
■サンリオキャラクターロルバーンダイアリー2022 展開店舗リスト

書店
※数に限りがございますので、売り切れの場合はご容赦ください。

県名 市区町村 書店名

北海道 倶知安町　　 日進堂
北海道 札幌市　　　 大垣書店マルヤマクラス店
北海道 室蘭市　　　 文省堂
北海道 小樽市　　　 喜久屋書店小樽店
北海道 帯広市　　　 喜久屋書店帯広店
北海道 稚内市　　　 クラーク書店中央店
北海道 北斗市　　　 ブックポート久根別店
青森 五所川原市　 くまざわ書店五所川原店
岩手 盛岡市　　　 東山堂イオンモ－ル盛岡南店
岩手 大船渡市　　 ブックポートネギシ猪川店
宮城 仙台市　　　 くまざわ書店エスパル仙台店
宮城 仙台市　　　 紀伊國屋書店仙台店
福島 いわき市　　 ヤマニ書房湯本店
福島 会津若松市　 岩瀬書店会津若松駅前店
福島 郡山市　　　 岩瀬書店富久山店
福島 福島市　　　 くまざわ書店福島エスパル店
福島 福島市　　　 岩瀬書店ヨークベニマル福島西店
福島 福島市　　　 岩瀬書店鎌田店
福島 福島市　　　 岩瀬書店八木田店
栃木 宇都宮市　　 くまざわ書店宇都宮インターパーク店
栃木 宇都宮市　　 八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店
栃木 宇都宮市　　 落合書店イトーヨーカドー店
群馬 伊勢崎市　　 ハピーボックス赤堀店
群馬 高崎市　　　 くまざわ書店高崎店
群馬 太田市　　　 喜久屋書店太田店
埼玉 さいたま市　 旭屋書店イオンモ－ル浦和美園店
埼玉 越谷市　　　 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン
埼玉 越谷市　　　 宮脇書店越谷店
埼玉 桶川市　　　 丸善　桶川店
埼玉 久喜市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ菖蒲店
埼玉 戸田市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田
埼玉 所沢市　　　 ブックスタマ所沢店
埼玉 上尾市　　　 いけだ書店上尾店
埼玉 上尾市　　　 旭屋書店アリオ上尾店
埼玉 川越市　　　 紀伊國屋書店川越店
埼玉 川口市　　　 明文堂書店川口末広店
埼玉 東松山市　　 丸善丸広百貨店東松山店
千葉 浦安市　　　 丸善舞浜イクスピアリ店
千葉 四街道市　　 くまざわ書店四街道店
千葉 市原市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡちはら台店
千葉 市川市　　　 くまざわ書店本八幡店
千葉 市川市　　　 ときわ書房本八幡スクエア店プラスゲオ
千葉 習志野市　　 丸善津田沼店
千葉 千葉市　　　 くまざわ書店ＩＹ幕張店
千葉 千葉市　　　 くまざわ書店稲毛店
千葉 千葉市　　　 くまざわ書店蘇我店
千葉 船橋市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店津田沼パルコ店
千葉 船橋市　　　 くまざわ書店ららぽ－と店
千葉 船橋市　　　 ブックスワールド西友北習志野店
千葉 船橋市　　　 旭屋書店船橋店
千葉 柏市　　　　 ジュンク堂書店　柏モディ店
千葉 柏市　　　　 紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店
