
※　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

関東 茨城 つくば市　　 オ－クスブックセンタ－つくばアッセ店
関東 茨城 取手市　　　 くまざわ書店取手店
関東 茨城 つくば市　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店
関東 茨城 つくば市　　 むさしの書房
関東 茨城 石岡市　　　 三洋堂書店石岡店
関東 茨城 常総市　　　 ＮＥＴ２１ＢＴベル水海道店
関東 栃木 足利市　　　 くまざわ書店足利コムファースト店
関東 栃木 足利市　　　 文真堂葉鹿店
関東 栃木 足利市　　　 文真堂足利助戸店
関東 栃木 宇都宮市　　 くまざわ書店アピタ宇都宮店
関東 栃木 宇都宮市　　 サンライズ御幸ヶ原店
関東 栃木 栃木市　　　 サンライズ片柳店
関東 栃木 高根沢町　　 サンライズ高根沢店
関東 栃木 大田原市　　 Ｂｏｏｋｓオオイデ
関東 栃木 足利市　　　 岩下１Ｆ
関東 栃木 宇都宮市　　 くまざわ書店宇都宮インターパーク店
関東 栃木 佐野市　　　 文真堂佐野店
関東 栃木 宇都宮市　　 くまざわ書店宇都宮店
関東 栃木 芳賀町　　　 森百貨店
関東 栃木 宇都宮市　　 八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店
関東 栃木 足利市　　　 くまざわ書店アシコタウン店
関東 群馬 高崎市　　　 ブックマンズアカデミー　高崎店
関東 群馬 高崎市　　　 くまざわ書店高崎店
関東 群馬 伊勢崎市　　 くまざわ書店伊勢崎店
関東 群馬 太田市　　　 ナカムラヤニコモール店
関東 群馬 館林市　　　 文真堂小桑原店
関東 群馬 沼田市　　　 文真堂上原店
関東 群馬 安中市　　　 文真堂安中店
関東 群馬 前橋市　　　 文真堂小出店
関東 群馬 太田市　　　 文真堂新井店
関東 群馬 伊勢崎市　　 文真堂書店連取本町店
関東 群馬 前橋市　　　 文真堂片貝店
関東 群馬 富岡市　　　 文真堂一の宮店
関東 群馬 高崎市　　　 文真堂倉賀野店
関東 群馬 大胡町　　　 文真堂大胡店
関東 群馬 大泉町　　　 文真堂大泉店
関東 群馬 境町　　　　 文真堂境店
関東 群馬 大間々町　　 文真堂大間々店
関東 群馬 前橋市　　　 文真堂関根店
関東 群馬 吉井町　　　 文真堂吉井店
関東 群馬 渋川市　　　 文真堂渋川中央店
関東 群馬 藤岡市　　　 藤岡戸田書店
関東 群馬 笠懸町　　　 文真堂阿左美店
関東 群馬 高崎市　　　 文真堂上中居店
関東 群馬 高崎市　　　 文真堂上並榎店
関東 群馬 桐生市　　　 文真堂相生店
関東 群馬 桐生市　　　 文真堂広沢店
関東 群馬 群馬町　　　 文真堂群馬町店
関東 群馬 吾妻町　　　 文真堂原町店
関東 群馬 太田市　　　 ブックマンズアカデミー太田店
関東 群馬 前橋市　　　 ブックマンズアカデミー前橋店
関東 埼玉 秩父市　　　 文真堂秩父黒谷店
関東 埼玉 久喜市　　　 くまざわ書店久喜店
関東 埼玉 草加市　　　 文真堂書店　ホ－ムズ草加舎人店

