
2021/03/19現在

都道府県 市郡区 書店名

北海道 札幌市　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店

北海道 札幌市　　　 スーパーブックス札幌弘栄堂書店北郷店

北海道 札幌市　　　 紀伊國屋書店厚別店

北海道 札幌市　　　 宮脇書店札幌元町店

北海道 札幌市　　　 三省堂書店札幌店

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 釧路町　　　 くまざわ書店釧路店

北海道 函館市　　　 ス－パ－ブックス桔梗店

青森県 黒石市　　　 ブックスモア　黒石店

青森県 五所川原市　 くまざわ書店五所川原店

青森県 八戸市　　　 株式会社金入番町店

青森県 弘前市　　　 宮脇書店さくら野弘前店

岩手県 盛岡市　　　 伊吉書院盛岡南サンサ店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂

岩手県 盛岡市　　　 東山堂イオンモ－ル盛岡南店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂イオンモ－ル前潟盛岡店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂三ッ割店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂川徳店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂都南店

岩手県 奥州市　　　 松田書店大鐘店

岩手県 大槌町　　　 一頁堂書店

岩手県 大船渡市　　 ブックポートネギシ本店

岩手県 北上市　　　 東山堂北上店

岩手県 久慈市　　　 一誠堂

宮城県 仙台市　　　 くまざわ書店エスパル仙台店

宮城県 仙台市　　　 ブックスなにわ仙台泉店

宮城県 仙台市　　　 横田や

宮城県 石巻市　　　 ヤマト屋書店中里店

宮城県 村田町　　　 かど書店

秋田県 北秋田市　　 ブックスモア鷹巣店

秋田県 仙北市　　　 ブックイン・１０５

山形県 山形市　　　 こまつ書店桜田店

山形県 山形市　　　 こまつ書店寿町本店

山形県 山形市　　　 こまつ書店西田店

山形県 山形市　　　 こまつ書店鈴川店

山形県 鶴岡市　　　 くまざわ書店鶴岡店

山形県 東根市　　　 こまつ書店東根店

山形県 米沢市　　　 こまつ書店堀川町店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房イオンいわき店

「ミリオンぶっく」展開書店
※パンフレットは品切れの可能性もございますので、訪店前に在庫をお問い合わせください。
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福島県 いわき市　　 ヤマニ書房エブリア店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房ラトブ店

福島県 いわき市　　 ヤマニ書房本店

福島県 福島市　　　 くまざわ書店福島店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店ヨークベニマル福島西店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店八木田店

福島県 福島市　　　 岩瀬書店福島駅西口店

福島県 会津若松市　 くまざわ書店会津若松店

福島県 大玉村　　　 宮脇書店大玉店

福島県 郡山市　　　 岩瀬書店富久山店

福島県 棚倉町　　　 マスホン棚倉店

福島県 田村市　　　 ＢＯＯＫＳパレット

茨城県 石岡市　　　 三洋堂書店石岡店

茨城県 いすみ市　　 三洋堂書店岬店

茨城県 潮来市　　　 大地堂・ラ・ラ・ルー店

茨城県 鹿嶋市　　　 Ｂ・ＯＫａｍｉ

茨城県 古河市　　　 福家書店古河店

茨城県 高萩市　　　 田所書店イオン高萩店

茨城県 つくば市　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店

茨城県 常陸太田市　 かわねや木崎店

群馬県 前橋市　　　 フォリオ岡崎

群馬県 前橋市　　　 ブックマンズアカデミー前橋店

群馬県 伊勢崎市　　 くまざわ書店伊勢崎店

群馬県 伊勢崎市　　 ハピーボックス赤堀店

群馬県 太田市　　　 ナカムラヤニコモール店

群馬県 太田市　　　 ブックマンズアカデミー太田店

群馬県 渋川市　　　 ベイシア渋川店

群馬県 高崎市　　　 ブックマンズアカデミー　高崎店

栃木県 宇都宮市　　 八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店

栃木県 鹿沼市　　　 くまざわ書店鹿沼店

埼玉県 さいたま市　 ＳＢオークスブックセンター岩槻店

埼玉県 さいたま市　 くまざわ書店東浦和店

埼玉県 さいたま市　 ブックファーストルミネ大宮店

埼玉県 さいたま市　 旭屋書店イオンモ－ル浦和美園店

埼玉県 さいたま市　 須原屋

埼玉県 さいたま市　 須原屋コルソ店

埼玉県 さいたま市　 板山明文堂

埼玉県 川越市　　　 Ｔ’ｓＢｏｏｋｓ

埼玉県 川越市　　　 くまざわ書店的場店

埼玉県 川越市　　　 ブックファーストルミネ川越店
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埼玉県 川越市　　　 紀伊國屋書店川越店

