
■「ディズニープリンセス サマーブックフェア」実施店舗

※フェア購入特典は、店舗でなくなり次第終了となります。

都道府県 市区町村 書店名

ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯田店

三省堂書店札幌店

宮脇書店札幌元町店

北上市 東山堂北上店

東山堂

東山堂イオンモ－ル前潟盛岡店

東山堂イオンモ－ル盛岡南店

東山堂川徳店

東山堂三ッ割店

東山堂都南店

大崎市 ブックスなにわ古川店

紀伊國屋書店仙台店

ブックスなにわ仙台泉店

多賀城市 ブックスなにわ多賀城店

ヤマニ書房イオンいわき店

ヤマニ書房ラトブ店

須賀川市 コオリヤマ書店須賀川西店

田村市 ＢＯＯＫＳパレット

茨城県 高萩市 田所書店イオン高萩店

安中市 文真堂安中店Ｔ・Ｃ

喜久屋書店太田店

ブックマンズアカデミー太田店

ブックマンズアカデミー高崎店

文真堂倉賀野店Ｔ・Ｃ

沼田市 文真堂上原店

東吾妻町 文真堂原町店

藤岡市 戸田書店　藤岡店

前橋市 ブックマンズアカデミー前橋店

栃木県 宇都宮市 八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店

高砂屋ＰＡＰＡ上尾店

ブックマルシェ上尾店

須原屋川口前川店

明文堂書店川口末広店

川越市 Ｔ’ｓＢｏｏｋｓ

越谷市 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン

福島県

いわき市

群馬県

太田市

高崎市

埼玉県

上尾市

川口市

北海道 札幌市

岩手県
盛岡市

宮城県 仙台市
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都道府県 市区町村 書店名

越谷市 宮脇書店越谷店

板山明文堂

押田謙文堂

書房すみよし丸広南浦和

須原屋

須原屋コルソ店

幸手市 文真堂幸手店

鶴ヶ島市 スーパーブックスｙｃｖｏｘワカバウォ－ク

戸田市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

新座市 旭屋書店志木店

深谷市 ブックマルシェ　アリオ深谷店

我孫子市 ブックマルシェ我孫子店

コーナンＢＯＯＫＳ　市川原木店

ときわ書房本八幡スクエア店プラスゲオ

浦安市 ときわ書房ニューコースト新浦安店

大多喜町 ＢｏｏｋＬａｎｄオリブ

ＳＢオークスブックセンター南柏店

ス－パ－ブックス新柏店

千葉市 ＳＢオークスブックセンターあすみが丘店

船橋市 旭屋書店船橋店

松戸市 堀江良文堂

八千代市 八重洲ブックセンター　フルルガーデン八千代店

昭島市 ブックスオオトリ昭島店

書店ぶっくらんど

ス－パ－ブックス住吉書房五反野店

ス－パ－ブックス竹ノ塚駅前店

文真堂書店足立花畑店

江戸川区 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店

大田区 藤乃屋書店

ブックスオオトリ四つ木店

太洋堂

渋谷区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 渋谷店

新宿区 スーパーブックス芳進堂ラムラ店

ブックスオオトリ高円寺店

八重洲ブックセンター荻窪ルミネ店

墨田区 廣文館イトーヨーカドー曳舟店

三省堂書店下北沢店

三省堂書店成城店

埼玉県

さいたま市

千葉県

市川市

柏市

東京都

足立区

葛飾区

杉並区

世田谷区
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都道府県 市区町村 書店名

アスカブックセラーズ

八重洲ブックセンター本店

調布市 書原つつじヶ丘店

豊島区 旭屋書店池袋店

練馬区 八重洲ブックセンター石神井公園店

野崎書林

ブックセンター滝山

文京区 スーパーブックスあおい書店春日店

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

目黒区 ス－パ－ブックス住吉書房中目黒ＢＣ

小田原市 ス－パ－ブックス伊勢治書店ダイナシティ店

北野書店本店

紀伊國屋書店イトーヨーカドー川崎店

ス－パ－ブックス書房すみよし武蔵中原

ブックポート２０３栗平店

秦野市 原書店

藤沢市 Ｂｏｏｋプラザ文華堂

石堂書店

ス－パ－ブックス住吉書房新杉田店

ブックスオオトリ金沢シーサイド店

ブックポート２０３緑園店

八重洲ブックセンター京急上大岡店

五泉市 コメリ書房五泉店

燕市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ吉田店

ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店巻店

宮脇書店横越店

村上市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店

射水市 明文堂書店高岡射水店

黒部市 明文堂書店黒部店

三日市 山谷書店

ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ藤の木店

紀伊國屋書店富山店

文苑堂書店本郷店

明文堂書店富山有沢橋店

明文堂書店富山掛尾店

明文堂新庄経堂店

滑川市 明文堂書店滑川店

入善町 明文堂書店新入善店

新潟県
新潟市

富山県
富山市

東京都

中央区

東久留米市

神奈川県

川崎市

横浜市
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富山県 氷見市 明文堂書店氷見店

加賀市 平和書店アル・プラザ加賀店

金沢ビーンズ明文堂

北国書林　アル・プラザ店

ＫａＢｏＳイオンモール新小松店

明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

中能登町 きくざわ書店　アル・プラザ鹿島店

きくざわ書店ナッピィモール店

明文堂書店能登七尾店

うつのみや上林店

明文堂書店金沢野々市店

能美市 北国書林　辰口店

北国書林　アピタ松任店

北国書林　松任店

あわら市 高橋尚文堂

越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店

大野市 勝木書店　大野店

勝山市 ＫａＢｏＳ　勝山店

ＫａＢｏＳ　三国店

平和書店アル・プラザアミ店

鯖江市 ＳｕｐｅｒＫａｂｏＳ鯖江店

ＫａＢｏＳドンキ敦賀店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店

ＫａＢｏＳベル店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　ＷＡＳＳＥ店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店

