
「東京リベンジャーズ ポケット人生ゲーム」取扱い書店一覧　　

＊万一品切れの際にはご容赦ください

県名 市区町村 書店名

北海道 釧路市 ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　イオン店

北海道 札幌市 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯田店

北海道 札幌市 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー福住店

北海道 札幌市 紀伊國屋書店厚別店

北海道 札幌市 三省堂書店札幌店

北海道 札幌市 大垣書店マルヤマクラス店

北海道 札幌市 大垣書店東光ストア行啓通店

北海道 札幌市 東光ストアＳＣ藤野店

北海道 枝幸町 よこおか西條枝幸店

北海道 小樽市 喜久屋書店小樽店

北海道 小樽市 紀伊國屋書店小樽店

北海道 千歳市 紀伊國屋書店千歳店

北海道 帯広市 喜久屋書店帯広店

北海道 帯広市 宮脇書店帯広店

北海道 稚内市 クラーク書店中央店

北海道 函館市 スーパーブックス桔梗店

北海道 北見市 ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　北見店

北海道 留萌市 留萌ブックセンター

青森県 おいらせ町 金入下田店

青森県 弘前市 くまざわ書店弘前店

青森県 黒石市 ブックスモア　黒石店

青森県 青森市 よしのや　ラ・セラ東バイパス店

青森県 八戸市 伊吉書院西店

青森県 八戸市 伊吉書院類家店

岩手県 奥州市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ奥州水沢店

岩手県 宮古市 ＢＯＯＫＳこなり

岩手県 盛岡市 東山堂イオンモール盛岡南店

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 東山堂都南店



岩手県 大船渡市 ブックポートネギシ猪川店

岩手県 大船渡市 ブックポートネギシ本店

岩手県 大槌町 一頁堂書店

岩手県 二戸市 伊吉書院ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ二戸店

岩手県 北上市 東山堂北上店

宮城県 気仙沼市 宮脇書店気仙沼

宮城県 石巻市 ヤマト屋書店あけぼの店

宮城県 石巻市 ヤマト屋書店中里店

宮城県 仙台市 ブックスなにわ仙台泉店

宮城県 仙台市 よしのや仙台愛子店

宮城県 仙台市 喜久屋書店仙台店

宮城県 多賀城市 ブックスなにわ多賀城店

秋田県 横手市 Ｂｏｏｋｓマルゴ

秋田県 鹿角市 ＢＯＯＫＳアルファ鹿角店

秋田県 秋田市 スーパーブックス八橋店

秋田県 秋田市 加賀谷書店茨島店

秋田県 仙北市 ブックイン・１０５

秋田県 大館市 ＢＯＯＫＳ・アルファ

秋田県 北秋田市 ブックスアルファ鷹巣ＳＣ店

秋田県 北秋田市 ブックスモア鷹巣店

山形県 三川町 戸田書店　三川店

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 山形市 宮脇書店ヨークタウン成沢店

山形県 山形市 戸田書店　山形店

山形県 山形市 陽文堂書店

山形県 庄内町 ＢｏｏｋＣｉｔｙとみや

山形県 天童市 宮脇書店天童店

山形県 東根市 こまつ書店東根店

山形県 南陽市 ＢＳさんわ

山形県 米沢市 こまつ書店堀川町店

福島県 いわき市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯいわき鹿島店

福島県 いわき市 ヤマニ書房イオンいわき店



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 会津若松市 ブックスなにわ会津若松本店

福島県 会津若松市 岩瀬書店会津若松駅前店

福島県 郡山市 ジュンク堂書店　郡山店

福島県 郡山市 岩瀬書店富久山店

福島県 大玉村 宮脇書店大玉店

福島県 南相馬市 おおうち書店

福島県 白河市 スーパーブックス新白河店

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 岩瀬書店鎌田店

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

茨城県 かすみがうら市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千代田店

茨城県 つくば市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店

茨城県 ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店

茨城県 稲敷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ東店

茨城県 笠間市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ友部店

茨城県 牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店

茨城県 境町 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ境Ｆｉｓｓ店

茨城県 古河市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ古河店

茨城県 高萩市 田所書店イオン高萩店

茨城県 鹿嶋市 オ　カ　ミ　書店

茨城県 守谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店

茨城県 常総市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ石下店