埼玉県 上尾市　　　 ブックマルシェ上尾店

埼玉県 上尾市　　　 旭屋書店アリオ上尾店

埼玉県 上尾市　　　 高砂屋　ＰＡＰＡ上尾店

埼玉県 川口市　　　 くまざわ書店川口店

埼玉県 川口市　　　 須原屋川口前川店

埼玉県 川口市　　　 明文堂書店川口末広店

埼玉県 入間市　　　 紀伊國屋書店入間丸広店

埼玉県 桶川市　　　 丸善　桶川店

埼玉県 春日部市　　 メディアライン春日部店

埼玉県 久喜市　　　 くまざわ書店鷲宮店

埼玉県 熊谷市　　　 くまざわ書店アズセカンド店

埼玉県 越谷市　　　 旭屋書店新越谷店

埼玉県 狭山市　　　 芳林堂書店エミオ狭山市店

埼玉県 草加市　　　 文真堂書店　ホ－ムズ草加舎人店

埼玉県 鶴ヶ島市　　 スーパーブックスｙｃｖｏｘワカバウォ－ク

埼玉県 戸田市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

埼玉県 新座市　　　 旭屋書店志木店

埼玉県 ふじみ野市　 メディアライン　東京堂ふじみ野店

埼玉県 三郷市　　　 宮脇書店ヨーカドー三郷店

千葉県 柏市　　　　 ＫａＢｏＳららぽーと柏の葉店

千葉県 柏市　　　　 ＳＢオークスブックセンター南柏店

千葉県 柏市　　　　 ジュンク堂書店　柏モディ店

千葉県 柏市　　　　 ス－パ－ブックス新柏店

千葉県 市川市　　　 ときわ書房本八幡スクエア店プラスゲオ

千葉県 市川市　　　 ブックファーストシャポー市川店

千葉県 市川市　　　 山下書店南行徳店

千葉県 市川市　　　 福家書店市川店

千葉県 市原市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡちはら台店

千葉県 市原市　　　 ＳＢブックスワールド市原店

千葉県 我孫子市　　 ＳＣ多田屋我孫子店

千葉県 我孫子市　　 ブックマルシェ我孫子店

千葉県 船橋市　　　 くまざわ書店ららぽ－と店

千葉県 船橋市　　　 旭屋書店船橋店

千葉県 浦安市　　　 ときわ書房ニューコースト新浦安店

千葉県 君津市　　　 博文堂君津店

千葉県 千葉市　　　 くまざわ書店蘇我店

千葉県 流山市　　　 ＳＣ多田屋流山店

千葉県 習志野市　　 ブックマルシェ津田沼店

千葉県 成田市　　　 くまざわ書店公津店
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千葉県 野田市　　　 ＳＢオークスメディアパーク野田店

千葉県 松戸市　　　 くまざわ書店松戸店

千葉県 四街道市　　 くまざわ書店四街道店

東京都 新宿区　　　 くまざわ書店東京オペラシティ店

東京都 新宿区　　　 スーパーブックスあおい書店四谷三丁目店

東京都 新宿区　　　 スーパーブックス芳進堂ラムラ店

東京都 新宿区　　　 ブックファーストルミネ新宿店

東京都 新宿区　　　 ブックファースト新宿店

東京都 豊島区　　　 ジュンク堂書店池袋店

東京都 豊島区　　　 旭屋書店アトレヴィ大塚店

東京都 豊島区　　　 旭屋池袋店

東京都 豊島区　　　 芳林堂書店東長崎店

東京都 大田区　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ東急プラザ蒲田店

東京都 大田区　　　 ブックファーストアトレ大森店

東京都 大田区　　　 井上書店（大田）

東京都 大田区　　　 須澤書店

東京都 世田谷区　　 ス－パ－ブックス住吉書房駒沢店

東京都 世田谷区　　 三省堂書店下北沢店

東京都 世田谷区　　 三省堂書店成城店

東京都 足立区　　　 ス－パ－ブックス竹ノ塚駅前店

東京都 足立区　　　 ブックファーストルミネ北千住店

東京都 足立区　　　 駅前の本屋まこと

東京都 練馬区　　　 くまざわ書店大泉学園店

東京都 練馬区　　　 ブックファースト練馬店

東京都 品川区　　　 ブックファースト五反田店

東京都 品川区　　　 明昭館書店

東京都 目黒区　　　 ス－パ－ブックス住吉書房中目黒ＢＣ

東京都 目黒区　　　 ブックファースト自由が丘店

東京都 台東区　　　 くまざわ書店浅草店

東京都 台東区　　　 明正堂アトレ上野店

東京都 中野区　　　 ブックファースト中野店

東京都 中野区　　　 明屋書店中野ＢＷ店

東京都 江戸川区　　 くまざわ書店船堀店

東京都 葛飾区　　　 ブックスオオトリ四つ木店

東京都 江東区　　　 福家書店アリオ北砂店

東京都 千代田区　　 書泉ブックタワー

東京都 板橋区　　　 メディアライン大山店（ＳＢ）

東京都 杉並区　　　 ブックスオオトリ高円寺店

東京都 墨田区　　　 廣文館イトーヨーカドー曳舟店

東京都 中央区　　　 八重洲ブックセンター本店
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東京都 昭島市　　　 ブックスオオトリ昭島店

