
※　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　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店
関東 茨城 潮来市　　　 大地堂・ラ・ラ・ルー店
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 宇都宮市　　 くまざわ書店宇都宮店
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 前橋市　　　 フォリオ岡崎
関東 群馬 伊勢崎市　　 くまざわ書店伊勢崎店
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Ｔ・Ｃ
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 ふじみ野市　 メディアライン　東京堂ふじみ野店
関東 埼玉 秩父市　　　 文真堂秩父黒谷店Ｔ・Ｃ
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 さいたま市　 三省堂書店大宮店
関東 埼玉 越谷市　　　 文之堂
関東 埼玉 越谷市　　　 宮脇書店越谷店
関東 埼玉 越谷市　　　 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン
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 新座市　　　 旭屋書店志木店
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 川越市　　　 紀伊國屋書店川越店
関東 埼玉 上尾市　　　 旭屋書店アリオ上尾店
関東 千葉 習志野市　　 丸善津田沼店
関東 千葉 柏市　　　　 ＫａＢｏＳららぽーと柏の葉店
関東 千葉 松戸市　　　 書店かっぱ五香駅店
関東 千葉 船橋市　　　 旭屋書店船橋店
関東 千葉 千葉市　　　 宮脇書店稲毛長沼原店
関東 千葉 市川市　　　 コーナンＢＯＯＫＳ　市川原木店
関東 千葉 船橋市　　　 くまざわ書店ららぽ－と店
関東 千葉 千葉市　　　 ス－パ－ブックス都賀店
関東 千葉 市川市　　　 ときわ書房本八幡スクエア店プラスゲオ
関東 千葉 市原市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡちはら台店
関東 東京 大田区　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ東急プラザ蒲田店
関東 東京 品川区　　　 書店かっぱ品川八潮店
関東 東京 江戸川区　　 書店かっぱ西葛西店
関東 東京 世田谷区　　 ブックメイツ祖師ヶ谷大蔵店
関東 東京 世田谷区　　 三省堂書店成城店
関東 東京 世田谷区　　 三省堂書店下北沢店
関東 東京 千代田区　　 書泉グランデ
関東 東京 新宿区　　　 ラムラブックセンター芳進堂
関東 東京 台東区　　　 くまざわ書店浅草店
関東 東京 足立区　　　 駅前の本屋まこと外商部
関東 東京 葛飾区　　　 ブックスキデイランド亀有店
関東 東京 江東区　　　 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店
関東 東京 豊島区　　　 旭屋池袋店
関東 東京 中野区　　　 明屋書店中野ＢＷ店
関東 東京 練馬区　　　 八重洲ブックセンター石神井公園店
関東 東京 豊島区　　　 旭屋書店アトレヴィ大塚店
関東 東京 豊島区　　　 三省堂書店池袋本店仕入
関東 東京 杉並区　　　 文公堂書店
関東 東京 東大和市　　 くまざわ書店東大和店
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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 国立市　　　 増田書店
関東 東京 武蔵野市　　 ブックス・ルーエ
関東 東京 八王子市　　 コーナンＢＯＯＫＳぐりーんうぉーく多摩店
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 昭島市　　　 くまざわ書店昭島店
関東 神奈川 川崎市　　　 住吉書房元住吉店
関東 神奈川 横浜市　　　 ＫａＢｏｓあざみ野店
関東 神奈川 横浜市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　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 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 鎌倉市　　　 島森書店
関東 神奈川 藤沢市　　　 湘南台文華堂
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 藤沢市　　　 くまざわ書店湘南台店
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 小田原市　　 ブックプラザ伊勢治
関東 神奈川 小田原市　　 伊勢治書店ダイナシティ店（新）
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　　　 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
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