
※数に限りがございますので、売切の場合はご容赦ください。

都道府県 書店名

大垣書店東光ストア行啓通店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店

紀伊國屋書店オーロラタウン店

札幌弘栄堂書店アピア店

三省堂書店札幌店

北区 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯田店

東区 ダイヤ書房本店

豊平区 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー福住店

厚別区 紀伊國屋書店厚別店

函館市 函館 蔦屋書店

喜久屋書店小樽店

紀伊國屋書店小樽店

釧路市　　　 ＢＯＯＫＳ ＨＩＲＯＳＥイオンモール釧路昭和店

喜久屋書店帯広店

宮脇書店帯広店

伊達市　　　 ゲオ伊達インター店

伊吉書院西店

伊吉書院類家店

岩手県 盛岡市　　　 東山堂イオンモ－ル盛岡南店

喜久屋書店仙台店

くまざわ書店エスパル仙台店

太白区 紀伊國屋書店仙台店

泉区 くまざわ書店アリオ仙台泉店

石巻市　　　 ヤマト屋書店石巻中里店

秋田県 秋田市 ジュンク堂書店秋田店

山形県 山形市　　　 こまつ書店寿町本店

福島市 岩瀬書店八木田店

ジュンク堂書店郡山店

岩瀬書店富久山店プラスゲオ

茨城県 つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店

栃木県 宇都宮市　　 八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店

前橋市　　　 Bookman’s Academy前橋店

高崎市 戸田書店高崎店

伊勢崎市　　 くまざわ書店伊勢崎店

太田市　　　 喜久屋書店太田店

館林市　　　 ゲオ館林店

みどり市　　 ゲオ笠懸店

三省堂書店大宮店

ブックファーストルミネ大宮店

浦和区 須原屋本店

緑区 旭屋書店イオンモ－ル浦和美園店

紀伊國屋書店川越店

ブックファーストルミネ川越店

■3月23日発売　幻冬舎「川口春奈　東京23区 Another Story 特別限定版 【NFTデジタル特典つき】」 取扱店舗リスト

市区町村

北海道 札幌市 中央区

小樽市　　　

帯広市　　　

群馬県

埼玉県 さいたま市 大宮区

川越市　　　

青森県 八戸市　　　

宮城県 仙台市 青葉区

福島県

郡山市　　　
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都道府県 書店名市区町村

所沢市 ブックスタマ所沢店

旭屋書店新越谷店

三秀堂書店

ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン

宮脇書店越谷店

戸田市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

新座市　　　 旭屋書店志木店

桶川市 丸善桶川店

八潮市　　　 ゲオフレスポ八潮店

千葉市 中央区 くまざわ書店ペリエ千葉本店

くまざわ書店本八幡店

ときわ書房本八幡スクエア店プラスゲオ

ブックファーストシャポー市川店

船橋市　　　 くまざわ書店ららぽ－と船橋店

喜久屋書店松戸店

くまざわ書店松戸店

堀江良文堂書店

習志野市 丸善津田沼店

ＫａＢｏＳららぽーと柏の葉店

紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店

ジュンク堂書店柏モディ店

君津市　　　 博文堂君津店

書泉グランデ

書泉ブックタワー

丸善丸の内本店

丸善日本橋店

八重洲ブックセンター本店

紀伊國屋書店新宿本店

芳林堂書店高田馬場店

ブックファースト新宿店

ブックファーストルミネ新宿店

台東区　　　 明正堂アトレ上野店

墨田区 くまざわ書店錦糸町店

江東区　　　 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店

ブックスタマ武蔵小山店

ブックファースト五反田店

田辺書店羽田空港店

ブックファーストアトレ大森店

ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

大盛堂書店

紀伊國屋書店西武渋谷店

SHIBUYA TSUTAYA

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店

ブックファースト中野店

明屋書店中野ブロードウェイ店

杉並区　　　 八重洲ブックセンター荻窪ルミネ店

埼玉県

越谷市　　　

千葉県

市川市

松戸市

柏市　　　　

東京都 千代田区　　

中央区　　　

新宿区　　　

品川区　　　

大田区　　　

渋谷区　　　

中野区　　　

2/8



都道府県 書店名市区町村

旭屋書店池袋店

くまざわ書店池袋店

三省堂書店池袋本店

ジュンク堂書店池袋本店

山下書店大塚店

くまざわ書店西新井店

ス－パ－ブックス竹ノ塚駅前店

ブックファーストルミネ北千住店

葛飾区 ブックスキデイランド亀有店

八王子市 くまざわ書店八王子店

武蔵野市　　 ブックス・ルーエ

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

府中市　　　 喜久屋書店府中店

調布市　　　 くまざわ書店調布店

久美堂本店

ブックファーストルミネ町田店