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東京 稲城市　　　 くまざわ書店稲城店
東京 羽村市　　　 ブックスタマ小作店
東京 江戸川区　　 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店
東京 江東区　　　 くまざわ書店東京テレポート店
東京 江東区　　　 丸善有明ワンザ店
東京 昭島市　　　 くまざわ書店昭島店
東京 新宿区　　　 ブックファーストルミネ新宿店
東京 新宿区　　　 ブックファースト新宿店
東京 杉並区　　　 八重洲ブックセンター荻窪ルミネ店
東京 世田谷区　　 山下書店世田谷店
東京 台東区　　　 くまざわ書店浅草店
東京 中央区　　　 丸善  日本橋店
東京 中野区　　　 ブックファースト中野店
東京 中野区　　　 明屋書店中野ブロードウェイ店
東京 町田市　　　 くまざわ書店町田根岸店
東京 東大和市　　 ブックスタマ東大和店
東京 八王子市　　 くまざわ書店八王子店
東京 府中市　　　 喜久屋書店府中店
東京 武蔵野市　　 八重洲ブックセンター　イトーヨーカドー武蔵境店
東京 文京区　　　 丸善後楽園メトロ・エム店
東京 豊島区　　　 くまざわ書店池袋店
東京 豊島区　　　 ジュンク堂書店池袋店
東京 豊島区　　　 旭屋書店アトレヴィ大塚店
東京 豊島区　　　 旭屋書店池袋店
東京 墨田区　　　 廣文館イトーヨーカドー曳舟店
東京 練馬区　　　 くまざわ書店大泉学園店
東京 練馬区　　　 八重洲ブックセンター石神井公園店
神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店アピタテラス横浜綱島店
神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店ランドマーク店
神奈川 横浜市　　　 ブックポート２０３　緑園店
神奈川 横浜市　　　 紀伊國屋書店ららぽーと横浜店
神奈川 横浜市　　　 八重洲ブックセンターイト－ヨ－カド－上永谷店
神奈川 横浜市　　　 八重洲ブックセンター京急上大岡店
神奈川 厚木市　　　 くまざわ書店本厚木店
神奈川 秦野市　　　 原書店
神奈川 川崎市　　　 紀伊國屋書店武蔵小杉店
神奈川 相模原市　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店
神奈川 相模原市　　 くまざわ書店相模原店
神奈川 相模原市　　 くまざわ書店相模大野店
神奈川 大和市　　　 ブックポート２０３大和店
神奈川 藤沢市　　　 ジュンク堂書店藤沢店
富山 滑川市　　　 明文堂書店滑川店
富山 高岡市　　　 文苑堂書店福田本店
富山 射水市　　　 文苑堂書店小杉店
富山 射水市　　　 明文堂書店高岡射水店
富山 入善町　　　 明文堂書店新入善店
富山 氷見市　　　 明文堂書店氷見店
富山 富山市　　　 清明堂マリエ店
富山 富山市　　　 文苑堂書店富山豊田店
富山 富山市　　　 明文堂新庄経堂店
石川 金沢市　　　 金沢ビーンズ明文堂
石川 小松市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ
石川 野々市市　　 明文堂書店金沢野々市店
福井 福井市　　　 ＫａＢｏＳベル店
山梨 甲斐市　　　 くまざわ書店双葉店
長野 長野市　　　 天神堂書店
長野 長野市　　　 平安堂新長野店