東京都 稲城市　　　 くまざわ書店稲城店

東京都 小金井市　　 くまざわ書店武蔵小金井北口店

東京都 多摩市　　　 くまざわ書店永山店

東京都 多摩市　　　 くまざわ書店桜ヶ丘店

東京都 調布市　　　 くまざわ書店調布店

東京都 八王子市　　 くまざわ書店みなみ野店

東京都 八王子市　　 くまざわ書店八王子店

東京都 八王子市　　 くまざわ書店八王子南口店

東京都 東久留米市　 野崎書林

東京都 東村山市　　 メディアライン東村山店

東京都 東大和市　　 くまざわ書店東大和店

東京都 町田市　　　 くまざわ書店町田根岸店

東京都 町田市　　　 ブックファーストルミネ町田店

東京都 武蔵野市　　 ブックファーストアトレ吉祥寺店

東京都 武蔵野市　　 ブックファーストアトレ吉祥寺東館店

東京都 武蔵野市　　 八重洲Ｂ・Ｃイトーヨーカドー武蔵境店

神奈川県 横浜市　　　 くまざわ書店長津田店

神奈川県 横浜市　　　 ブックスオオトリ金沢シーサイド店

神奈川県 横浜市　　　 ブックファーストモザイクモール港北店

神奈川県 横浜市　　　 ブックファースト青葉台店

神奈川県 横浜市　　　 ブックポート２０３　緑園店

神奈川県 横浜市　　　 紀伊國屋書店西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

神奈川県 川崎市　　　 ス－パ－ブックス住吉書房宮崎台店

神奈川県 川崎市　　　 ス－パ－ブックス住吉書房登戸店

神奈川県 川崎市　　　 ブックポート２０３　中野島店

神奈川県 川崎市　　　 北野書店本店

神奈川県 藤沢市　　　 Ｂｏｏｋプラザ文華堂

神奈川県 藤沢市　　　 くまざわ書店湘南台店

神奈川県 藤沢市　　　 くまざわ書店辻堂湘南モール店

神奈川県 藤沢市　　　 文華堂

神奈川県 相模原市　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店

神奈川県 相模原市　　 くまざわ書店相模大野店

神奈川県 相模原市　　 ブックファーストボーノ相模大野店

神奈川県 小田原市　　 ス－パ－ブックスブックプラザ伊勢治

神奈川県 小田原市　　 ス－パ－ブックス伊勢治書店ダイナシティ店

神奈川県 開成町　　　 ミクニ書店

神奈川県 鎌倉市　　　 アニール

神奈川県 茅ヶ崎市　　 川上書店ラスカ店

新潟県 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊横越店
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新潟県 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊新津北上店

新潟県 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店巻店

新潟県 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊豊栄インター店

新潟県 新潟市　　　 萬松堂

新潟県 燕市　　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊燕三条店

新潟県 燕市　　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊吉田店

新潟県 燕市　　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊分水店

新潟県 五泉市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊五泉ＢＲ店

新潟県 五泉市　　　 コメリ書房五泉店

新潟県 三条市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ三条大崎店

新潟県 三条市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊三条四日町店

新潟県 上越市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　高田西店

新潟県 上越市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店上越ウイング店

新潟県 見附市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊見附国道店

新潟県 見附市　　　 宮脇書店見附店

新潟県 柏崎市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊柏崎柳田店

新潟県 柏崎市　　　 コメリ書房柏崎店

新潟県 阿賀野市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ水原南店

新潟県 糸魚川市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊糸魚川店

新潟県 小千谷市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊小千谷インター店

新潟県 新発田市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊新発田豊町店

新潟県 胎内市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊中条店

新潟県 十日町市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊十日町店

新潟県 南魚沼市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊六日町南店

新潟県 村上市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店

富山県 富山市　　　 くまざわ書店富山店

富山県 富山市　　　 紀伊國屋書店富山店

富山県 富山市　　　 文苑堂書店富山豊田店

富山県 富山市　　　 文苑堂本郷店

富山県 富山市　　　 明文堂書店富山掛尾店

富山県 富山市　　　 明文堂新庄経堂店

富山県 高岡市　　　 文苑堂戸出店

富山県 高岡市　　　 文苑堂書店福田本店

富山県 射水市　　　 文苑堂書店小杉店

富山県 黒部市　　　 明文堂黒部店

富山県 入善町　　　 明文堂書店新入善店

石川県 金沢市　　　 うつのみや金沢香林坊店

石川県 金沢市　　　 金沢ビーンズ明文堂

石川県 金沢市　　　 北国書林アルプラザ店

石川県 小松市　　　 うつのみや小松城南店
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石川県 小松市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

石川県 野々市市　　 うつのみや金沢工大前店

石川県 野々市市　　 うつのみや上林店

石川県 内灘町　　　 おき乃書房本店

石川県 白山市　　　 北国書林アピタ店

石川県 彦根市　　　 平和書店アル・プラザ加賀店

福井県 福井市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店

福井県 福井市　　　 宮脇書店清水店

福井県 福井市　　　 勝木書店新二の宮店

福井県 敦賀市　　　 ＫａＢｏＳ敦賀アピタ店

福井県 敦賀市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店

福井県 坂井市 平和書店アル・プラザアミ店

福井県 坂井市 平和書店アル・プラザ鯖江店

福井県 鯖江市　　　 ＳｕｐｅｒＫａｂｏＳ鯖江店

福井県 鯖江市　　　 藤田書店

福井県 あわら市　　 高橋尚文堂

福井県 越前市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ武生店

福井県 大野市　　　 カドヤ書店Ｖｉｏ店

福井県 小浜市　　　 三洋堂書店小浜店

山梨県 甲州市　　　 天真堂書店　塩山店

山梨県 甲府市　　　 天真堂書店　甲府国母店

山梨県 富士吉田市　 ＢＯＯＫＳＫＡＴＯ富士吉田店

長野県 長野市　　　 きたながの書店

長野県 長野市　　　 平安堂川中島店

長野県 諏訪市　　　 せいりん堂

長野県 諏訪市　　　 平安堂諏訪店

長野県 佐久市　　　 西澤書店

長野県 佐久市　　　 平安堂佐久インタ－ウェ－ブ店

長野県 上田市　　　 平安堂上田しおだ野店

長野県 上田市　　　 平安堂上田店

長野県 安曇野市　　 明金堂

長野県 飯山市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊飯山店

長野県 伊那市　　　 くまざわ書店伊那店

長野県 岡谷市　　　 笠原書店

長野県 軽井沢町　　 エホンゴホン堂

長野県 須坂市　　　 平安堂須坂店

長野県 千曲市　　　 平安堂更埴店

岐阜県 岐阜市　　　 カルコス本店

岐阜県 岐阜市　　　 くまざわ書店柳津店

岐阜県 岐阜市　　　 三省堂書店岐阜店
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岐阜県 岐阜市　　　 三洋堂書店　芥見店

