
※　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

近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ近江八幡店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアルプラザ瀬田店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ大津南郷店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ栗東店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ八日市店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ彦根店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ水口店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ守山店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店草津店
近畿 滋賀 ダイレクト　 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店
近畿 滋賀 近江八幡市　 サンミュージック近江八幡店
近畿 滋賀 甲賀市　　　 大垣書店水口店
近畿 滋賀 甲賀市　　　 ハイパ－ブックス水口店
近畿 滋賀 高島市　　　 Ｂ・ＰＡＳＳ年輪
近畿 滋賀 守山市　　　 サンミュージック守山店
近畿 滋賀 草津市　　　 アバンティブックセンター南草津店
近畿 滋賀 草津市　　　 喜久屋書店草津店
近畿 滋賀 草津市　　　 ジュンク堂書店　滋賀草津店
近畿 滋賀 草津市　　　 ハイパーブックス駒井沢店
近畿 滋賀 草津市　　　 ハイパーブックスかがやき通り店
近畿 滋賀 大津市　　　 ハイパーブックス大津京店
近畿 滋賀 大津市　　　 大垣書店大津一里山店
近畿 滋賀 大津市　　　 扶桑書店
近畿 滋賀 長浜市　　　 ハイパーブックス長浜店
近畿 滋賀 長浜市　　　 サンミュージック長浜店
近畿 滋賀 東近江市　　 ハイパーブックス八日市店
近畿 滋賀 彦根市　　　 天晨堂ビバシティＢ．Ｃ
近畿 滋賀 彦根市　　　 ハイパーブックス彦根店
近畿 滋賀 豊郷町　　　 三洋堂書店豊さと店
近畿 京都 南丹市　　　 犬石書店
近畿 京都 ダイレクト　 平和書店らぽ－る東舞鶴店
近畿 京都 ダイレクト　 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
近畿 京都 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ宇治東店
近畿 京都 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ京田辺店
近畿 京都 綾部市　　　 Ｂ．Ｌたかくら
近畿 京都 綾部市　　　 宮脇書店綾部店
近畿 京都 右京区　　　 御舘たぬき堂
近畿 京都 右京区　　　 大垣書店イオンモール京都五条店
近畿 京都 右京区　　　 大垣書店京都ファミリー店
近畿 京都 宇治市　　　 コーナンＢＯＯＫＳ　ＪＲ宇治駅北店
近畿 京都 下京区　　　 大垣書店京都高島屋店
近畿 京都 下京区　　　 くまざわ書店四条烏丸店
近畿 京都 下京区　　　 ブックファースト京都店
近畿 京都 下京区　　　 大垣書店京都ヨドバシ店
近畿 京都 亀岡市　　　 大垣書店亀岡店
近畿 京都 亀岡市　　　 宮脇書店京都亀岡店
近畿 京都 京田辺市　　 山城書店
近畿 京都 京都市　　　 アミ－ゴ書店白梅町店
近畿 京都 京都市　　　 ライフ二条駅前店
近畿 京都 京都市　　　 ブックキヨスク京都
近畿 京都 京都市　　　 ライフ北白川店
近畿 京都 京都市　　　 ブックファ－スト西院店
近畿 京都 京都市　　　 ビックカメラＪＲ京都駅店
近畿 京都 京都市　　　 くまざわ書店桃山店

ツムツム スター・カーズ　取扱書店
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近畿 京都 左京区　　　 大垣書店高野店
近畿 京都 左京区　　　 アミーゴ書店北山店
近畿 京都 左京区　　　 アミーゴ書店洛北店
近畿 京都 山科区　　　 Ｂ．Ｐ文苑山科店
近畿 京都 精華町　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡけいはんな店
近畿 京都 西京区　　　 大垣書店ＢＰ桂南店