勝木書店新二の宮店

甲州市 天真堂書店　塩山店

ＢＯＯＫパーク塩部店

ジュンク堂書店　岡島甲府店

天真堂書店　甲府国母店

柳正堂書店オギノバリオ店

朗月堂

昭和町 柳正堂書店甲府昭和イトーヨーカドー店

中央市 戸田書店　山梨中央店

都留市 ブックスＫＡＴＯ都留店

富士河口湖町 卓示書店河口湖ＢＥＬＬ店

富士吉田市 ＢＯＯＫＳＫＡＴＯ富士吉田店

福井県

坂井市

敦賀市

福井市

山梨県

甲府市

石川県

金沢市

小松市

七尾市

野々市市

白山市

4 / 8 ページ



都道府県 市区町村 書店名

山梨県 富士吉田市 Ｂｏｏｋｓ―Ｑ

飯田市 平安堂座光寺店

笠原書店

笠原書店レイクウォ－ク店

西澤書店

平安堂佐久インターウェーブ店

須坂市 平安堂須坂店

せいりん堂

平安堂諏訪店

平安堂東和田店

平安堂若槻店

松本市 興文堂平田店

山形村 興文堂ｉＣＩＴＹ

喜久屋書店大垣店

平和書店アル・プラザ鶴見店

各務原市 カルコス各務原店

岐阜市 カルコス本店

瑞穂市 カルコス穂積店

伊東市 サガミヤデュオ店

江崎書店イトヨーカドー静岡店

江崎書店ベイドリーム清水店

吉見書店長田店

吉見書店竜南店

清水町 マルサン書店柿田川サントムーン店

長泉町 ブックスランケイ社

藤枝市 藤枝江崎書店Ｂｉｖｉ店

富士市 あおい書店（らくだ）富士店

本の王国南安城店

本の王国安城店

あおい書店（らくだ）上里店

鎌倉文庫　岡崎南店

本の王国岡崎店

尾張旭市 本の王国尾張旭店

刈谷市 本の王国刈谷店

田原市 豊川堂田原店

千種区 らくだ書店本店

知多市 本の王国知多イト－ヨ－カド－店

東郷町 らくだ書店東郷店

静岡県

静岡市

愛知県

安城市

岡崎市

長野県

岡谷市

佐久市

諏訪市

長野市

岐阜県

大垣市
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都道府県 市区町村 書店名

豊川市 本の王国豊川店

本のメグリア本店

丸善　豊田Ｔ－ＦＡＣＥ店

豊橋市 豊川堂アピタ向山店

長久手市 正文館書店フレンドタウン長久手店

扶桑町 カルコス扶桑店

緑区 正文館書店緑区グリーンプラザ店

多気町 多気ＢＣクリスタルタウン店

津市 別所書店イオン津店

近江八幡市 平和書店アル・プラザ近江八幡店

草津市 喜久屋書店草津店

甲賀市 平和書店アル・プラザ水口店

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店

平和書店アル・プラザ八日市店

彦根市 平和書店ビバシティ彦根店

守山市 平和書店アル・プラザ守山店

栗東市 平和書店アル・プラザ栗東店

コーナンブックスＪＲ宇治駅北店

平和書店アル・プラザ宇治東店

亀岡市 大垣書店亀岡店

北区 大垣書店ビブレ店

京田辺市 平和書店アル・プラザ京田辺店

城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

舞鶴市 平和書店らぽ－る東舞鶴店

大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店

大垣書店イオンモ－ル京都桂川店

山科区 大垣書店Ｂ．Ｐ山科店

茨木市 平和書店アル・プラザ茨木店

大阪狭山市 パルネット狭山店

紀伊國屋書店グランフロント大阪店

紀伊國屋書店天王寺ミオ店

平和書店フレンドタウン深江橋店

正和堂書店