岐阜県 岐阜市　　　 三洋堂書店市橋店

岐阜県 岐阜市　　　 三洋堂書店長良店

岐阜県 岐阜市　　　 大垣書店岐阜高島屋店

岐阜県 岐阜市　　　 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ長森店

岐阜県 瑞穂市　　　 カルコス穂積店

岐阜県 瑞穂市　　　 宮脇書店瑞穂店

岐阜県 瑞穂市　　　 三洋堂書店穂積店

岐阜県 各務原市　　 カルコス各務原店

岐阜県 各務原市　　 こみかるはうす鵜沼店

岐阜県 各務原市　　 三洋堂書店各務原店

岐阜県 関市　　　　 こみかるはうす　関店

岐阜県 関市　　　　 三洋堂書店せき東店

岐阜県 関市　　　　 三洋堂書店新関店

岐阜県 大垣市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ大垣店

岐阜県 大垣市　　　 平和書店アル・プラザ鶴見店

岐阜県 多治見市　　 三洋堂書店たじみ店

岐阜県 多治見市　　 三洋堂書店多治見南店

岐阜県 可児市　　　 こみかるはうす可児店

岐阜県 可児市　　　 三洋堂書店下恵土店

岐阜県 中津川市　　 三洋堂書店　ルビットタウン中津川店

岐阜県 中津川市　　 三洋堂書店中つ川店

岐阜県 高山市　　　 ブックス・アイオー

岐阜県 高山市　　　 三洋堂書店ルビットタウン高山店

岐阜県 恵那市　　　 三洋堂書店アクロスプラザ恵那店

岐阜県 郡上市　　　 三洋堂書店大和店

岐阜県 垂井町　　　 三洋堂書店垂井店

岐阜県 土岐市　　　 三洋堂書店土岐店

岐阜県 名古屋市　　 こみかるはうす藤が丘駅前店

岐阜県 羽島市　　　 大洞堂羽島店

岐阜県 瑞浪市　　　 三洋堂書店瑞浪中央店

岐阜県 美濃加茂市　 三洋堂書店みのかも店

岐阜県 山県市　　　 三洋堂書店高富店

静岡県 静岡市　　　 シミズブックス

静岡県 静岡市　　　 学進堂書店

静岡県 静岡市　　　 吉見書店竜南店

静岡県 静岡市　　　 江崎書店イトヨーカドー静岡店

静岡県 静岡市　　　 江崎書店ベイドリーム清水店

静岡県 浜松市　　　 アマノ有玉店

静岡県 浜松市　　　 本の王国浜松西店
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静岡県 浜松市　　　 明屋書店イケヤ高丘店