茨城県 常陸大宮市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ常陸大宮店

茨城県 神栖市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鹿島店

茨城県 水戸市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ水戸笠原店

茨城県 石岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ石岡店

茨城県 筑西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店

茨城県 那珂市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ那珂店

茨城県 日立市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ日立中央店

茨城県 日立市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ日立田尻店

茨城県 鉾田市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鉾田店

茨城県 鉾田市 増子書店



茨城県 北茨城市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ北茨城店

栃木県 下野市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下野店

栃木県 鹿沼市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鹿沼店

栃木県 小山市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ小山店

栃木県 真岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ真岡店

栃木県 足利市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ足利店

栃木県 足利市 文真堂書店タイムクリップゲオ足利助戸店

栃木県 足利市 文真堂葉鹿店

栃木県 大田原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ大田原店

栃木県 日光市 スーパーブックス今市店

群馬県 みどり市 文真堂大間々店

群馬県 安中市 文真堂書店タイムクリップゲオ安中店

群馬県 伊勢崎市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ伊勢崎店

群馬県 館林市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ館林店

群馬県 館林市 文真堂小桑原店

群馬県 高崎市 ブックマンズアカデミー　高崎店

群馬県 高崎市 文真堂群馬町店

群馬県 高崎市 文真堂書店タイムクリップゲオ倉賀野店

群馬県 高崎市 文真堂上中居店

群馬県 渋川市 TIME CLIP　渋川中央店

群馬県 沼田市 文真堂上原店

群馬県 前橋市 文真堂小出店

群馬県 前橋市 文真堂大胡店

群馬県 太田市 ナカムラヤニコモール店

群馬県 太田市 喜久屋書店太田店

群馬県 太田市 文真堂書店タイムクリップゲオ新井店

群馬県 東吾妻町 文真堂原町店

群馬県 富岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富岡店

埼玉県 さいたま市 オークスブックセンター岩槻店

埼玉県 さいたま市 さきたま書店ＢＯＯＫ

埼玉県 さいたま市 旭屋書店イオンモール浦和美園店

埼玉県 さいたま市 書房すみよし丸広南浦和

埼玉県 さいたま市 須原屋

埼玉県 さいたま市 板山明文堂

埼玉県 越谷市 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン



埼玉県 越谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ越谷店

埼玉県 越谷市 宮脇書店越谷店

埼玉県 狭山市 芳林堂書店エミオ狭山市店

埼玉県 戸田市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

埼玉県 幸手市 文真堂幸手店

埼玉県 三郷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ三郷店

埼玉県 所沢市 大垣書店ブックスタマ所沢店

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 新座市 旭屋書店志木店

埼玉県 川越市 紀伊國屋書店川越店

埼玉県 川口市 須原屋アリオ川口店

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 鶴ヶ島市 スーパーブックスｙｃｖｏｘワカバウォーク

埼玉県 入間市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ入間店

埼玉県 富士見市 芳林堂書店みずほ台店

埼玉県 本庄市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ本庄店

埼玉県 本庄市 文真堂書店　ビバモール本庄店

千葉県 旭市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ旭店

千葉県 印西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千葉ＮＴ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 鎌ヶ谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鎌ヶ谷店

