
※　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 阿見町　　　 オークスブックセンター阿見店
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 稲敷市　　　 こうの書店パンプ店
関東 茨城 常総市　　　 ＮＥＴ２１ＢＴベル水海道店
関東 茨城 水戸市　　　 丸善水戸京成店
関東 茨城 潮来市　　　 大地堂・ラ・ラ・ルー店
関東 茨城 土浦市　　　 オークスブックセンター土浦ピアタウン店
関東 栃木 那須塩原市　 博文堂書店那須塩原店
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 下野市　　　 大学書房自治医大店
関東 栃木 足利市　　　 岩下４Ｆ
関東 栃木 宇都宮市　　 落合書店イトーヨーカドー店
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　　　 文真堂上中居店
関東 群馬 渋川市　　　 ベイシア渋川店
関東 群馬 前橋市　　　 フォリオ岡崎
関東 群馬 前橋市　　　 ブックマンズアカデミー前橋店
関東 群馬 太田市　　　 ナカムラヤニコモール店
関東 群馬 太田市　　　 ブックマンズアカデミー太田店
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 さいたま市　 須原屋
関東 埼玉 さいたま市　 オークスブックセンター岩槻店
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 越谷市　　　 博文堂書店千間台店
関東 埼玉 越谷市　　　 旭屋書店新越谷店
関東 埼玉 桶川市　　　 丸善　桶川店
関東 埼玉 久喜市　　　 温古堂イトーヨーカドー店
関東 埼玉 熊谷市　　　 須原屋熊谷店
関東 埼玉 幸手市　　　 文真堂幸手店
関東 埼玉 所沢市　　　 早稲田書房
関東 埼玉 新座市　　　 旭屋書店志木店
関東 埼玉 川口市　　　 明文堂書店川口末広店
関東 埼玉 川口市　　　 須原屋川口前川店
関東 埼玉 川口市　　　 須原屋アリオ川口店
関東 埼玉 草加市　　　 文真堂書店　ホ－ムズ草加舎人店
関東 埼玉 入間市　　　 紀伊國屋書店入間丸広店
関東 埼玉 鶴ヶ島市　　 ｙｃ－ｖｏｘワカバウォーク店
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 埼玉 戸田市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田
関東 千葉 習志野市　　 丸善津田沼店
関東 千葉 市原市　　　 レヴセン・アピタ市原店
関東 千葉 市原市　　　 宝生堂姉崎店
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 習志野市　　 丸善津田沼店２Ｆ
関東 千葉 松戸市　　　 堀江良文堂
関東 千葉 千葉市　　　 宮脇書店稲毛長沼原店
関東 千葉 千葉市　　　 レヴセン花園店
関東 千葉 千葉市　　　 オークスブックセンター轟町店
関東 千葉 千葉市　　　 オ－クスブックセンタ－あすみが丘店
関東 千葉 船橋市　　　 旭屋書店船橋店
関東 千葉 船橋市　　　 レヴセン西友北習志野店
関東 千葉 柏市　　　　 ジュンク堂書店　柏モディ店

河出書房新社　まいにち脳トレ　取扱書店

1/2



都道府県 市町村 書店名

関東 千葉 柏市　　　　 紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店
関東 千葉 柏市　　　　 オークスブックセンター南柏店
関東 千葉 白井市　　　 ＯＢＣ白井駅前店プラスゲオ
関東 千葉 八千代市　　 くまざわ書店八千代台店
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 流山市　　　 宮脇書店流山店
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 江東区　　　 丸善有明ワンザ店
関東 東京 渋谷区　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店
関東 東京 渋谷区　　　 紀伊國屋書店西武渋谷店
関東 東京 新宿区　　　 新栄堂書店パークタワー店
関東 東京 杉並区　　　 文公堂書店
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 西東京市　　 博文堂書店田無店
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 足立区　　　 文真堂書店足立花畑店
関東 東京 中野区　　　 明屋書店中野ＢＷ店
関東 東京 東久留米市　 野崎書林
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 八王子市　　 くまざわ書店八王子南口店
関東 東京 豊島区　　　 ＢＯＯＫＥＸＰＲＥＳＳアトレヴィ巣鴨店
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 豊島区　　　 山下書店大塚店
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 練馬区　　　 くまざわ書店大泉学園店
関東 神奈川 川崎市　　　 住吉書房元住吉店
関東 神奈川 横浜市　　　 丸善　横浜みなとみらい店
関東 神奈川 横浜市　　　 紀伊國屋書店横浜店
関東 神奈川 横浜市　　　 アミーゴ書店二俣川店
関東 神奈川 横浜市　　　 八重洲ブックセンター京急上大岡店
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 開成町　　　 ミクニ書店
関東 神奈川 鎌倉市　　　 島森書店
関東 神奈川 鎌倉市　　　 アニール
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　　　 ブックポート２０３　栗平店
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 川崎市　　　 ブックポート２０３　中野島店
関東 神奈川 相模原市　　 中村書店本店
関東 神奈川 相模原市　　 中村書店田名店
関東 神奈川 藤沢市　　　 湘南台文華堂
関東 神奈川 藤沢市　　　 ジュンク堂書店藤沢店
関東 神奈川 平塚市　　　 サクラ駅ビル店
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