静岡県 浜松市　　　 明屋書店浜松渡瀬店

静岡県 富士市　　　 あおい書店（らくだ）富士店

静岡県 富士市　　　 三光堂

静岡県 富士市　　　 富士江崎書店

静岡県 湖西市　　　 ジャック鷲津駅前ブック館

静岡県 湖西市　　　 明屋書店イケヤ湖西店

静岡県 伊東市　　　 サガミヤデュオ店

静岡県 伊東市　　　 サガミヤ広野店

静岡県 磐田市　　　 明屋書店イケヤ磐田東店

静岡県 掛川市　　　 明屋書店掛川西郷店

静岡県 函南町　　　 ひまわりＢＯＯＫＳ函南店

静岡県 御殿場市　　 ひまわりＢＯＯＫＳ御殿場店

静岡県 島田市　　　 佐塚文化堂栄町店

静岡県 清水町　　　 マルサン書店柿田川サントムーン店

静岡県 下田市　　　 ムラカミ書店アネックス店

静岡県 長泉町　　　 Ｂｏｏｋｓランケイ社

静岡県 沼津市　　　 マルサン書店駅北店

静岡県 袋井市　　　 江崎書店袋井店

静岡県 藤枝市　　　 フジエダエザキ駅南店

静岡県 富士宮市　　 大垣書店イオンモ－ル富士宮店

静岡県 三島市　　　 くまざわ書店三島店

愛知県 名古屋市　　 くまざわ書店セントラルパーク店

愛知県 名古屋市　　 くまざわ書店名西店

愛知県 名古屋市　　 くまざわ書店鳴海店

愛知県 名古屋市　　 コーナンＢＯＯＫＳ　南十番町店

愛知県 名古屋市　　 丸善　アスナル金山店

愛知県 豊橋市　　　 豊川堂

愛知県 豊橋市　　　 豊川堂アピタ向山店

愛知県 豊橋市　　　 豊川堂カルミア店

愛知県 半田市　　　 あおい書店半田店

愛知県 半田市　　　 三洋堂書店乙川店

愛知県 半田市　　　 三洋堂書店半田店

愛知県 尾張旭市　　 こみかるはうすベルコート店

愛知県 尾張旭市　　 三洋堂書店　城山店

愛知県 尾張旭市　　 本の王国　尾張旭店

愛知県 南区　　　　 くまざわ書店名古屋南店

愛知県 南区　　　　 南泉堂笠寺店

愛知県 刈谷市　　　 ＢＯＯＫＳじんせい

愛知県 刈谷市　　　 本の王国刈谷店

9 / 18 



2021/03/19現在

都道府県 市郡区 書店名

「ミリオンぶっく」展開書店
※パンフレットは品切れの可能性もございますので、訪店前に在庫をお問い合わせください。

愛知県 江南市　　　 こみかるはうす江南店

愛知県 江南市　　　 三洋堂書店江南店

愛知県 守山区　　　 鎌倉文庫　小幡店

愛知県 守山区　　　 三洋堂書店志段味店

愛知県 知立市　　　 三洋堂書店知立店

愛知県 知立市　　　 正文館書店知立八ッ田店

愛知県 安城市　　　 日新堂

愛知県 安城市　　　 本の王国安城店

愛知県 日進市　　　 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店

愛知県 日進市　　　 三洋堂書店かぐ山店

愛知県 一宮市　　　 こみかるはうす尾西店

愛知県 一宮市　　　 三省堂書店一宮店

愛知県 豊田市　　　 三洋堂書店梅坪店

愛知県 豊田市　　　 本のメグリア本店

愛知県 瑞穂区　　　 ＢＯＯＫＳ　ＭＵＲＡＫＡＭＩ

愛知県 瑞穂区　　　 三洋堂書店新開橋店

愛知県 豊川市　　　 あおい書店豊川店

愛知県 豊川市　　　 三洋堂書店豊川店

愛知県 瀬戸市　　　 こみかるはうす新瀬戸店

愛知県 瀬戸市　　　 三洋堂書店ひしの店

愛知県 西尾市　　　 三洋堂書店シャオ西尾店

愛知県 西尾市　　　 三洋堂書店西尾店

愛知県 千種区　　　 ザ・リブレット三越星ヶ丘店５Ｆ

愛知県 千種区　　　 らくだ書店本店

愛知県 阿久比町　　 くまざわ書店阿久比店

愛知県 稲沢市　　　 くまざわ書店稲沢店

愛知県 大口町　　　 こみかるはうす大口店

愛知県 岡崎市　　　 本の王国岡崎店

愛知県 春日井市　　 三洋堂書店鳥居松店

愛知県 北名古屋市　 あおい書店西春店

愛知県 清須市　　　 三洋堂書店清洲店

愛知県 昭和区　　　 三洋堂書店杁中店

愛知県 高浜市　　　 三洋堂書店高浜Ｔぽ－と店

愛知県 知多市　　　 本の王国知多イト－ヨ－カド－店

愛知県 東海市　　　 三洋堂書店大田川店

愛知県 東郷町　　　 らくだ書店東郷店

愛知県 中川区　　　 三洋堂書店中野橋店

愛知県 中村区　　　 三省堂書店名古屋本店

愛知県 東区　　　　 正文館書店

愛知県 扶桑町　　　 カルコス扶桑店
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愛知県 碧南市　　　 三洋堂書店碧南店

愛知県 緑区　　　　 正文館書店　緑区グリーンプラザ店

愛知県 港区　　　　 三洋堂書店当知店

愛知県 みよし市　　 本のメグリア三好店

愛知県 名東区　　　 三洋堂書店よもぎ店

三重県 桑名市　　　 三洋堂書店桑名店

三重県 桑名市　　　 三洋堂書店星川店

三重県 津市　　　　 三洋堂書店白塚店

三重県 津市　　　　 別所書店修成店

三重県 四日市市　　 三洋堂書店生桑店

三重県 四日市市　　 三洋堂書店富田店

三重県 伊賀市　　　 いけだ書店伊賀上野店

三重県 多気町　　　 多気ＢＣ　クリスタルタウン店

三重県 名張市　　　 三洋堂書店名張店

滋賀県 彦根市　　　 ハイパーブックス彦根店

滋賀県 彦根市　　　 ヨシダ書店

滋賀県 彦根市　　　 天晨堂ビバシティＢ．Ｃ

滋賀県 大津市　　　 ハイパーブックス大津京店

滋賀県 大津市　　　 大垣書店大津一里山店

滋賀県 大津市　　　 扶桑書店

滋賀県 近江八幡市　 サンミュージック近江八幡店

滋賀県 近江八幡市　 三洋堂書店近江八幡店

滋賀県 近江八幡市　 平和書店アル・プラザ近江八幡店

滋賀県 草津市　　　 ハイパーブックスかがやき通り店

滋賀県 草津市　　　 ハイパーブックス駒井沢店

滋賀県 草津市　　　 喜久屋書店草津店

滋賀県 甲賀市　　　 ウイング甲南店

滋賀県 甲賀市　　　 ハイパ－ブックス水口店

滋賀県 東近江市　　 ハイパーブックス八日市店

滋賀県 東近江市　　 平和書店アル・プラザ八日市店

滋賀県 守山市　　　 サンミュージック守山店

滋賀県 守山市　　　 平和書店アル・プラザ守山店

滋賀県 長浜市　　　 サンミュージック長浜店

滋賀県 長浜市　　　 ハイパーブックス長浜店

滋賀県 伊香郡　　　 三洋堂書店高月店

滋賀県 豊郷町　　　 三洋堂書店豊さと店

滋賀県 栗東市 平和書店アル・プラザ栗東店

京都府 下京区　　　 大垣書店京都ヨドバシ店

京都府 下京区　　　 大垣書店京都駅ビル　ザ・キューブ店

京都府 下京区　　　 大垣書店京都高島屋店
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京都府 下京区　　　 大垣書店京都本店

