青森県 おいらせ町　 カネイリ下田店

青森県 八戸市　　　 くまざわ書店八戸店

青森県 八戸市　　　 伊吉書院旭ヶ丘店

岩手県 宮古市　　　 小成書籍部

岩手県 宮古市　　　 ＢＯＯＫＳこなり

岩手県 久慈市　　　 一誠堂

岩手県 洋野町　　　 工藤書店

岩手県 大槌町　　　 一頁堂書店

岩手県 一関市　　　 小原書店

岩手県 大船渡市　　 ブックポートネギシ猪川店

岩手県 奥州市　　　 松田書店大鐘店

岩手県 奥州市　　　 松田書店北田店

岩手県 奥州市　　　 松田書店

岩手県 金ヶ崎町　　 松田書店金ヶ崎店

岩手県 北上市　　　 東山堂北上店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂三ッ割店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂

岩手県 盛岡市　　　 東山堂川徳店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂都南店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂イオンモ－ル盛岡南店

岩手県 花巻市　　　 ＢＯＯＫＳ銀河

岩手県 二戸市　　　 アイックス

岩手県 久慈市　　　 宮脇書店久慈店

福島県 棚倉町　　　 マスホン棚倉店

福島県 南相馬市　　 おおうち書店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房イオンいわき店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房ヨーカドー店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房エブリア店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房本店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房泉店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房湯本店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房ラトブ店

福島県 郡山市　　　 コオリヤマ書店西ノ内店

福島県 三春町　　　 カネサン書店岩田店

福島県 田村市　　　 ＢＯＯＫＳパレット

福島県 会津若松市　 くまざわ書店会津若松店

福島県 会津若松市　 ＢＯＯＫＳ　フジ

福島県 会津若松市　 岩瀬書店会津若松駅前店

福島県 須賀川市　　 コオリヤマ書店須賀川西店

福島県 須賀川市　　 くまざわ書店須賀川店

福島県 会津若松市　 ブックスなにわ会津若松本店

福島県 大玉村　　　 宮脇書店大玉店

福島県 二本松市　　 ベイシア安達店

福島県 二本松市　　 若松屋書店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店ヨークベニマル福島西店

福島県 郡山市　　　 岩瀬書店富久山店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店福島駅西口店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店中合店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店鎌田店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店八木田店

福島県 福島市　　　 宮脇書店ヨークタウン野田店

福島県 福島市　　　 いけだ書店福島店

山形県 南陽市　　　 さんわプラザ店

山形県 南陽市　　　 ＢＳさんわ

山形県 長井市　　　 ＢＯＯＫＬＡＮＤ・みうらや

山形県 小国町　　　 ＢＯＯＫＳビオス
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山形県 山形市　　　 船山書店

山形県 山形市　　　 恵陽堂書店

山形県 山形市　　　 宮脇書店ヨークタウン成沢店

山形県 中山町　　　 株式会社内藤

山形県 山辺町　　　 おあしす

山形県 鶴岡市　　　 ブックスパル

山形県 鶴岡市　　　 ＢＯＯＫＳ　ＩＺＭＯ店

山形県 酒田市　　　 宮脇書店清水屋店

山形県 山形市　　　 こまつ書店寿町本店

山形県 山形市　　　 こまつ書店西田店

山形県 山形市　　　 こまつ書店桜田店

山形県 山形市　　　 こまつ書店鈴川店

山形県 米沢市　　　 こまつ書店堀川町店

山形県 東根市　　　 こまつ書店東根店

山形県 天童市　　　 宮脇書店天童店

山形県 鶴岡市　　　 くまざわ書店鶴岡店

秋田県 横手市　　　 金喜書店

秋田県 仙北市　　　 ブックイン・１０５

秋田県 秋田市　　　 加賀谷書店茨島店

秋田県 秋田市　　　 ひらのや書店

秋田県 男鹿　　　　 ブックスなまはげ

秋田県 北秋田市　　 ブックスアルファ鷹巣ＳＣ店

秋田県 北秋田市　　 ブックスモア鷹巣店

秋田県 大館市　　　 ＢＯＯＫＳ・アルファ

秋田県 能代市　　　 ＢＯＯＫｓアルファ能代Ｓ・Ｃ店

秋田県 鹿角市　　　 ＢＯＯＫＳアルファ鹿角店
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