
※　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

北陸 新潟 糸魚川市　　 Ｂ・Ｓサカイ東寺町店
北陸 新潟 新潟市　　　 くまざわ書店新潟デッキィ店
北陸 新潟 長岡市　　　 くまざわ書店長岡店
北陸 新潟 上越市　　　 くまざわ書店上越店
北陸 富山 魚津市　　　 文苑堂書店魚津サンプラザ店
北陸 富山 富山市　　　 明文堂新庄経堂店
北陸 富山 高岡市　　　 文苑堂書店清水町店
北陸 富山 富山市　　　 文苑堂書店藤の木店
北陸 富山 富山市　　　 文苑堂本郷店
北陸 富山 富山市　　　 明文堂書店富山有沢橋店
北陸 富山 富山市　　　 明文堂書店富山掛尾店
北陸 富山 高岡市　　　 文苑堂戸出店
北陸 富山 高岡市　　　 文苑堂書店新野村店
北陸 富山 高岡市　　　 文苑堂書店福田本店
北陸 富山 氷見市　　　 明文堂書店氷見店
北陸 富山 富山市　　　 文苑堂書店富山豊田店
北陸 富山 高岡市　　　 喜久屋書店高岡店
北陸 富山 射水市　　　 文苑堂書店小杉店
北陸 富山 富山市　　　 紀伊國屋書店富山店
北陸 石川 白山市　　　 北国書林松任店
北陸 石川 白山市　　　 北国書林アピタ店
北陸 石川 能美市　　　 北国書林辰口店
北陸 石川 金沢市　　　 北国書林アルプラザ店
北陸 石川 中能登町　　 きくざわ書店鹿島店
北陸 石川 七尾市　　　 きくざわ書店ナッピィモール店
北陸 石川 七尾市　　　 きくざわ書店パトリア店
北陸 石川 金沢市　　　 ＫａＢｏＳ大桑店
北陸 石川 野々市市　　 明文堂書店金沢野々市店
北陸 石川 金沢市　　　 金沢ビーンズ明文堂
北陸 石川 小松市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ
北陸 石川 金沢市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ上荒屋店
北陸 石川 金沢市　　　 勝木書店金沢泉野店
北陸 石川 輪島市　　　 北国書林輪島店
北陸 石川 七尾市　　　 明文堂書店能登七尾店
北陸 石川 能美市　　　 ブックメイト　とくひさ
北陸 石川 金沢市　　　 ブックスふかざわ
北陸 石川 金沢市　　　 うつのみや小立野店
北陸 石川 野々市市　　 うつのみや上林店
北陸 福井 敦賀市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店
北陸 福井 敦賀市　　　 ＫａＢｏＳ敦賀アピタ店
北陸 福井 越前市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ武生店
北陸 福井 鯖江市　　　 ＳｕｐｅｒＫａｂｏＳ鯖江店
北陸 福井 坂井市　　　 ＫａＢｏｓ三国店
北陸 福井 小浜市　　　 三洋堂書店小浜店
北陸 福井 福井市　　　 勝木書店新二の宮店
北陸 福井 福井市　　　 ＫａＢｏＳＷａｉＰｌａｚａ店
北陸 福井 福井市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳＷＡＳＳＥ店
北陸 福井 福井市　　　 勝木書店
北陸 福井 福井市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店
北陸 福井 坂井市　　　 ＫａＢｏｓ丸岡店
北陸 福井 勝山市　　　 ＫａＢｏＳ勝山店
北陸 福井 大野市　　　 勝木書店大野店
北陸 福井 福井市　　　 ＫａＢｏＳベル店
甲信越 山梨 富士河口湖町卓示書店河口湖ＢＥＬＬ店

　武将ベアブリック　取り扱い書店
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甲信越 山梨 中央市　　　 柳正堂書店オギノリバーシティ店
甲信越 山梨 甲府市　　　 柳正堂書店オギノバリオ店
甲信越 山梨 甲州市　　　 天真堂書店　塩山店
甲信越 長野 岡谷市　　　 笠原書店
甲信越 長野 岡谷市　　　 笠原書店今井店
甲信越 長野 塩尻市　　　 丸文ウィングロード店
甲信越 長野 山形村　　　 興文堂ｉＣＩＴＹ
甲信越 長野 佐久市　　　 西澤書店
甲信越 長野 岡谷市　　　 笠原書店レイクウォ－ク店
甲信越 長野 長野市　　　 朝陽館
甲信越 長野 長野市　　　 書店すぐじ
甲信越 長野 上田市　　　 西沢書店
甲信越 長野 坂城町　　　 王様屋坂城店
甲信越 長野 木曽町　　　 ブックガーデンＹＡＭＡＪＩ
甲信越 長野 松本市　　　 いけだ書店南松本店
甲信越 長野 駒ヶ根市　　 三洋堂書店駒ヶ根店
甲信越 長野 安曇野市　　 宮脇書店安曇野店
甲信越 長野 長野市　　　 平安堂新長野店
甲信越 長野 伊那市　　　 平安堂伊那店
甲信越 長野 長野市　　　 平安堂東和田店

2/2