京都府 中京区　　　 大垣書店烏丸三条店

京都府 中京区　　　 大垣書店四条店

京都府 中京区　　　 大垣書店二条駅店

京都府 西京区　　　 ブックファーストミュー阪急桂店

京都府 西京区　　　 大垣書店Ｂ．Ｐ五条店

京都府 西京区　　　 大垣書店ＢＰ桂南店

京都府 南区　　　　 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府 南区　　　　 大垣書店イオンモ－ル京都桂川店

京都府 南区　　　　 大垣書店イオン洛南店　仮店舗

京都府 右京区　　　 大垣書店イオンモール京都五条店

京都府 右京区　　　 大垣書店京都ファミリー店

京都府 京都市　　　 アバンティブックセンター洛北店

京都府 京都市　　　 くまざわ書店桃山店

京都府 伏見区　　　 大垣醍醐店

京都府 伏見区　　　 大垣伏見店

京都府 綾部市　　　 Ｂ．Ｌたかくら

京都府 宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店

京都府 亀岡市　　　 大垣書店亀岡店

京都府 北区　　　　 大垣書店ビブレ店

京都府 木津川市　　 ＰＬＡＮＴ木津川店

京都府 京田辺市 平和書店アル・プラザ京田辺店

京都府 京丹後市　　 まるぜん書店マイン店

京都府 左京区　　　 大垣書店高野店

京都府 城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

京都府 精華町　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡけいはんな店

京都府 長岡京市　　 文京堂書店

京都府 彦根市　　　 平和書店らぽ－る東舞鶴店

京都府 向日市　　　 ブックスハセガワ

京都府 山科区　　　 Ｂ．Ｐ文苑山科店

京都府 与謝野町　　 まるぜん書店野田川店

大阪府 中央区　　　 ブックファーストクリスタ長堀店

大阪府 中央区　　　 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店

大阪府 中央区　　　 紀伊國屋書店本町店

大阪府 中央区　　　 隆祥館書店

大阪府 堺市　　　　 くまざわ書店津久野店

大阪府 堺市　　　　 けやき書房

大阪府 堺市　　　　 紀伊國屋書店アリオ鳳店

大阪府 堺市　　　　 大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

大阪府 東大阪市　　 ブックフォーラム喜久屋書店新石切店

12 / 18 



2021/03/19現在

都道府県 市郡区 書店名

「ミリオンぶっく」展開書店
※パンフレットは品切れの可能性もございますので、訪店前に在庫をお問い合わせください。

大阪府 東大阪市　　 ライフ玉串店

大阪府 豊中市　　　 ブックファースト蛍池店

大阪府 豊中市　　　 大垣書店豊中緑丘店

大阪府 大阪市　　　 紀伊國屋書店グランフロント大阪店

大阪府 大阪市　　　 紀伊國屋書店天王寺ミオ店

大阪府 池田市　　　 ブックファースト池田店

大阪府 茨木市 平和書店アル・プラザ茨木店

大阪府 茨木市　　　 ハイパーブックス茨木店

大阪府 貝塚市　　　 ブックスマウント

大阪府 城東区　　　 ライフ関目店

大阪府 吹田市　　　 ブックファーストデュー阪急山田店

大阪府 住吉区　　　 ライフ長居店

大阪府 大正区　　　 ライフ泉尾店

大阪府 浪速区　　　 ジュンク堂書店難波店

大阪府 西区　　　　 ライフ土佐堀店

大阪府 西成区　　　 フミヤ書店

大阪府 寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店

大阪府 東成区　　　 ライフ今里店

大阪府 東淀川区　　 アミーゴ書店東淀川店

大阪府 枚方市 平和書店アル・プラザ枚方店

大阪府 平野区　　　 ライフ喜連瓜破店

大阪府 福島区　　　 ブックファースト野田アプラ店

大阪府 都島区　　　 アミーゴ書店都島店

大阪府 守口市　　　 くまざわ書店守口店

大阪府 八尾市　　　 弘鈴堂（有）森田書店

大阪府 淀川区　　　 ブックファースト三国店

兵庫県 神戸市　　　 アバンティブックセンターＨＡＴ神戸店

兵庫県 神戸市　　　 アバンティブックセンター舞多聞店

兵庫県 神戸市　　　 アミーゴ書店西神南店

兵庫県 神戸市　　　 イズミヤ西神戸店ブックアミーゴ

兵庫県 神戸市　　　 ジュンク堂書店神戸さんちか店

兵庫県 神戸市　　　 ブックファースト六甲店

兵庫県 神戸市　　　 メトロ書店　神戸御影店

兵庫県 神戸市　　　 喜久屋書店神戸学園都市店

兵庫県 神戸市　　　 喜久屋書店西神中央店

兵庫県 神戸市　　　 大垣書店プリコ神戸店

兵庫県 神戸市　　　 大垣書店神戸ハーバーランド店

兵庫県 西宮市　　　 コーナンＢＯＯＫＳ　西宮今津店

兵庫県 西宮市　　　 ブックファーストエビスタ西宮店

兵庫県 西宮市　　　 ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店
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兵庫県 芦屋市　　　 芦屋ジュンク堂書店