　御前トミカ　取り扱い書店
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都道府県 市町村 書店名

関東 埼玉 さいたま市　 旭屋書店イオンモ－ル浦和美園店
関東 埼玉 深谷市　　　 ブックマルシェ　アリオ深谷店
関東 埼玉 越谷市　　　 ＢＯＯＫＳアイ蒲生エキナカ店
関東 埼玉 越谷市　　　 文真堂北越谷店Ｔ・Ｃ
関東 埼玉 越谷市　　　 宮脇書店越谷店
関東 埼玉 幸手市　　　 文真堂幸手店
関東 埼玉 越谷市　　　 博文堂書店千間台店
関東 埼玉 熊谷市　　　 くまざわ書店アズセカンド店
関東 埼玉 さいたま市　 須原屋コルソ店
関東 埼玉 ふじみ野市　 くまざわ書店上福岡東店
関東 埼玉 久喜市　　　 温古堂イトーヨーカドー店
関東 埼玉 さいたま市　 ブックファーストルミネ大宮店
関東 埼玉 川口市　　　 くまざわ書店川口店
関東 埼玉 久喜市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ菖蒲店
関東 埼玉 さいたま市　 さきたま書店ＢＯＯＫ
関東 埼玉 川口市　　　 紀伊國屋書店そごう川口店
関東 埼玉 和光市　　　 くまざわ書店和光店
関東 埼玉 越谷市　　　 旭屋書店新越谷店
関東 埼玉 川越市　　　 くまざわ書店的場店
関東 埼玉 三芳町　　　 アシーネ書籍三芳店
関東 埼玉 新座市　　　 旭屋書店志木店
関東 埼玉 上尾市　　　 ブックマルシェ上尾店
関東 埼玉 上里町　　　 くまざわ書店上里店
関東 埼玉 鶴ヶ島市　　 ｙｃ－ｖｏｘワカバウォーク店
関東 埼玉 蕨市　　　　 くまざわ書店蕨錦町店
関東 埼玉 さいたま市　 くまざわ書店宮原店
関東 埼玉 川越市　　　 ブックファーストルミネ川越店
関東 埼玉 熊谷市　　　 文真堂美土里店
関東 埼玉 上尾市　　　 旭屋書店アリオ上尾店
関東 埼玉 所沢市　　　 ブックスタマ所沢店
関東 埼玉 戸田市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田
関東 埼玉 久喜市　　　 くまざわ書店鷲宮店
関東 埼玉 草加市　　　 ＢＯＯＫＳアイ新田エキナカ店
関東 千葉 習志野市　　 丸善津田沼店
関東 千葉 我孫子市　　 ブックマルシェ我孫子店
関東 千葉 君津市　　　 博文堂書店君津店
関東 千葉 松戸市　　　 堀江良文堂
関東 千葉 流山市　　　 宮脇書店流山店
関東 千葉 船橋市　　　 旭屋書店船橋店
関東 千葉 船橋市　　　 くまざわ書店船橋店
関東 千葉 習志野市　　 ブックマルシェ津田沼店
関東 千葉 千葉市　　　 宮脇書店稲毛長沼原店
関東 千葉 千葉市　　　 くまざわ書店ＩＹ幕張店
関東 千葉 八千代市　　 くまざわ書店勝田台店
関東 千葉 習志野市　　 くまざわ書店津田沼店
関東 千葉 四街道市　　 くまざわ書店四街道店
関東 千葉 千葉市　　　 くまざわ書店蘇我店
関東 千葉 市川市　　　 福家書店市川店
関東 千葉 松戸市　　　 アシーネ書籍新松戸店
関東 千葉 船橋市　　　 くまざわ書店ららぽ－と店
関東 千葉 松戸市　　　 くまざわ書店松戸店
関東 千葉 我孫子市　　 ＳＣ多田屋我孫子店
関東 千葉 千葉市　　　 オークスブックセンター千葉都町店
関東 千葉 木更津市　　 くまざわ書店木更津店
関東 千葉 市原市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡちはら台店
関東 千葉 千葉市　　　 くまざわ書店稲毛店
関東 千葉 野田市　　　 オークスメディアパーク野田店
関東 千葉 八千代市　　 くまざわ書店八千代台店
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関東 千葉 松戸市　　　 くまざわ書店松戸新田店
関東 千葉 船橋市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店津田沼パルコ
関東 千葉 市川市　　　 アシーネ書籍南行徳店
関東 千葉 鎌ヶ谷市　　 くまざわ書店新鎌ヶ谷店
関東 千葉 千葉市　　　 アシーネ書籍長沼店
関東 千葉 市川市　　　 住吉書房本八幡店