2 / 4 ページ



県名 市区町村 書店名

岐阜 羽島市　　　 大洞堂羽島店
岐阜 各務原市　　 カルコス各務原店
岐阜 岐阜市　　　 カルコス本店
岐阜 瑞穂市　　　 カルコス穂積店
静岡 静岡市　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店
静岡 静岡市　　　 江崎書店イトヨーカドー静岡店
愛知 小牧市　　　 カルコス小牧店
愛知 知立市　　　 丸善　アピタ知立店
愛知 知立市　　　 正文館書店知立八ッ田店
愛知 扶桑町　　　 カルコス扶桑店
愛知 豊田市　　　 本のメグリア本店
愛知 名古屋市　　 ちくさ正文館書店本店
愛知 名古屋市　　 鎌倉文庫　栄店
愛知 名古屋市　　 鎌倉文庫　小幡店
滋賀 彦根市　　　 天晨堂ビバシティブックセンター
京都 宇治市　　　 コーナンＢＯＯＫＳ　ＪＲ宇治駅北店
京都 宇治市　　　 平和書店アル・プラザ宇治東店
京都 亀岡市　　　 大垣書店亀岡店
京都 京丹後市　　 まるぜん書店網野店
京都 京丹後市　　 淀徳書店丹後大宮店
京都 京都市　　　 くまざわ書店京都ポルタ店
京都 京都市　　　 くまざわ書店桃山店
京都 京都市　　　 大垣書店Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店
京都 京都市　　　 大垣書店イオンモ－ル京都桂川店
京都 京都市　　　 大垣書店イオン洛南店
京都 京都市　　　 大垣書店ビブレ店
京都 京都市　　　 大垣書店ブックパル五条店
京都 京都市　　　 大垣書店京都ヨドバシ店
京都 京都市　　　 大垣書店高野店
京都 京都市　　　 大垣書店堀川新文化ビルヂング店
京都 京都市　　　 大垣書店醍醐店
京都 京都市　　　 大垣書店伏見店
京都 長岡京市　　 文京堂書店
大阪 高槻市　　　 大垣書店高槻店
大阪 堺市　　　　 くまざわ書店津久野店
大阪 堺市　　　　 紀伊國屋書店アリオ鳳店
大阪 堺市　　　　 紀伊國屋書店泉北店
大阪 三島郡　　　 長谷川書店水無瀬駅前店
大阪 大阪市　　　 くまざわ書店ポ－ズなんばパ－クス店
大阪 大阪市　　　 ブックファーストなんばウォーク店
大阪 大阪市　　　 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店
大阪 大阪市　　　 紀伊國屋書店グランフロント大阪店
大阪 大阪市　　　 紀伊國屋書店京橋店
大阪 大阪市　　　 紀伊國屋書店天王寺ミオ店
大阪 大阪市　　　 紀伊國屋書店梅田本店
大阪 大阪市　　　 紀伊國屋書店本町店
大阪 豊中市　　　 大垣書店豊中緑丘店
兵庫 加古川市　　 くまざわ書店加古川店
兵庫 洲本市　　　 宮脇書店洲本店
兵庫 神戸市　　　 ジュンク堂書店　三宮駅前店
兵庫 神戸市　　　 ジュンク堂書店神戸さんちか店
兵庫 神戸市　　　 喜久屋書店神戸北町店
兵庫 神戸市　　　 大垣書店プリコ神戸店
兵庫 西宮市　　　 喜久屋書店西宮東店
奈良 生駒市　　　 旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店
奈良 奈良市　　　 啓林堂書店学園前店
和歌山 和歌山市　　 くまざわ書店和歌山店
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広島 広島市　　　 大垣書店ジ・アウトレット広島店
徳島 藍住町　　　 ＢＯＯＫＳジュピター
福岡 久留米市　　 紀伊國屋書店久留米店
福岡 行橋市　　　 福岡金文堂ゆめタウン行橋店
福岡 飯塚市　　　 エーブック飯塚店
福岡 福岡市　　　 丸善　博多店
福岡 福岡市　　　 紀伊國屋書店福岡本店
福岡 福岡市　　　 福家書店福岡木の葉モール橋本店
福岡 北九州市　　 くまざわ書店小倉店
佐賀 福岡金文堂　 福岡金文堂イオン唐津店
長崎 長崎市　　　 紀伊國屋書店長崎店
熊本 菊陽町　　　 紀伊國屋書店熊本光の森店
熊本 熊本市　　　 メトロ書店熊本本店
宮崎 宮崎市　　　 岩切書店
宮崎 都城市　　　 田中書店イオンモール都城駅前店
沖縄 那覇市　　　 ジュンク堂書店那覇店

インターネット販売
※数に限りがございますので、売り切れの場合はご容赦ください。
サイト名 取り扱い種類

スクールバス
ドットブルー
スクールバス
ドットブルー

オンライン書店
セブンネットショッピング

オンライン書店　e-hon

URL
https://7net.omni7.jp/detail/1107229286
https://7net.omni7.jp/detail/1107229287
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-8021-9325-2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-8021-9326-9
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