
※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 市区町村 書店名
北海道 札幌市 中央区 紀伊國屋書店オーロラタウン店

三省堂書店札幌店
東区 くまざわ書店アリオ札幌店
厚別区 紀伊國屋書店厚別店

帯広市 喜久屋書店帯広店
宮脇書店帯広店

宮城県 仙台市 ⻘葉区 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 ヤマト屋書店石巻あけぼの店
ヤマト屋書店石巻中⾥店

多賀城市 ブックスなにわ多賀城店
山形県 山形市 こまつ書店寿町本店

米沢市 こまつ書店堀川町店
茨城県 ⽔⼾市 川又書店エクセル店

未来屋書店⽔⼾内原店
牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店
つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店

群馬県 太田市 喜久屋書店太田店
埼玉県 さいたま市 大宮区 さきたま書店ＢＯＯＫ

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

川越市 紀伊國屋書店川越店
ブックファーストルミネ川越店

川口市 須原屋川口前川店
越谷市 旭屋書店新越谷店

ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン
博文堂書店千間台店
宮脇書店越谷店
未来屋書店レイクタウン店

⼾田市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ⼾田
新座市 旭屋書店志木店
久喜市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ菖蒲店

千葉県 千葉市 中央区 くまざわ書店ペリエ千葉本店
市川市 ブックファーストシャポー市川店
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千葉県 松⼾市 喜久屋書店松⼾店

柏市 紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店
八千代市 くまざわ書店八千代台店

東京都 千代田区 書泉グランデ
書泉ブックタワー
ラムタラメディアワールドアキバ

中央区 八重洲ブックセンター本店
港区 くまざわ書店田町店
新宿区 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

墨田区 くまざわ書店錦糸町店
品川区 ブックファースト五反田店
大田区 ブックスフジ

ブックファーストアトレ大森店
渋谷区 啓文堂書店渋谷店

大盛堂書店
中野区 ブックファースト中野店
豊島区 くまざわ書店池袋店

三省堂書店池袋本店
練馬区 ブックファースト練馬店
⾜⽴区 ブックファーストルミネ北千住店
葛飾区 紀伊國屋書店アリオ⻲有店
江⼾川区 八重洲ブックセンターアリオ葛⻄店
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

ブックファーストアトレ吉祥寺店
府中市 喜久屋書店府中店
昭島市 くまざわ書店昭島店
調布市 くまざわ書店調布店
町田市 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
⻄東京市 博文堂書店田無店

神奈川県 横浜市 ⼾塚区 紀伊國屋書店⻄武東⼾塚Ｓ．Ｃ．店
⻄区 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
旭区 くまざわ書店ジョイナステラス二俣川店
⻘葉区 ブックファースト⻘葉台店
都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ港北店

ブックファーストモザイクモール港北店
川崎市 川崎区 紀伊國屋書店イトーヨーカドー川崎店

2 / 5 ページ



都道府県 市区町村 書店名
神奈川県 川崎市 中原区 紀伊國屋書店武蔵小杉店

住吉書房元住吉店
相模原市 緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店

南区 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

横須賀市 くまざわ書店横須賀店
藤沢市 Ｂｏｏｋプラザ文華堂

新潟県 新潟市 ⻄区 知遊堂⻲⾙店
三条市 知遊堂三条店
村上市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店
上越市 知遊堂上越国府店

富山県 富山市 紀伊國屋書店富山店
⾼岡市 喜久屋書店⾼岡店

福井県 越前市 山田書店
山梨県 甲府市 朗月堂書店

甲州市 天真堂書店塩山店
⻑野県 ⻑野市 平安堂川中島店

平安堂⻑野店
平安堂東和田店

岡谷市 笠原書店
笠原書店レイクウォ－ク店

飯田市 平安堂飯田店
諏訪市 平安堂諏訪店
伊那市 平安堂伊那店
安曇野市 平安堂あづみ野店

岐阜県 岐阜市 三洋堂書店市橋店
カルコス本店

関市 三洋堂書店せき東店
中津川市 三洋堂書店中津川店
各務原市 カルコス各務原店
可児市 三洋堂書店下恵土店
瑞穂市 カルコス穂積店

静岡県 富士宮市 大垣書店イオンモ－ル富士宮店
伊東市 本のサガミヤ広野店
御殿場市 ひまわりＢＯＯＫＳ御殿場店
袋井市 宮脇書店磐田浅羽店
湖⻄市 明屋書店イケヤ湖⻄店
函南町 ひまわりＢＯＯＫＳ函南店