近畿 京都 西京区　　　 ブックファーストミュー阪急桂店
近畿 京都 西京区　　　 大垣書店Ｂ．Ｐ五条店
近畿 京都 中京区　　　 大垣書店烏丸三条店
近畿 京都 中京区　　　 大垣書店二条駅店
近畿 京都 中京区　　　 ブックファースト四条大宮店
近畿 京都 中京区　　　 大垣書店四条店
近畿 京都 長岡京市　　 アバンティＢＣ長岡店
近畿 京都 長岡京市　　 文京堂書店
近畿 京都 南区　　　　 アバンティブックセンター京都店
近畿 京都 南区　　　　 旭屋書店イオン洛南店
近畿 京都 南区　　　　 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店
近畿 京都 南区　　　　 大垣書店イオンモ－ル京都桂川店
近畿 京都 舞鶴市　　　 村田舞鶴堂
近畿 京都 舞鶴市　　　 宮脇書店舞鶴店
近畿 京都 伏見区　　　 大垣醍醐店
近畿 京都 伏見区　　　 大垣伏見店
近畿 京都 福知山市　　 福島文進堂　福知山駅南町店
近畿 京都 北区　　　　 大垣書店ビブレ店
近畿 京都 与謝野町　　 まるぜん書店野田川店
近畿 大阪 豊中市　　　 大垣書店豊中緑丘店
近畿 大阪 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ茨木店
近畿 大阪 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ香里園店
近畿 大阪 ダイレクト　 平和書店アル・プラザ枚方店
近畿 大阪 茨木市　　　 ハイパーブックス茨木店
近畿 大阪 河内長野市　 ぶっく工房河内長野店
近畿 大阪 貝塚市　　　 ブックスマウント
近畿 大阪 岸和田市　　 アバンティブックセンターラパーク岸和田店
近畿 大阪 高石市　　　 天牛堺書店高石店
近畿 大阪 高槻市　　　 大垣書店高槻店
近畿 大阪 堺市　　　　 けやき書房
近畿 大阪 堺市　　　　 天牛堺書店三国ケ丘店
近畿 大阪 堺市　　　　 天牛堺書店光明池店
近畿 大阪 堺市　　　　 天牛堺書店津久野店
近畿 大阪 堺市　　　　 一心堂書店
近畿 大阪 堺市　　　　 西村書店
近畿 大阪 堺市　　　　 天牛堺書店堺東高島屋店
近畿 大阪 堺市　　　　 アバンティブックセンター原山台店
近畿 大阪 堺市　　　　 福家書店アリオ鳳店
近畿 大阪 堺市　　　　 天牛堺書店北野田店
近畿 大阪 堺市　　　　 天牛堺書店イオンモ－ル堺鉄砲町店
近畿 大阪 守口市　　　 旭屋書店京阪守口店
近畿 大阪 松原市　　　 パルネット松原駅前店
近畿 大阪 寝屋川市　　 イズミヤ寝屋川店ブックアミーゴ
近畿 大阪 吹田市　　　 イズミヤ千里丘店ブックアミーゴ
近畿 大阪 吹田市　　　 キタモト書店
近畿 大阪 吹田市　　　 ブックファーストデュー阪急山田店
近畿 大阪 西成区　　　 天牛堺書店天下茶屋店
近畿 大阪 西淀川区　　 アミーゴ大和田店
近畿 大阪 摂津市　　　 コーナンＢＯＯＫＳ　摂津鳥飼西店
近畿 大阪 泉南市　　　 未来屋書店　りんくう泉南店
近畿 大阪 大阪狭山市　 パルネット狭山店
近畿 大阪 大阪狭山市　 パルネット金剛店
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近畿 大阪 大阪市　　　 くまざわ書店ポ－ズなんばパ－クス店
近畿 大阪 大阪市　　　 くまざわ書店天王寺店
近畿 大阪 大阪市　　　 くまざわ書店阿倍野店
近畿 大阪 大阪市　　　 喜久屋書店　阿倍野店子ども館
近畿 大阪 大阪市　　　 ビックカメラ難波店
近畿 大阪 大阪市　　　 ビックカメラあべのキュ－ズモ－ル店
近畿 大阪 大東市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店
近畿 大阪 池田市　　　 ブックファースト池田店
近畿 大阪 中央区　　　 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店
近畿 大阪 中央区　　　 喜久屋書店東急ハンズ心斎橋店
近畿 大阪 中央区　　　 ブックファーストなんばウォーク店
近畿 大阪 中央区　　　 ブックファーストクリスタ長堀店
近畿 大阪 天王寺区　　 旭屋書店天王寺ＭＩＯ店
近畿 大阪 都島区　　　 アミーゴ書店都島店
近畿 大阪 東大阪市　　 ブックフォーラム喜久屋書店新石切店
近畿 大阪 東大阪市　　 ＩＹ東大阪店
近畿 大阪 東大阪市　　 イズミヤ若江岩田店ブックアミーゴ
近畿 大阪 東淀川区　　 アミーゴ書店東淀川店
近畿 大阪 東淀川区　　 三幸堂書房
近畿 大阪 柏原市　　　 宮脇書店柏原店
近畿 大阪 八尾市　　　 丸善八尾アリオ店
近畿 大阪 八尾市　　　 植田書店
近畿 大阪 八尾市　　　 弘鈴堂（有）森田書店
近畿 大阪 富田林市　　 喜久屋書店富田林店