関東 東京 大田区　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ東急プラザ蒲田店
関東 東京 大田区　　　 くまざわ書店田園調布店
関東 東京 大田区　　　 くまざわ書店イトーヨーカドー大森店
関東 東京 大田区　　　 くまざわ書店蒲田店
関東 東京 品川区　　　 書店かっぱ品川八潮店
関東 東京 品川区　　　 ブックスタマ武蔵小山店
関東 東京 品川区　　　 明昭館書店
関東 東京 港区　　　　 くまざわ書店品川店
関東 東京 渋谷区　　　 渋谷 大盛堂書店
関東 東京 渋谷区　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店
関東 東京 千代田区　　 くまざわ書店大手町店
関東 東京 品川区　　　 ブックファースト大井町店
関東 東京 品川区　　　 ブックファーストレミィ五反田店
関東 東京 大田区　　　 ブックファーストアトレ大森店
関東 東京 渋谷区　　　 ブックファースト渋谷文化村通り店
関東 東京 目黒区　　　 ブックファースト自由が丘店
関東 東京 世田谷区　　 ブックファースト二子玉川店
関東 東京 新宿区　　　 ブックファースト新宿店
関東 東京 世田谷区　　 甲文堂書店
関東 東京 千代田区　　 書泉グランデ
関東 東京 千代田区　　 書泉ブックタワー
関東 東京 新宿区　　　 ラムラブックセンター芳進堂
関東 東京 新宿区　　　 くまざわ書店東京オペラシティ店
関東 東京 板橋区　　　 アシーネ書籍成増店
関東 東京 台東区　　　 くまざわ書店浅草店
関東 東京 足立区　　　 ブックファーストルミネ北千住店
関東 東京 足立区　　　 くまざわ書店ＩＹ綾瀬店
関東 東京 足立区　　　 くまざわ書店西新井店
関東 東京 足立区　　　 文真堂書店足立花畑店
関東 東京 葛飾区　　　 第一書林新小岩北口店
関東 東京 墨田区　　　 くまざわ書店錦糸町店
関東 東京 江東区　　　 くまざわ書店豊洲店
関東 東京 豊島区　　　 ＢＯＯＫＥＸＰＲＥＳＳアトレヴィ巣鴨店
関東 東京 豊島区　　　 くまざわ書店池袋店
関東 東京 豊島区　　　 旭屋池袋店
関東 東京 豊島区　　　 ジュンク堂書店池袋店
関東 東京 新宿区　　　 野上書店
関東 東京 中野区　　　 あおい書店中野本店
関東 東京 中野区　　　 中野ブロードウェイ明屋書店
関東 東京 豊島区　　　 旭屋書店アトレヴィ大塚店
関東 東京 練馬区　　　 くまざわ書店大泉学園店
関東 東京 練馬区　　　 ブックファースト練馬店
関東 東京 杉並区 文公堂書店
関東 東京 調布市　　　 くまざわ書店国領店
関東 東京 立川市　　　 くまざわ書店けやき台店
関東 東京 昭島市　　　 八重洲ブックセンターイトーヨーカドー拝島
関東 東京 昭島市　　　 ＢＯＯＫ　ＥＸＰＲＥＳＳディラ拝島店
関東 東京 稲城市　　　 くまざわ書店稲城店
関東 東京 西東京市　　 博文堂書店田無店
関東 東京 西東京市　　 宮脇書店田無店
関東 東京 東久留米市　 野崎書林
関東 東京 武蔵野市　　 ブックファーストアトレ吉祥寺店
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関東 東京 小金井市　　 くまざわ書店武蔵小金井店
関東 東京 八王子市　　 くまざわ書店八王子店
関東 東京 武蔵野市　　 八重洲Ｂ・Ｃイトーヨーカドー武蔵境店
関東 東京 多摩市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店桜ヶ丘店
関東 東京 昭島市　　　 くまざわ書店昭島店
関東 東京 昭島市　　　 ブックスオオトリ昭島店
関東 東京 町田市　　　 久美堂本町田店
関東 東京 武蔵野市　　 ブックファーストアトレ吉祥寺東館店
関東 東京 八王子市　　 くまざわ書店イトーヨーカドー八王子店
関東 東京 町田市　　　 くまざわ書店町田根岸店
関東 東京 小金井市　　 くまざわ書店武蔵小金井北口店
関東 東京 日野市　　　 くまざわ書店日野店
関東 東京 羽村市　　　 ブックスタマ小作店
関東 東京 青梅市　　　 ブックスタマ千ヶ瀬店
関東 東京 八王子市　　 ブックスタマ八王子店
