
※　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

中国 岡山県 岡山市　　　 宮脇書店Ｐモール藤田店
中国 岡山県 岡山市　　　 ＮＥＴ２１セルバ岡山店
中国 岡山県 岡山市　　　 広谷屋
中国 岡山県 岡山市　　　 天満屋ハピータウン宮脇岡南店
中国 岡山県 岡山市　　　 天満屋ハピータウン宮脇西大寺店
中国 岡山県 高梁市　　　 天満屋ハピータウン宮脇高梁店
中国 岡山県 出雲市　　　 ブックセンターコスモ出雲店
中国 岡山県 浅口市　　　 天満屋ハピータウン宮脇鴨方店
中国 岡山県 倉敷市　　　 喜久屋書店倉敷店
中国 岡山県 倉敷市　　　 愛文社書店
中国 岡山県 倉敷市　　　 廣文館アリオ倉敷店
中国 岡山県 倉敷市　　　 宮脇書店真備店
中国 岡山県 総社市　　　 宮脇書店総社店
中国 岡山県 総社市　　　 荒木書店
中国 岡山県 津山市　　　 ブックフォーラム喜久屋書店津山店
中国 岡山県 津山市　　　 ブックセンターコスモ津山店
中国 岡山県 美作市　　　 中島書店美作店
中国 岡山県 岡山市　　　 宮脇書店　新原尾島店
中国 山口県 山口市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ大内店
中国 山口県 宇部市　　　 宮脇書店宇部店
中国 山口県 宇部市　　　 明屋書店東岐波店
中国 山口県 下関市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店
中国 山口県 下関市　　　 くまざわ書店下関店
中国 山口県 下松市　　　 明屋書店下松店
中国 山口県 岩国市　　　 明屋書店南岩国店
中国 山口県 光市　　　　 明屋書店光店
中国 山口県 山口市　　　 宮脇書店湯田店
中国 山口県 山口市　　　 明屋書店小郡店
中国 山口県 山陽小野田市サンパーク良文堂
中国 山口県 山陽小野田市明屋書店厚狭店
中国 山口県 周南市　　　 宮脇書店徳山店
中国 山口県 周南市　　　 明屋書店富田店
中国 山口県 周南市　　　 明屋書店今宿店
中国 山口県 周南市　　　 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店
中国 山口県 長門市　　　 明屋書店長門店
中国 山口県 萩市　　　　 明屋書店萩店
中国 山口県 防府市　　　 明屋書店緑町店
中国 山口県 柳井市　　　 明屋書店柳井店
中国 広島県 呉市　　　　 クレ書店
中国 広島県 安芸高田市　 宮脇書店ゆめタウン吉田店
中国 広島県 熊野町　　　 明屋書店スピリッツ熊野店
中国 広島県 広島市 紀伊國屋書店広島店
中国 広島県 広島市　　　 廣文館新幹線店
中国 広島県 広島市　　　 アルパークブックガーデン廣文館
中国 広島県 広島市　　　 宮脇書店ゆめタウン祇園店
中国 広島県 広島市　　　 宮脇書店ゆめタウン安古市店
中国 広島県 広島市　　　 廣文館サンリブ五日市店
中国 広島県 広島市　　　 宮脇書店ゆめタウンみゆき店
中国 広島県 広島市　　　 コムズ書籍売場
中国 広島県 江田島市　　 宮脇書店ゆめタウン江田島店
中国 広島県 坂町　　　　 くまざわ書店安芸店
中国 広島県 三原市　　　 廣文館三原宮浦店
中国 広島県 三次市　　　 廣文館新フレスタ三次店
中国 広島県 大田市　　　 ブックセンタージャスト大田店
中国 広島県 東広島市　　 森書店
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中国 広島県 福山市　　　 宮脇書店ゆめタウン蔵王店
中国 広島県 福山市　　　 くまざわ書店福山店
中国 島根県 松江市　　　 今井書店グループセンター店
中国 島根県 雲南市　　　 今井書店木次マルシェリ－ズ店
中国 島根県 益田市　　　 宮脇書店ゆめタウン益田店
中国 島根県 出雲市　　　 ラピタ書店
中国 島根県 出雲市　　　 宮脇書店ゆめタウン斐川店
中国 島根県 出雲市　　　 今井書店出雲店
中国 鳥取県 鳥取市　　　 今井書店吉成店
中国 鳥取県 鳥取市　　　 ブックセンターコスモ岩吉店
中国 鳥取県 鳥取市　　　 ブックセンターコスモ吉方店
中国 鳥取県 鳥取市　　　 ブックフォ－ラム喜久屋書店国府店
中国 鳥取県 米子市　　　 本の学校今井ブックセンター
四国 香川県 高松市　　　 くまざわ書店高松店
四国 香川県 さぬき市　　 宮脇書店寒川店
四国 香川県 高松市　　　 くまざわ書店ＣＯＭ高松店
四国 香川県 高松市　　　 宮脇書店南本店
四国 香川県 高松市　　　 宮脇書店総本店
四国 愛媛県 松山市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ平田店
四国 愛媛県 愛南町　　　 明屋書店南宇和店
四国 愛媛県 宇和島市　　 明屋書店宇和島明倫店
四国 愛媛県 鬼北町　　　 明屋書店広見店
四国 愛媛県 今治市　　　 明屋書店今治本店
四国 愛媛県 今治市　　　 明屋書店喜田村店
四国 愛媛県 四国中央市　 明屋書店川之江店
四国 愛媛県 松山市　　　 明屋書店空港通り店
四国 愛媛県 松山市　　　 明屋書店平井店
四国 愛媛県 松山市　　　 明屋書店石井店
四国 愛媛県 松前町　　　 明屋書店松前店
四国 愛媛県 新居浜市　　 明屋書店川東店
四国 愛媛県 新居浜市　　 明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店
四国 愛媛県 新居浜市　　 明屋書店新居浜松木店
四国 愛媛県 西条市　　　 明屋書店西条本店
四国 愛媛県 西条市　　　 明屋書店西条福武店
四国 愛媛県 西予市　　　 明屋書店宇和店
四国 愛媛県 大洲市　　　 明屋書店大洲店
四国 愛媛県 大洲市　　　 アクトピアブックセンター
四国 愛媛県 砥部町　　　 明屋書店砥部店
四国 愛媛県 八幡浜市　　 明屋書店八幡浜店
四国 徳島県 鳴門市　　　 宮脇書店パワーシティ新鳴門店
四国 徳島県 阿南市　　　 カルチャーシティ平惣阿南センター店
四国 徳島県 小松島市　　 カルチャーシティ平惣小松島バイパス店
四国 徳島県 石井町　　　 カルチャーシティ平惣石井店
四国 徳島県 徳島市　　　 カルチャーシティ平惣川内店
四国 徳島県 徳島市　　　 附家国府店
四国 徳島県 徳島市　　　 カルチャーシティ平惣書店タクト店
四国 徳島県 徳島市　　　 ブックシティ平惣徳島店
四国 徳島県 徳島市　　　 カルチャーシティ平惣田宮店
四国 徳島県 藍住町　　　 ＢＯＯＫＳジュピター
四国 高知県 高知市　　　 金高堂書店
四国 高知県 高知市　　　 金高堂朝倉ブックセンター
四国 高知県 四万十市　　 明屋書店四万十川店
四国 高知県 須崎市　　　 明屋書店スピリッツ須崎店
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