千葉県 君津市 博文堂書店君津店

千葉県 山武市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ成東店

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 松戸市 堀江良文堂

千葉県 千葉市 スーパーブックス都賀店

千葉県 船橋市 旭屋書店船橋店

千葉県 大多喜町 Ｂｏｏｋ　Ｌａｎｄ　オリブ

千葉県 東金市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ東金店

千葉県 柏市 オークスブックセンター南柏店

千葉県 柏市 スーパーブックス新柏店

千葉県 柏市 紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店

千葉県 八街市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ八街店



千葉県 富里市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富里店

千葉県 茂原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店

千葉県 野田市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ野田桜の里店

千葉県 野田市 オークスメディアパーク野田店

東京都 羽村市 大垣書店ブックスタマ小作店

東京都 江戸川区 椿書房

東京都 江東区 丸善有明ワンザ店

東京都 江東区 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店

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 芳林堂書店高田馬場店

東京都 世田谷区 スーパーブックスあおい書店池尻大橋店

東京都 世田谷区 住吉書房駒沢店

東京都 西東京市 博文堂書店田無店

東京都 千代田区 書泉ブックタワー

東京都 足立区 ス－パ－ブックス竹ノ塚駅前店

東京都 足立区 ぶっくらんど

東京都 足立区 住吉書房五反野店

東京都 足立区 文真堂書店足立花畑店

東京都 大田区 ブックスフジ大鳥居店

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 田辺書店空港店

東京都 大田区 藤乃屋書店

東京都 中野区 明屋書店中野ブロードウェイ店

東京都 町田市 久美堂本町田店

東京都 東久留米市 野崎書林

東京都 東大和市 大垣書店ブックスタマ東大和店

東京都 品川区 ブックスタマ武蔵小山店

東京都 品川区 ブックファーストレミィ五反田店

東京都 武蔵村山市 岡野谷書店

東京都 武蔵野市 ブックス・ルーエ

東京都 文京区 スーパーブックスあおい書店春日店

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 墨田区 廣文館イトーヨーカドー曳舟店



東京都 目黒区 住吉書房中目黒店

神奈川県 横浜市 ブックポート２０３　鶴見店

神奈川県 横浜市 ブックポート２０３　緑園店

神奈川県 横浜市 住吉書房新杉田店

神奈川県 開成町 ミクニ書店

神奈川県 茅ヶ崎市 川上書店ラスカ店

神奈川県 小田原市 伊勢治書店ダイナシティ店

神奈川県 川崎市 ブックポート２０３　栗平店

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 紀伊國屋書店イトーヨーカドー川崎店

神奈川県 川崎市 紀伊國屋書店武蔵小杉店

神奈川県 川崎市 住吉書房宮崎台駅前店

神奈川県 川崎市 住吉書房元住吉店

神奈川県 川崎市 住吉書房登戸店

神奈川県 相模原市 中村書店本店

神奈川県 大和市 ブックポート２０３　大和店

神奈川県 藤沢市 ＢＯＯＫＢＯＸ文華堂

神奈川県 藤沢市 Ｂｏｏｋプラザ文華堂

神奈川県 平塚市 サクラ駅ビル店

神奈川県 平塚市 サクラ書店高村店

新潟県 阿賀野市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ水原南店

新潟県 燕市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊吉田店

新潟県 燕市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊分水店

新潟県 加茂市 コメリ書房加茂店

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 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 三条市 コメリ書房三条店