関東 東京 八王子市　　 くまざわ書店八王子南口店
関東 東京 町田市　　　 ブックファーストルミネ町田店
関東 神奈川 横須賀市　　 住吉書房久里浜店
関東 神奈川 川崎市　　　 住吉書房登戸店
関東 神奈川 横浜市　　　 住吉書房新杉田店
関東 神奈川 横浜市　　　 住吉書房保土ヶ谷店
関東 神奈川 横浜市　　　 住吉書房東戸塚店
関東 神奈川 相模原市　　 中村書店本店
関東 神奈川 横浜市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店
関東 神奈川 相模原市　　 くまざわ書店相模大野店
関東 神奈川 西区　　　　 あおい書店横浜店４Ｆ
関東 神奈川 綾瀬市　　　 くまざわ書店綾瀬店
関東 神奈川 横浜市　　　 福家書店若葉台店
関東 神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店能見台店
関東 神奈川 横浜市　　　 紀伊國屋書店横浜店
関東 神奈川 川崎市　　　 紀伊國屋書店武蔵小杉店
関東 神奈川 相模原市　　 アシ－ネ橋本店
関東 神奈川 茅ヶ崎市　　 未来屋書店湘南茅ヶ崎店
関東 神奈川 川崎市　　　 ブックポート２０３　栗平店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックファーストモザイクモール港北店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックファースト青葉台店
関東 神奈川 大和市　　　 くまざわ書店大和店
関東 神奈川 鎌倉市　　　 くまざわ書店大船店
関東 神奈川 川崎市　　　 北野書店本店
関東 神奈川 川崎市　　　 ブックメイツ新百合ヶ丘北口店
関東 神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店ランドマーク店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックポート２０３　鶴見店
関東 神奈川 大和市　　　 ブックポート２０３大和店
関東 神奈川 鎌倉市　　　 アニール
関東 神奈川 藤沢市　　　 湘南台文華堂
関東 神奈川 茅ヶ崎市　　 川上書店ラスカ店
関東 神奈川 平塚市　　　 サクラ駅ビル店
関東 神奈川 相模原市　　 ブックファーストボーノ相模大野店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックポート２０３　緑園店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックスオオトリ金沢シーサイド店
関東 神奈川 藤沢市　　　 くまざわ書店湘南台店
関東 神奈川 川崎市　　　 あおい書店川崎駅前店
関東 神奈川 横浜市　　　 紀伊國屋書店横浜みなとみらい店
関東 神奈川 横浜市　　　 あおい書店上大岡店
関東 神奈川 藤沢市　　　 ジュンク堂書店藤沢店
関東 神奈川 横須賀市　　 くまざわ書店横須賀店
関東 神奈川 横須賀市　　 くまざわ書店久里浜店
関東 神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店鶴見店

4/5



都道府県 市町村 書店名

関東 神奈川 小田原市　　 伊勢治書店ダイナシティ店
関東 神奈川 秦野市　　　 原書店
関東 神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店長津田店
関東 神奈川 川崎市　　　 くまざわ書店さぎ沼店
関東 神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店三ツ境店
関東 神奈川 横浜市　　　 アシーネ書籍港南台店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックスオオトリ鶴見店
関東 神奈川 横浜市　　　 コーナンＢＯＯＫＳ港北ＮＴセンタミナミ店
関東 神奈川 相模原市　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店

5/5