兵庫県 尼崎市　　　 おきな書房

兵庫県 伊丹市　　　 ブックスユートピア野間店

兵庫県 猪名川町　　 三峰堂

兵庫県 加古川市　　 紀伊國屋書店加古川店

兵庫県 川西市　　　 紀伊國屋書店川西店

兵庫県 多可町中区　 細田書店

兵庫県 宝塚市　　　 ブックファースト宝塚店

兵庫県 豊岡市　　　 喜久屋書店豊岡店

兵庫県 姫路市　　　 山陽ブックセンタ－

奈良県 奈良市　　　 ジュンク堂書店奈良店

奈良県 奈良市　　　 啓林堂書店学園前店

奈良県 奈良市　　　 啓林堂書店奈良店

奈良県 奈良市　　　 三洋堂書店大安寺店

奈良県 大和郡山市　 コーナンＢＯＯＫＳ大和郡山筒井店

奈良県 大和郡山市　 喜久屋書店大和郡山店

奈良県 大和郡山市　 啓林堂書店

奈良県 生駒市　　　 旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店

奈良県 生駒市　　　 啓林堂書店生駒店

奈良県 香芝市　　　 三洋堂書店香芝店

奈良県 橿原市　　　 三洋堂書店橿原神宮店

奈良県 広陵町　　　 万葉書店真美ヶ丘店

奈良県 桜井市　　　 三洋堂書店桜井店

奈良県 天理市　　　 ＷＡＹ書店ＴＳＵＴＡＹＡ天理店

奈良県 平群町　　　 三洋堂書店平群店

和歌山県 田辺市　　　 多屋孫書店

和歌山県 日高川町　　 イハラ・ハートショップ

和歌山県 和歌山市　　 イズミヤ和歌山店ブックアミーゴ

鳥取県 鳥取市　　　 ブックセンターコスモ吉方店

島根県 松江市　　　 今井書店グループセンター店

島根県 松江市　　　 今井書店学園通店

島根県 出雲市　　　 宮脇書店ゆめタウン斐川店

島根県 大田市　　　 ブックセンタージャスト大田店

島根県 江津市　　　 宮脇書店ゆめタウン江津店

島根県 浜田市　　　 ブックセンタージャスト浜田店

島根県 益田市　　　 宮脇書店ゆめタウン益田店

岡山県 岡山市　　　 郁文堂書店庭瀬店

岡山県 岡山市　　　 宮脇書店ゆめタウン平島

岡山県 倉敷市　　　 喜久屋書店倉敷店

岡山県 美作市　　　 中島書店美作店
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広島県 広島市　　　 コムズ書籍売場

広島県 広島市　　　 宮脇書店ゆめタウン安古市店

広島県 広島市　　　 大垣書店ジ・アウトレット広島店

広島県 広島市　　　 廣文館フジグラン広島店

広島県 広島市　　　 廣文館緑井天満屋店

広島県 三原市　　　 明屋書店フジグラン三原店

広島県 三原市　　　 廣文館三原宮浦店

広島県 福山市　　　 宮脇書店ゆめタウン蔵王店

広島県 福山市　　　 廣文館福山駅ビル店

広島県 安芸高田市　 宮脇書店ゆめタウン吉田店

広島県 江田島市　　 宮脇書店ゆめタウン江田島店

広島県 広島市安佐北 廣文館フジグラン高陽店

広島県 三次市　　　 廣文館新フレスタ三次店

山口県 山口市　　　 宮脇書店湯田店

山口県 山口市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ大内店

山口県 山口市　　　 明屋書店宮野店

山口県 山口市　　　 明屋書店小郡店

山口県 山口市　　　 明林堂書店フジグラン山口店

山口県 周南市　　　 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店

山口県 周南市　　　 宮脇書店徳山店

山口県 周南市　　　 明屋書店今宿店

山口県 周南市　　　 明屋書店富田店

山口県 下関市　　　 くまざわ書店下関店

山口県 下関市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店

山口県 下関市　　　 明屋書店下関長府店

山口県 宇部市　　　 宮脇書店宇部店

山口県 宇部市　　　 明屋書店東岐波店

山口県 岩国市　　　 明屋書店スピリッツ岩国店

山口県 岩国市　　　 明屋書店南岩国店

山口県 山陽小野田市 サンパーク良文堂

山口県 山陽小野田市 明屋書店厚狭店

山口県 下松市　　　 明屋書店下松店

山口県 長門市　　　 明屋書店長門店

山口県 萩市　　　　 明屋書店萩店

山口県 光市　　　　 明屋書店光店

山口県 防府市　　　 明屋書店緑町店

山口県 柳井市　　　 明屋書店柳井店

徳島県 徳島市　　　 カルチャーシティ平惣川内店

徳島県 徳島市　　　 カルチャーシティ平惣田宮店

徳島県 徳島市　　　 ブックシティ平惣徳島店
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徳島県 藍住町　　　 ＢＯＯＫＳジュピター