多摩市 くまざわ書店桜ヶ丘店

羽村市　　　 大垣書店ブックスタマ小作店

鶴見区 BOOK PORT鶴見店

戸塚区 紀伊國屋書店西武東戸塚S.C.店

西区 紀伊國屋書店横浜店

港南区 八重洲ブックセンター京急上大岡店

青葉区 ブックファースト青葉台店

都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ港北店

川崎区 紀伊國屋書店イトーヨーカドー川崎店

紀伊國屋書店武蔵小杉店

書房すみよし武蔵中原

住吉書房元住吉店

緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店

くまざわ書店相模大野店

ブックファーストボーノ相模大野店

くまざわ書店久里浜店

くまざわ書店横須賀店

平塚市　　　 サクラ書店駅ビル店

鎌倉市 ＢＯＯＫＥＸＰＲＥＳＳアトレ大船店

藤沢市 ジュンク堂書店藤沢店

茅ヶ崎市　　 川上書店ラスカ店

大和市 BOOK PORT大和店

中央区 ジュンク堂書店新潟店

西区 知遊堂亀貝店

西蒲区 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店巻店

長岡市 戸田書店長岡店

三条市　　　 知遊堂三条店

柏崎市　　　 コメリ書房柏崎店

燕市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊吉田店

上越市 知遊堂上越国府店

神奈川県 横浜市　　　

川崎市

中原区

相模原市　

南区

横須賀市

東京都 豊島区　　　

足立区

町田市　　　

新潟県 新潟市
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都道府県 書店名市区町村

紀伊國屋書店富山店

清明堂書店マリエ店

明文堂書店富山有沢橋店

明文堂富山新庄経堂店

ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ藤の木店

文苑堂書店富山豊田店

喜久屋書店高岡店

文苑堂書店福田本店

滑川市 明文堂書店滑川店

うつのみや金沢香林坊店

うつのみや金沢百番街店

金沢ビーンズ明文堂書店

七尾市　　　 きくざわ書店ナッピィモール店

うつのみや小松城南店

明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

うつのみや金沢工大前店

うつのみや上林店

明文堂書店金沢野々市店

福井市　　　 勝木書店新二の宮店

敦賀市　　　 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店

山梨県 甲府市　　　 朗月堂書店

平安堂川中島店

平安堂長野店

平安堂東和田店

平安堂若槻店

松本市 丸善松本店

上田市　　　 平安堂上田しおだ野店

平安堂飯田店

平安堂座光寺店

諏訪市　　　 平安堂諏訪店

伊那市　　　 平安堂伊那店

佐久市 平安堂佐久インタ－ウェ－ブ店

千曲市　　　 平安堂更埴店

安曇野市　　 平安堂あづみ野店

三省堂書店岐阜店

丸善岐阜店

大垣市 喜久屋書店大垣店

各務原市 カルコス各務原店

瑞穂市 カルコス穂積店

駿河屋

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店新静岡店

駿河区 吉見書店長田店

清水区 江崎書店ベイドリーム清水店

東京書店  浜松店

明屋書店イケヤ高丘店

東区 ＢＯＯＫＳアマノ有玉店

福井県

長野県 長野市　　　

飯田市　　　

岐阜県 岐阜市

富山県 富山市　　　

高岡市　　　

石川県 金沢市　　　

小松市　　　

野々市市　　

静岡県 静岡市 葵区

浜松市　　 中区
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都道府県 書店名市区町村

浜松市　　　 南区 明屋書店浜松渡瀬店

沼津市　　　 マルサン書店駅北店

富士宮市　　 大垣書店イオンモ－ル富士宮店

島田市 島田書店花みずき店

富士市 戸田書店富士店

清水町 TSUTAYAすみや三島店

千種区 丸善イオンタウン千種店

東区 こみかるはうす藤が丘駅前店

北区 らくだ書店城北店

西区 紀伊國屋書店ｍｏｚｏワンダ―シティ店

三省堂書店名古屋本店

星野書店近鉄パッセ店

くまざわ書店名古屋セントラルパーク店

丸善名古屋本店

丸善アスナル金山店

瑞穂区 三洋堂書店新開橋店

スマ本屋　名鉄神宮前店

泰文堂日比野本店

緑区 丸善ヒルズウォーク徳重店

豊橋市　　　 豊川堂カルミア店

あおい書店上里店

シビコ正文館書店

瀬戸市　　　 こみかるはうす新瀬戸店

半田市 あおい書店半田店

豊川市 あおい書店豊川店

刈谷市　　　 本の王国刈谷店

豊田市 本のメグリア本店

本の王国安城店

本の王国南安城店

西尾市 あおい書店西尾店

小牧市　　　 カルコス小牧店

尾張旭市　　 こみかるはうすベルコート店

日進市　　　 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店

田原市 豊川堂新田原店

北名古屋市 あおい書店西春店

みよし市　　 本のメグリア三好店

東郷町 らくだ書店東郷店

扶桑町 カルコス扶桑店

別所書店イオン津店

別所書店修成店

別所書店津駅店

四日市市 丸善四日市店

鈴鹿市　　　 コメリ書房鈴鹿店