近畿 大阪 福島区　　　 コーナンＢＯＯＫＳ　福島大開店
近畿 大阪 福島区　　　 ブックファースト野田アプラ店
近畿 大阪 豊中市　　　 ブックファースト曽根店
近畿 大阪 豊中市　　　 ブックファースト豊中店
近畿 大阪 豊中市　　　 ブックファースト蛍池店
近畿 大阪 北区　　　　 ブックファースト茶屋町口店
近畿 大阪 北区　　　　 ブックファースト梅田店
近畿 大阪 箕面市　　　 ブックパル　デューク書店
近畿 大阪 門真市　　　 イズミヤ門真店ブックアミーゴ
近畿 大阪 淀川区　　　 ブックファースト三国店
近畿 大阪 淀川区　　　 コーナンＢＯＯＫＳ新大阪センイシティー店
近畿 奈良 新庄町　　　 宮脇書店新庄店
近畿 奈良 橿原市　　　 三洋堂書店橿原神宮店
近畿 奈良 橿原市　　　 喜久屋書店橿原店
近畿 奈良 香芝市　　　 三洋堂書店香芝店
近畿 奈良 生駒市　　　 宮脇書店生駒北店
近畿 奈良 生駒市　　　 旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店
近畿 奈良 大和郡山市　 啓林堂書店
近畿 奈良 大和郡山市　 コーナンＢＯＯＫＳ大和郡山筒井店
近畿 奈良 大和郡山市　 喜久屋書店大和郡山店
近畿 奈良 大和高田市　 宮脇書店大和高田店
近畿 奈良 天理市　　　 ＢＯＯＫＳ道友
近畿 奈良 奈良市　　　 啓林堂書店学園前店
近畿 奈良 奈良市　　　 啓林堂書店新大宮店
近畿 奈良 奈良市　　　 ジュンク堂書店奈良店
近畿 和歌山 橋本市　　　 ツモリ西部店
近畿 和歌山 紀の川市　　 宮井平安堂　貴志川店
近畿 和歌山 田辺市　　　 多屋孫書店
近畿 和歌山 和歌山市　　 ブックアベニュー紀州屋
近畿 和歌山 和歌山市　　 イズミヤ和歌山店ブックアミーゴ
近畿 和歌山 和歌山市　　 くまざわ書店和歌山店
近畿 兵庫 明石市　　　 くまざわ書店明石店
近畿 兵庫 芦屋市　　　 芦屋ジュンク堂書店
近畿 兵庫 伊丹市　　　 ブックスユートピア野間店
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近畿 兵庫 加古川市　　 くまざわ書店加古川店
近畿 兵庫 加古川市　　 紀伊國屋書店加古川店
近畿 兵庫 三田市　　　 アバンティブックセンター　三田駅前店
近畿 兵庫 三田市　　　 あかね書房ウッデイタウン店
近畿 兵庫 三田市　　　 三京社書店
近畿 兵庫 宍粟市　　　 ブックランドヤスイ
近畿 兵庫 洲本市　　　 宮脇書店洲本店
近畿 兵庫 小野市　　　 パルネット小野店
近畿 兵庫 神戸市　　　 アミーゴ書店ＨＡＴ神戸店
近畿 兵庫 神戸市　　　 ブックファースト六甲店
近畿 兵庫 神戸市　　　 メトロ書店　神戸御影店
近畿 兵庫 神戸市　　　 大垣書店神戸ハーバーランド店
近畿 兵庫 神戸市　　　 パルネット神鉄ビル店
近畿 兵庫 神戸市　　　 喜久屋書店神戸学園都市店
近畿 兵庫 神戸市　　　 喜久屋書店神戸北町店
近畿 兵庫 神戸市　　　 新文堂
近畿 兵庫 神戸市　　　 ブックフォーラム伊川谷店
近畿 兵庫 神戸市　　　 流泉書房パティオ店
近畿 兵庫 神戸市　　　 アミーゴ書店舞多聞店
近畿 兵庫 神戸市　　　 アミーゴ書店垂水店
近畿 兵庫 神戸市　　　 アミーゴ書店　西神南店
近畿 兵庫 神戸市　　　 喜久屋書店東急プラザ　新長田店
近畿 兵庫 神戸市　　　 喜久屋書店西神中央店
近畿 兵庫 神戸市　　　 喜久屋書店神戸南店
近畿 兵庫 神戸市　　　 イズミヤ西神戸店ブックアミーゴ
近畿 兵庫 西宮市　　　 コーナンＢＯＯＫＳ　西宮今津店
近畿 兵庫 西宮市　　　 旭屋書店ららぽーと甲子園店
近畿 兵庫 西宮市　　　 アミーゴ書店西宮東店
近畿 兵庫 西宮市　　　 ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店
近畿 兵庫 西宮市　　　 ブックファースト西宮店
近畿 兵庫 西宮市　　　 ブックファーストエビスタ西宮店
近畿 兵庫 川西市　　　 ブックファースト川西店
近畿 兵庫 多可町中区　 細田書店
近畿 兵庫 尼崎市　　　 おきな書房
近畿 兵庫 尼崎市　　　 くまざわ書店あまがさき店
近畿 兵庫 尼崎市　　　 ブックファースト阪神尼崎店
近畿 兵庫 播磨町　　　 松中書房土山店
近畿 兵庫 姫路市　　　 森井書房
近畿 兵庫 宝塚市　　　 ブックファースト宝塚店
近畿 兵庫 豊岡市　　　 ぶっくすトムアイティ店
近畿 兵庫 豊岡市　　　 ブックストム
近畿 兵庫 北区　　　　 宮脇書店神戸北店
近畿 兵庫 北区　　　　 アミーゴ新藤原台店
近畿 兵庫 明石市　　　 明舞書店
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