徳島県 阿南市　　　 カルチャーシティ平惣阿南センター店

徳島県 小松島市　　 カルチャーシティ平惣小松島店

徳島県 吉野川市　　 Ｂｏｏｋｓ大谷

愛媛県 松山市　　　 Ｓｅｒｅｎ　Ｄｉｐ　明屋書店アエル店

愛媛県 松山市　　　 宮脇書店イオン松山店

愛媛県 松山市　　　 新丸三書店本店

愛媛県 松山市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ平田店

愛媛県 松山市　　　 明屋書店スピリッツ石手店

愛媛県 松山市　　　 明屋書店空港通り店

愛媛県 松山市　　　 明屋書店松山本店

愛媛県 松山市　　　 明屋書店石井店

愛媛県 松山市　　　 明屋書店中央通店

愛媛県 松山市　　　 明屋書店平井店

愛媛県 新居浜市　　 明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店

愛媛県 新居浜市　　 明屋書店新居浜松木店

愛媛県 新居浜市　　 明屋書店川東店

愛媛県 西条市　　　 明屋書店西条福武店

愛媛県 西条市　　　 明屋書店西条本店

愛媛県 西条市　　　 明屋書店東予店

愛媛県 今治市　　　 明屋書店喜田村店

愛媛県 今治市　　　 明屋書店今治別宮店

愛媛県 今治市　　　 明屋書店今治本店

愛媛県 愛南町　　　 明屋書店南宇和店

愛媛県 内子町　　　 明屋書店内子店

愛媛県 宇和島市　　 明屋書店宇和島明倫店

愛媛県 大洲市　　　 明屋書店大洲店

愛媛県 鬼北町　　　 明屋書店広見店

愛媛県 四国中央市　 明屋書店川之江店

愛媛県 西予市　　　 明屋書店宇和店

愛媛県 松前町　　　 明屋書店松前店

愛媛県 八幡浜市　　 明屋書店八幡浜店

高知県 香南市　　　 金高堂野市店

高知県 四万十市　　 明屋書店四万十川店

高知県 宿毛市　　　 明屋書店フジ宿毛店

福岡県 福岡市　　　 アシーネマリナタウン

福岡県 福岡市　　　 メトロ書店千早店

福岡県 福岡市　　　 紀伊國屋書店天神イムズ店

福岡県 福岡市　　　 紀伊國屋書店福岡本店

福岡県 福岡市　　　 金修堂本店
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福岡県 福岡市　　　 福家書店福岡木の葉モール橋本店

福岡県 北九州市　　 サンリブ朝日ヶ丘

福岡県 北九州市　　 白石書店本店

福岡県 北九州市　　 明屋書店小倉沼新町店

福岡県 北九州市　　 明屋書店小倉南店

福岡県 福岡金文堂　 福岡金文堂ビバモ－ル赤間店

福岡県 福岡金文堂　 福岡金文堂ゆめモ－ル筑後店

福岡県 福岡金文堂　 福岡金文堂大川店

福岡県 福岡金文堂　 福岡金文堂姪浜南店

福岡県 行橋市　　　 福岡金文堂行橋店

福岡県 行橋市　　　 明屋書店行橋行事店

福岡県 田川市　　　 ＢＯＯＫ　ＷＯｒＭ川宮店

福岡県 田川市　　　 明屋書店伊加利店

福岡県 飯塚市　　　 エ－ブック飯塚店

福岡県 粕屋町　　　 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂長者原店

福岡県 久留米市　　 紀伊國屋書店久留米店

福岡県 古賀市　　　 金修堂サンリブ古賀店

福岡県 豊前市　　　 明屋書店豊前店

福岡県 宗像市　　　 明屋書店宗像店

佐賀県 小城町　　　 ブックスグリーンウッド小城店

佐賀県 福岡金文堂　 福岡金文堂イオン唐津店

長崎県 佐世保市　　 くまざわ書店佐世保店

長崎県 佐世保市　　 金明堂大野モ－ル店

長崎県 佐世保市　　 金明堂日野店

長崎県 佐世保市　　 福岡金文堂イオン大塔店

長崎県 大村市　　　 明林堂書店イオン大村店

長崎県 新上五島町　 ＤｏＩＮＧプラスゲオ上五島店

長崎県 長崎市　　　 メトロ書店本店

熊本県 熊本市　　　 金龍堂まるぶん店

熊本県 熊本市　　　 明屋書店サンロードシティ熊本店

熊本県 あさぎり町　 サンロード明屋書店　免田店

熊本県 阿蘇市　　　 青柳書店　阿蘇店

熊本県 天草市　　　 ブックスまるぶん　イオン天草店

熊本県 菊池市　　　 三木誠文堂

熊本県 多良木町　　 サンロード明屋書店　多良木店

熊本県 錦町　　　　 サンロード明屋書店　錦店

熊本県 八代市　　　 金龍堂八代ファ－スト文庫店

大分県 大分市　　　 くまざわ書店大分明野店

大分県 大分市　　　 明屋書店フリーモールわさだ店

大分県 大分市　　　 明屋書店賀来店
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大分県 大分市　　　 明屋書店高城店

大分県 中津市　　　 明屋書店中央町店

大分県 中津市　　　 明屋書店中津本店

大分県 宇佐市　　　 明屋書店宇佐店

大分県 臼杵市　　　 明屋書店臼杵野田店

大分県 佐伯市　　　 明屋書店コスモタウン佐伯店

大分県 竹田市　　　 桜瀬書店

大分県 日田市　　　 明屋書店日田店

大分県 豊後高田市　 明屋書店豊後高田店

宮崎県 都城市　　　 金海堂イオン都城店

宮崎県 都城市　　　 田中書店イオンモール都城駅前店

宮崎県 都城市　　　 田中書店妻ヶ丘本店

宮崎県 都城市　　　 田中書店川東店

宮崎県 川南町　　　 ＦＣ明屋書店　川南店

宮崎県 高千穂町　　 ＦＣ明屋書店　高千穂店

宮崎県 宮崎市　　　 田中書店住吉店

鹿児島県 鹿児島市　　 石井書店

鹿児島県 鹿児島市　　 未来屋書店鹿児島店

鹿児島県 出水市　　　 諏訪書店

鹿児島県 鹿屋市　　　 くまざわ書店鹿屋店

鹿児島県 薩摩川内市　 明屋書店川内店

沖縄県 石垣市　　　 タウンパルやまだ

沖縄県 うるま市　　 大城書店石川店

沖縄県 宜野湾市　　 宮脇書店大山店

沖縄県 那覇市　　　 ジュンク堂書店那覇店

沖縄県 西原町　　　 球陽堂書房西原店

沖縄県 南風原町　　 田園書房つかざん店

沖縄県 八重瀬町　　 球陽堂書房サンエー八重瀬店
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