
都道府県 市町村 書店名

北陸 新潟 燕市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊吉田店
北陸 新潟 新潟市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店巻店
北陸 新潟 南魚沼市 ゲオ塩沢店
北陸 新潟 村上市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店
北陸 富山 射水市 文苑堂書店小杉店
北陸 富山 射水市 文苑堂書店新湊店
北陸 富山 射水市 明文堂書店高岡射水店
北陸 富山 魚津市 文苑堂書店魚津サンプラザ店
北陸 富山 魚津市 明文堂書店魚津店
北陸 富山 黒部市 明文堂書店黒部店
北陸 富山 新川郡 明文堂書店新入善店
北陸 富山 高岡市 喜久屋書店高岡店
北陸 富山 高岡市 文苑堂書店清水町店
北陸 富山 高岡市 文苑堂書店新野村店
北陸 富山 高岡市 文苑堂書店戸出店
北陸 富山 高岡市 文苑堂書店福田本店
北陸 富山 富山市 紀伊國屋書店富山店
北陸 富山 富山市 清明堂マリエ店
北陸 富山 富山市 文苑堂書店富山豊田店
北陸 富山 富山市 文苑堂書店藤の木店
北陸 富山 富山市 文苑堂書店本郷店
北陸 富山 富山市 明文堂書店新庄経堂店
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 滑川市 明文堂書店滑川店
北陸 富山 南砺市 ファミリーブックス
北陸 富山 氷見市 明文堂書店氷見店
北陸 石川 鹿島郡 きくざわ書店鹿島店
北陸 石川 金沢市 うつのみや金沢香林坊店
北陸 石川 金沢市 うつのみや小立野店
北陸 石川 金沢市 勝木書店金沢泉野店
北陸 石川 金沢市 金沢百番街うつのみや
北陸 石川 金沢市 金沢ビーンズ明文堂
北陸 石川 金沢市 ＫａＢｏＳ大桑店
北陸 石川 金沢市 北国書林アルプラザ店
北陸 石川 小松市 うつのみや小松城南店
北陸 石川 小松市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡＫＯＭＡＴＳＵ
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 明文堂書店七尾店
北陸 石川 野々市市 うつのみや金沢工大前店
北陸 石川 野々市市 うつのみや上林店
北陸 石川 野々市市 明文堂書店金沢野々市店
北陸 石川 能美市 北国書林辰口店
北陸 石川 能美市 ブックメイト　とくひさ
北陸 石川 白山市 北国書林アピタ店
北陸 石川 白山市 北国書林松任店
北陸 石川 白山市 明文堂書店松任店
北陸 石川 輪島市 北国書林輪島店

「ライザップフェア」開催書店



北陸 福井 越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ武生店
北陸 福井 大野市 勝木書店大野店
北陸 福井 小浜市 三洋堂書店小浜店
北陸 福井 勝山市 ＫａＢｏＳ勝山店
北陸 福井 坂井市 ＫａＢｏＳ丸岡店
北陸 福井 坂井市 ＫａＢｏＳ三国店
北陸 福井 鯖江市 ＳｕｐｅｒＫａｂｏＳ鯖江店
北陸 福井 敦賀市 ＫａＢｏＳ敦賀アピタ店
北陸 福井 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店
北陸 福井 福井市 安部書店エルパ店
北陸 福井 福井市 勝木書店
北陸 福井 福井市 勝木書店新二の宮店
北陸 福井 福井市 ＫａＢｏＳベル店
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 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店
甲信 山梨 安曇野市 宮脇書店安曇野店
甲信 山梨 飯山市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊飯山店
甲信 山梨 甲斐市 くまざわ書店双葉店
甲信 山梨 甲州市 天真堂書店塩山店
甲信 山梨 甲府市 天真堂書店甲府国母店
甲信 山梨 甲府市 ブックパーク塩部店
甲信 山梨 甲府市 朗月堂
甲信 山梨 中央市 戸田書店山梨中央店
甲信 山梨 富士吉田市 ＢＯＯＫＳKATO富士吉田店
甲信 山梨 北杜市 ＢＯＯＫＳセイブンドウ
甲信 山梨 南都留郡 卓示書店河口湖BELL店
甲信 長野 安曇野市 平安堂あづみ野店
甲信 長野 飯田市 平安堂飯田店
甲信 長野 飯田市 平安堂座光寺店
甲信 長野 伊那市 平安堂伊那店
甲信 長野 上田市 平安堂上田しおだ野店
甲信 長野 岡谷市 笠原書店
甲信 長野 岡谷市 笠原書店今井店
甲信 長野 岡谷市 笠原書店レイクウォーク店
甲信 長野 佐久市 西澤書店
甲信 長野 佐久市 平安堂佐久インタ－ウェ－ブ店
甲信 長野 塩尻市 中島書店高原通り店
甲信 長野 塩尻市 平安堂塩尻店
甲信 長野 諏訪市 平安堂諏訪店
甲信 長野 千曲市 平安堂更埴店
甲信 長野 長野市 きたながの書店
甲信 長野 長野市 書店すぐじ
甲信 長野 長野市 平安堂川中島店
甲信 長野 長野市 平安堂長野店
甲信 長野 長野市 平安堂東和田店
甲信 長野 長野市 平安堂若槻店
甲信 長野 松本市 興文堂平田店