新潟県 三条市 知遊堂三条店

新潟県 糸魚川市 ブックステーションサカイ東寺町店

新潟県 十日町市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊十日町店

新潟県 小千谷市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊小千谷インター店

新潟県 上越市 知遊堂上越国府店



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 ジュンク堂書店　新潟店

新潟県 新潟市 知遊堂亀貝店

新潟県 新発田市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊新発田豊町店

新潟県 新発田市 コメリ書房新発田店

新潟県 村上市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店

新潟県 胎内市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊中条店

新潟県 長岡市 戸田書店　長岡店

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

富山県 滑川市 明文堂書店滑川店

富山県 高岡市 喜久屋書店高岡店

富山県 高岡市 文苑堂書店戸出店

富山県 高岡市 文苑堂書店清水町店

富山県 高岡市 文苑堂書店福田本店

富山県 高岡市 文苑堂書店野村店

富山県 黒部市 明文堂黒部店

富山県 射水市 文苑堂書店小杉店

富山県 射水市 文苑堂書店新湊店

富山県 射水市 明文堂書店高岡射水店

富山県 入善町 明文堂書店新入善店

富山県 氷見市 明文堂書店氷見店

富山県 富山市 ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ藤の木店

富山県 富山市 紀伊國屋書店富山店

富山県 富山市 清明堂アピタ店

富山県 富山市 文苑堂書店富山豊田店

富山県 富山市 文苑堂書店本郷店

富山県 富山市 明文堂書店富山掛尾店

富山県 富山市 明文堂書店富山有沢橋店

富山県 富山市 明文堂新庄経堂店

石川県 加賀市 平和書店アル・プラザ加賀店

石川県 金沢市 うつのみや金沢百番街店

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 七尾市 きくざわ書店ナッピィモール店

石川県 七尾市 明文堂書店能登七尾店

石川県 小松市 ＫａＢｏＳイオンモール新小松店

石川県 小松市 うつのみや小松城南店

石川県 小松市 平和書店アル・プラザ小松店

石川県 小松市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

石川県 中能登町 きくざわ書店鹿島店

石川県 能美市 ブックメイト　とくひさ

石川県 能美市 北国書林辰口店

石川県 白山市 北国書林アピタ店

石川県 白山市 北国書林松任店

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 野々市市 明文堂書店金沢野々市店

福井県 坂井市 平和書店アル・プラザアミ店

福井県 越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ武生店

福井県 坂井市 ＫａＢｏｓ三国店

福井県 鯖江市 ＳｕｐｅｒＫａｂｏＳ鯖江店

福井県 鯖江市 平和書店アル・プラザ鯖江店

福井県 大野市 カドヤ書店Ｖｉｏ店

福井県 大野市 勝木書店大野店

福井県 敦賀市 ＫａＢｏＳ　ＭＥＧＡドン・キホ－テ敦賀店

福井県 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店

福井県 敦賀市 平和書店アル・プラザ敦賀店

福井県 福井市 ＫａＢｏＳベル店

福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳＷＡＳＳＥ店

福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店

福井県 福井市 勝木書店新二の宮店

山梨県 北杜市 ＢＯＯＫＳセイブンドウ

長野県 長野市 きたながの書店

岐阜県 大垣市 平和書店アル・プラザ鶴見店

岐阜県 下呂市 ＫＩＫＵＹＡ　ピア店

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 関市 こみかるはうす　関店

岐阜県 岐阜市 カルコス本店

岐阜県 岐阜市 丸善　岐阜店

岐阜県 岐阜市 宮脇書店柳津店

岐阜県 岐阜市 三省堂書店岐阜店

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 高山市 ブックス・アイオー

岐阜県 瑞穂市 カルコス穂積店

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 下田市 ムラカミ書店アネックス店

静岡県 掛川市 明屋書店掛川西郷店

静岡県 菊川市 戸田書店　リブレ菊川店

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 御殿場市 ひまわりＢＯＯＫＳ御殿場店

静岡県 三島市 三島ブックセンター

静岡県 沼津市 マルサン書店駅北店

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 静岡市 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 静岡市 吉見書店長田店