伊賀市 コメリ書房上野店

大垣書店フォレオ大津一里山店

扶桑書店

中村区

中区

熱田区

岡崎市

安城市　　　

静岡県

三重県 津市　　　　

滋賀県 大津市　　　

愛知県 名古屋市
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都道府県 書店名市区町村

ハイパーブックス彦根店

平和書店ビバシティ彦根店

長浜市　　　 ハイパーブックス長浜店

喜久屋書店草津店

ジュンク堂書店滋賀草津店

ハイパーブックスかがやき通り店

ハイパーブックス駒井沢店

日野町　　　 カルチャーハウスイシオカ

北区 大垣書店ビブレ店

上京区 萬年堂

大垣書店烏丸三条店

大垣書店二条駅店

若林書店

大垣書店京都本店

大垣書店京都ヨドバシ店

井上文鴻堂

信長書店四条河原町店

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＆cafe

右京区　　　大垣書店イオンモール京都五条店

伏見区 大垣書店伏見店

西京区 桂書房

福知山市　　 福島文進堂　福知山駅南町店

舞鶴市　　　 村田舞鶴堂

宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店

亀岡市　　　 大垣書店亀岡店

城陽市　 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

京田辺市　　 山城書店

南丹市　　　 犬石書店

紀伊國屋書店天王寺ミオ店

ジュンク堂書店上本町店

ジュンク堂書店難波店

ＦＡＮＦＵＮ　Ｂｏｏｋｓ

喜久屋書店阿倍野店

ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店

TSUTAYAあべの橋店

鶴見区 正和堂書店

梅田　蔦屋書店

紀伊國屋書店梅田本店

紀伊國屋書店グランフロント大阪店

ジュンク堂書店大阪本店

信長書店駅前第一ビル店

旭屋書店なんばＣＩＴＹ店

紀伊國屋書店本町店

ジュンク堂書店天満橋店

TSUTAYA EBISUBASHI

滋賀県 彦根市　　　

草津市　　　

京都府 京都市

中京区

下京区

南区

大阪府 大阪市 天王寺区

浪速区

阿倍野区

北区

中央区
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大阪市 中央区 丸善高島屋大阪店

東区 書院バンブーハウス

西区 紀伊國屋書店アリオ鳳店

豊中市　　 大垣書店豊中緑丘店

高槻市　　　 大垣書店高槻店

枚方市 枚方　蔦屋書店

茨木市 平和書店アル・プラザ茨木店

八尾市 丸善八尾アリオ店

富田林市 喜久屋書店富田林店

寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店

箕面市　　　 デューク書店

長田区 喜久屋書店東急プラザ新長田店

大垣書店神戸ハーバーランドumie店＆cafe

ジュンク堂書店三宮駅前店

喜久屋書店神戸学園都市店

喜久屋書店西神中央店

姫路市 ジュンク堂書店姫路店

西宮市　　　 ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

加古川市　　 紀伊國屋書店加古川店

川西市　　　 紀伊國屋書店川西店

小野市　　　 パルネット小野店

大和郡山市　 喜久屋書店大和郡山店

天理市　　　 ＷＡＹ書店ＴＳＵＴＡＹＡ天理店

橿原市　　　 喜久屋書店橿原店

鳥取市 ブックフォ－ラム喜久屋書店国府店

境港市　　　 今井書店境港店

松江市　　　 今井書店グループセンター店

出雲市　　　 今井書店出雲店

岡山県 倉敷市　　　 喜久屋書店倉敷店

中区 紀伊國屋書店広島店

南区 廣文館新幹線店

山口県 柳井市　　　 明屋書店柳井店

徳島市　　　 平惣 徳島店

小松島市　　 平惣 小松島店

阿南市　　　 平惣 阿南センター店

ジュンク堂書店高松店

宮脇書店総本店

宮脇書店南本店

愛媛県 四国中央市　 明屋書店川之江店

小倉北区 喜久屋書店小倉店

小倉南区 喜久屋書店小倉南店

紀伊國屋書店福岡本店

丸善博多店

中央区 ジュンク堂書店福岡店

久留米市　　 紀伊國屋書店久留米店

長崎県 長崎市　　　 紀伊國屋書店長崎店

奈良県

鳥取県

広島県 広島市

徳島県

香川県 高松市

大阪府

堺市　　

兵庫県 神戸市

中央区

西区

福岡県 北九州市

福岡市　　 博多区
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長崎市　　　 メトロ書店本店

五島市 ゲオ福江店

熊本県 菊陽町　　　 紀伊國屋書店熊本光の森店

紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店

ジュンク堂書店大分店

宮崎市　　　 紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店

都城市 田中書店イオンモール都城駅前店

紀伊國屋書店鹿児島店

丸善天文館店

霧島市 金海堂イオン隼人国分店

沖縄県 那覇市 ジュンク堂書店那覇店

沖縄県 うるま市　　 大城書店石川店

宮崎県

鹿児島県 鹿児島市　　

長崎県

大分県 大分市　　　
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