愛知県 名古屋市 ⻄区 紀伊國屋書店ｍｏｚｏワンダ―シティ店
中村区 三省堂書店名古屋本店
瑞穂区 三洋堂書店新開橋店
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愛知県 名古屋市 中川区 三洋堂書店中野橋店

緑区 未来屋書店大⾼店
半田市 三洋堂書店半田店
春日井市 三洋堂書店鳥居松店
豊川市 三洋堂書店豊川店
安城市 本の王国安城店
江南市 三洋堂書店江南店
小牧市 カルコス小牧店
東海市 三洋堂書店大田川店
日進市 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店
扶桑町 カルコス扶桑店

三重県 津市 三洋堂書店白塚店
別所書店津駅店

滋賀県 ⻑浜市 ハイパーブックス⻑浜店
草津市 喜久屋書店草津店

京都府 京都市 中京区 大垣書店二条駅店
下京区 大垣書店京都ヨドバシ店

信⻑書店四条河原町店
南区 大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店

大垣書店イオンモール京都桂川店
宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店

大阪府 大阪市 天王寺区 紀伊國屋書店天王寺ミオ店
浪速区 信⻑書店難波店

ＦＡＮＦＵＮＢｏｏｋｓ
阿倍野区 喜久屋書店阿倍野店
北区 紀伊國屋書店グランフロント大阪店

信⻑書店駅前第⼀ビル店
ブックファースト梅田２階店

中央区 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店
ブックファーストクリスタ⻑堀店
ブックファーストなんばウォーク店

堺市 ⻄区 紀伊國屋書店アリオ鳳店
豊中市 ブックファースト曽根店
池田市 ブックファースト池田店
⾼槻市 大垣書店⾼槻店
枚方市 信⻑書店枚方店

兵庫県 神⼾市 東灘区 メトロ書店神⼾御影店
中央区 信⻑書店三宮駅前店
⻄区 喜久屋書店神⼾学園都市店

喜久屋書店⻄神中央店
⻄宮市 ブックファーストエビスタ⻄宮店
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兵庫県 ⻄宮市 ブックファースト阪急⻄宮ガーデンズ店

加古川市 紀伊國屋書店加古川店
川⻄市 紀伊國屋書店川⻄店

奈良県 奈良市 啓林堂書店奈良店
大和郡山市 喜久屋書店大和郡山店
橿原市 喜久屋書店橿原店

和歌山県 橋本市 ツモリ⻄部店
鳥取県 鳥取市 今井書店吉成店

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

出雲市 今井書店出雲店
岡山県 倉敷市 喜久屋書店倉敷店

総社市 宮脇書店総社店
山口県 下関市 くまざわ書店下関店

下松市 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店
徳島県 徳島市 平惣徳島店

小松島市 平惣小松島店
福岡県 北九州市 小倉北区 喜久屋書店小倉店

福岡市 博多区 紀伊國屋書店福岡本店
⻄区 福家書店福岡木の葉モール橋本店

久留米市 紀伊國屋書店久留米店
⻑崎県 ⻑崎市 紀伊國屋書店⻑崎店

メトロ書店⻑崎本店
熊本県 熊本市 ⻄区 メトロ書店熊本本店

荒尾市 紀伊國屋書店あらおシティモール店
菊陽町 紀伊國屋書店熊本光の森店

大分県 大分市 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店
くまざわ書店大分明野店

宮崎県 宮崎市 未来屋書店宮崎店
⿅児島県 ⿅児島市 紀伊國屋書店⿅児島店

くまざわ書店⿅児島中央店
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