静岡県 静岡市 吉見書店竜南店

静岡県 静岡市 戸田書店　江尻台店

静岡県 静岡市 戸田書店　柏屋店

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 袋井市 江崎書店袋井店

静岡県 長泉町 Ｂｏｏｋｓランケイ社

静岡県 島田市 島田書店花みずき店

静岡県 藤枝市 戸田書店　藤枝東店

静岡県 函南町 ひまわりＢＯＯＫＳ函南店

静岡県 磐田市 明屋書店イケヤ磐田東店

静岡県 浜松市 アマノ高丘店

静岡県 浜松市 アマノ有玉店



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 富士宮市 戸田書店　富士宮店

静岡県 富士宮市 大垣書店イオンモール富士宮店

静岡県 富士市 あおい書店富士店

静岡県 富士市 戸田書店　富士店

愛知県 岡崎市 あおい書店上里店

愛知県 岡崎市 鎌倉文庫　岡崎南店

愛知県 小牧市 カルコス小牧店

愛知県 瀬戸市 こみかるはうす新瀬戸店

愛知県 西尾市 あおい書店西尾店

愛知県 大口町 こみかるはうす大口店

愛知県 知立市 丸善　アピタ知立店

愛知県 東郷町 らくだ書店東郷店

愛知県 半田市 あおい書店半田店

愛知県 扶桑町 カルコス扶桑店

愛知県 豊川市 あおい書店豊川店

愛知県 豊川市 本の王国豊川店

愛知県 豊田市 丸善　豊田Ｔ－ＦＡＣＥ店

愛知県 豊田市 本のメグリア本店

愛知県 北名古屋市 あおい書店西春店

愛知県 名古屋市 らくだ書店城北店

愛知県 名古屋市 らくだ書店本店

愛知県 名古屋市 鎌倉文庫　栄店

愛知県 名古屋市 丸善　イオンタウン千種

愛知県 名古屋市 丸善　ヒルズウォーク徳重店

愛知県 名古屋市 丸善　名古屋本店

愛知県 名古屋市 三省堂書店名古屋本店

愛知県 名古屋市 泰文堂日比野本店

三重県 伊賀市 コメリ書房上野店

三重県 四日市市 丸善　四日市店

三重県 多気町 多気ＢＣ　クリスタルタウン店

三重県 鈴鹿市 コメリ書房鈴鹿店

滋賀県 湖南市 平和書店石部店

滋賀県 高島市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店



滋賀県 高島市 平和書店今津店

滋賀県 日野町 平和書店フレンドタウン日野店

滋賀県 栗東市 平和書店アル・プラザ栗東店

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 平和書店アル・プラザ近江八幡店

滋賀県 甲賀市 ハイパーブックス水口店

滋賀県 甲賀市 平和書店アル・プラザ水口店

滋賀県 守山市 平和書店アル・プラザ守山店

滋賀県 守山市 サンミュージック守山店

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 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 大津市 平和書店アル・プラザ瀬田店

滋賀県 大津市 平和書店坂本店

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 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ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店

滋賀県 東近江市 平和書店アル・プラザ八日市店

滋賀県 彦根市 ハイパーブックス彦根店

滋賀県 彦根市 平和書店ビバシティ彦根店

京都府 宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店

京都府 京田辺市 平和書店アル・プラザ京田辺店

京都府 京都市 ブックパル文苑山科店

京都府 京都市 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府 京都市 大垣書店イオンモール京都五条店