北区 紀伊國屋書店梅田本店

堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店

摂津市 コーナン摂津鳥飼西店

寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店

枚方市 平和書店アル・プラザ枚方店

大阪府

大阪市

三重県

滋賀県 東近江市

京都府

宇治市

南区

愛知県

豊田市
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都道府県 市区町村 書店名

福島区 コーナン福島大開店

藤井寺市 パルネット藤ヶ丘店

パルネット正文堂書店

パルネット松原駅前店

加古川市 紀伊國屋書店加古川店

北区 宮脇書店神戸北店

大垣書店神戸ハーバーランド店

喜久屋書店神戸北町店

喜久屋書店西神中央店

喜久屋書店東急プラザ　新長田店

メトロ書店　神戸御影店

西宮市 コーナン西宮今津店

生駒市 啓林堂書店生駒店

啓林堂書店学園前店

啓林堂書店奈良店

啓林堂書店

コーナン大和郡山筒井店

出雲市 宮脇書店ゆめタウン斐川店

大田市 ブックセンタージャスト大田店

江津市 宮脇書店ゆめタウン江津店

浜田市 ブックセンタージャスト浜田店

ブックセンタージャスト高津店

宮脇書店ゆめタウン益田店

岡山市 宮脇書店Ｐモール藤田店

鏡野町 ＰＬＡＮＴＢＯＯＫコーナー

安芸高田市 宮脇書店ゆめタウン吉田店

江田島市 宮脇書店ゆめタウン江田島店

呉市 廣文館呉駅ビル店

庄原市 ブックセンタージャスト庄原店

大垣書店ジ・アウトレット広島店

宮脇書店ゆめタウン安古市店

山口県 宇部市 宮脇書店宇部店

阿南市 カルチャーシティ平惣阿南センター店

カルチャーシティ平惣小松島店

カルチャーシティ平惣羽ノ浦国道店

カルチャーシティ平惣川内店

カルチャーシティ平惣書店タクト店

カルチャーシティ平惣田宮店

広島県

広島市

徳島県

小松島市

徳島市

奈良県
奈良市

大和郡山市

島根県

益田市

岡山県

大阪府

松原市

兵庫県
神戸市
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都道府県 市区町村 書店名

徳島県 徳島市 ブックシティ平惣徳島店

愛媛県 大洲市 アクトピアブックセンター

高知県 香南市 金高堂野市店

遠賀町 ゆめタウン遠賀白石書店

北九州市 白石書店本店

福岡市 福岡金文堂本店

宗像市 福岡金文堂ビバモ－ル赤間店

佐賀県 唐津市 福岡金文堂イオン唐津店

長崎県 佐世保市 金明堂５８大野モ－ル店

熊本県 荒尾市 紀伊國屋書店あらおシティモール店

大分県 大分市 ジュンク堂書店大分店

紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店

りーぶる金海堂クロスモール店

大隅町 光美堂

石井書店

ブックセンターめいわ中山店

ブックセンターめいわ和田店

霧島市 金海堂イオン隼人国分店

曽於市 浜田書店

日置市 ブックセンターめいわ伊集院店

枕崎市 三愛書店花渡川店

南九州市 瀬川文泉堂

石垣市 タウンパルやまだ

うるま市 大城書店石川店

那覇市 ジュンク堂書店那覇店

宮崎県 宮崎市

鹿児島県

鹿児島市

沖縄県

福岡県
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