京都府 京都市 大垣書店イオンモ－ル京都桂川店

京都府 京都市 大垣書店イオンモ－ル北大路店

京都府 京都市 大垣書店イオン洛南店

京都府 京都市 大垣書店ブックパル桂南店

京都府 京都市 大垣書店ブックパル五条店

京都府 京都市 大垣書店烏丸三条店

京都府 京都市 大垣書店京都ファミリー店



京都府 京都市 大垣書店京都ヨドバシ店

京都府 京都市 大垣書店京都駅ビル　ザ・キューブ店

京都府 京都市 大垣書店高野店

京都府 京都市 大垣書店二条駅店

京都府 京都市 大垣醍醐店

京都府 京都市 大垣伏見店

京都府 城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

京都府 舞鶴市 平和書店らぽーる東舞鶴店

京都府 亀岡市 大垣書店亀岡店

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 大垣書店堀川新文化ビルヂング店

京都府 長岡京市 アバンティブックセンター長岡店

京都府 木津川市 ＭＩＹＡＷＡＫＩ　ＰＬＡＮＴ　木津川店

大阪府 茨木市 平和書店アル・プラザ茨木店

大阪府 大阪市 平和書店フレンドタウン深江橋店

大阪府 枚方市 平和書店アル・プラザ枚方店

大阪府 岸和田市 アバンティブックセンターラパーク岸和田店

大阪府 高槻市 ジュンク堂書店松坂屋高槻店

大阪府 高槻市 大垣書店高槻店

大阪府 堺市 アバンティブックセンター光明池店

大阪府 堺市 丸善高島屋堺店

大阪府 堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店

大阪府 堺市 書院バンブーハウス

大阪府 堺市 大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

大阪府 島本町 長谷川書店水瀬駅前店

大阪府 松原市 パルネット正文堂書店

大阪府 寝屋川市 アバンティブックセンター寝屋川店

大阪府 寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店

大阪府 吹田市 アミ－ゴ書店千里丘店

大阪府 摂津市 コーナンＢＯＯＫＳ　摂津鳥飼西店

大阪府 大阪狭山市 パルネット狭山店

大阪府 大阪市 アミーゴ書店大和田店

大阪府 大阪市 アミーゴ書店都島店

大阪府 大阪市 ジュンク堂書店大阪本店

大阪府 大阪市 ブックファーストなんばウォーク店



大阪府 大阪市 旭屋書店梅田地下街店

大阪府 大阪市 丸善　高島屋大阪店

大阪府 大阪市 紀伊國屋書店梅田本店

大阪府 大阪市 紀伊國屋書店本町店

大阪府 大阪市 正和堂書店

大阪府 大阪市 くまざわ書店天王寺店

大阪府 藤井寺市 アバンティブックセンター藤井寺店

大阪府 柏原市 宮脇書店大阪柏原店

大阪府 八尾市 丸善八尾アリオ店

大阪府 豊中市 大垣書店豊中緑丘店

大阪府 箕面市 ブックパル　デューク書店

大阪府 門真市 郡山書店

兵庫県 伊丹市 アミーゴ書店昆陽店

兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店加古川店

兵庫県 三田市 アバンティブックセンター三田駅前店

兵庫県 三田市 アミーゴ書店フラワータウン店

兵庫県 三木市 アバンティブックセンター三木志染店

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 アミーゴ書店横尾店

兵庫県 神戸市 アミーゴ書店垂水店

兵庫県 神戸市 アミーゴ書店西神南店

兵庫県 神戸市 アミーゴ書店六甲道店

兵庫県 神戸市 アミ－ゴ書店西神戸店

兵庫県 神戸市 くまざわ書店藤原台店

兵庫県 神戸市 喜久屋書店神戸北町店

兵庫県 神戸市 喜久屋書店西神中央店

兵庫県 神戸市 喜久屋書店東急プラザ　新長田店

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

兵庫県 西宮市 旭屋書店ららぽーと甲子園店

兵庫県 川西市 アミーゴ書店多田店

兵庫県 川西市 紀伊國屋書店川西店

兵庫県 宝塚市 アバンティブックセンター宝塚中山店

兵庫県 豊岡市 喜久屋書店豊岡店



奈良県 橿原市 ジュンク堂書店橿原店

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 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 天理市 ＷＡＹ書店天理店

和歌山県 和歌山市 アバンティブックセンター和歌山店

島根県 安来市 今井書店新プラーナ店

島根県 雲南市 今井書店木次マルシェリーズ店

島根県 益田市 ブックセンタージャスト高津店

島根県 出雲市 ブックセンターコスモ出雲店

島根県 出雲市 宮脇書店ゆめタウン斐川店

島根県 出雲市 今井書店ゆめタウン出雲店

島根県 出雲市 今井書店出雲店

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 大田市 ブックセンタージャスト大田店

島根県 浜田市 ブックセンタージャスト浜田店

鳥取県 境港市 今井書店境港店

鳥取県 琴浦町 今井書店アプト店

鳥取県 倉吉市 今井書店倉吉パープルタウン店

鳥取県 倉吉市 今井書店倉吉店

鳥取県 鳥取市 ブックセンターコスモ吉方店

鳥取県 鳥取市 ブックフォ－ラム喜久屋書店国府店

鳥取県 鳥取市 今井書店吉成コミック店

鳥取県 鳥取市 今井書店湖山メディア館

鳥取県 米子市 今井書店錦町店

鳥取県 米子市 本の学校今井ブックセンター

岡山県 岡山市 宮脇書店Ｐモール藤田店

岡山県 高梁市 山本金星堂

岡山県 新見市 宮脇書店サンパーク新見店

岡山県 倉敷市 喜久屋書店倉敷店

岡山県 総社市 宮脇書店総社店

岡山県 津山市 ブックフォーラム喜久屋書店津山店

岡山県 美作市 中島書店美作店

広島県 広島市 紀伊國屋書店広島店



広島県 広島市 ジュンク堂書店　広島駅前店

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 廣文館新幹線店

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 庄原市 ブックセンタージャスト庄原店

広島県 福山市 廣文館福山駅ビル店

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 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 下松市 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店

山口県 下松市 明屋書店下松店

山口県 岩国市 明屋書店南岩国店

山口県 光市 明屋書店光店

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 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 長門市 明屋書店長門店

山口県 萩市 明屋書店萩店

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 阿南市 カルチャーシティ平惣阿南センター店

徳島県 阿南市 附家阿南店

徳島県 小松島市 カルチャーシティ平惣羽ノ浦国道店

徳島県 小松島市 カルチャーシティ平惣小松島店

徳島県 松茂町 附家松茂店



徳島県 徳島市 カルチャーシティ平惣書店タクト店

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

徳島県 徳島市 附家国府店

徳島県 藍住町 ＢＯＯＫＳジュピター

香川県 高松市 ジュンク堂書店　高松店

愛媛県 愛南町 明屋書店南宇和店

愛媛県 宇和島市 明屋書店宇和島明倫店

愛媛県 鬼北町 明屋書店広見店

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 四国中央市 明屋書店川之江店

愛媛県 松山市 Ｓｅｒｅｎ　Ｄｉｐ　明屋書店アエル店

愛媛県 松山市 明屋スピリッツ石手店

愛媛県 松山市 明屋書店ＭＥＧＡ平田店

愛媛県 松山市 明屋書店空港通り店

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 松前町 明屋書店松前店

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 西予市 明屋書店宇和店

愛媛県 大洲市 明屋書店大洲店

愛媛県 内子町 明屋書店内子店

愛媛県 八幡浜市 明屋書店八幡浜店

高知県 高知市 金高堂書店

高知県 高知市 金高堂朝倉ブックセンター

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 遠賀町 ゆめタウン遠賀白石書店

福岡県 久留米市 紀伊國屋書店久留米店

福岡県 行橋市 福岡金文堂ゆめタウン行橋店

福岡県 行橋市 明屋書店行橋行事店

福岡県 宗像市 明屋書店宗像店

福岡県 直方市 エ－ブック直方店

福岡県 田川市 明屋書店伊加利店

福岡県 粕屋町 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂長者原店

福岡県 飯塚市 エ－ブック飯塚店

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 福岡金文堂ビバモール赤間店

福岡県 福岡金文堂 福岡金文堂姪浜南店

福岡県 福岡市 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂原田店

福岡県 福岡市 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂えきマチ１丁目香椎店

福岡県 福岡市 ジュンク堂書店　福岡店

福岡県 福岡市 メトロ書店千早店

福岡県 福岡市 紀伊國屋書店福岡本店

福岡県 福岡市 福家書店福岡木の葉モール橋本店

福岡県 福岡市 文久

福岡県 豊前市 明屋書店豊前店

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 柳川市 明林堂書店ゆめモ－ル柳川店

佐賀県 福岡金文堂 福岡金文堂イオン唐津店

長崎県 佐々町 メディア館佐々店

長崎県 佐世保市 金明堂大野モール店

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 長崎市 メトロ書店本店

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店長崎店

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 菊陽町 紀伊國屋書店熊本光の森店



熊本県 錦町 サンロード明屋書店錦店

熊本県 熊本市 メトロ書店熊本本店

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 多良木町 サンロード明屋書店　多良木店

熊本県 天草市 ブックスまるぶんイオン天草店

熊本県 八代市 金龍堂八代ファ－スト文庫店

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 大分市 ジュンク堂書店　大分店

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

大分県 大分市 明屋書店高城店

大分県 中津市 明屋書店中津本店

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 宮崎市 りーぶる金海堂クロスモール店

宮崎県 宮崎市 紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店

宮崎県 高千穂町 明屋書店　高千穂店

宮崎県 川南町 明屋書店　川南店

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

鹿児島県 薩摩川内市 明屋書店　川内店

鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店鹿児島店

鹿児島県 枕崎市 三愛書店花渡川店

鹿児島県 霧島市 金海堂　イオン隼人国分店


