
※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

札幌市　 中央区 三省堂書店札幌店

帯広市　　　 喜久屋書店帯広店

伊吉書院西店

伊吉書院類家店

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

ブックポートネギシ本店

ブックポートネギシ猪川店

喜久屋書店仙台店

くまざわ書店エスパル仙台店

ヤマト屋書店石巻あけぼの店

ヤマト屋書店石巻中里店

名取市　　　 未来屋書店名取店

多賀城市　　 ブックスなにわ多賀城店

加賀谷書店茨島店

加賀谷書店東通店

こまつ書店寿町本店

こまつ書店桜田店

こまつ書店鈴川店

こまつ書店西田店

米沢市 こまつ書店堀川町店

東根市 こまつ書店東根店

岩瀬書店鎌田店

岩瀬書店ヨークベニマル福島西店

郡山市　　　 岩瀬書店富久山店プラスゲオ

いわき市 ヤマニ書房ラトブ店

白河市　　　 ス－パ－ブックス新白河店

茨城県 牛久市　　　 ゲオ牛久中央店

栃木県 宇都宮市　　 くまざわ書店アピタ宇都宮店

群馬県 太田市　　　 喜久屋書店太田店

さいたま市 大宮区 三省堂書店大宮店

川越市　　　 ブックファーストルミネ川越店

川口市　　　 未来屋書店川口店

旭屋書店新越谷店

ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン

未来屋書店レイクタウン店

新座市　　　 旭屋書店志木店

市川市 福家書店市川店

松戸市 喜久屋書店松戸店

成田市　　　 未来屋書店成田店

印西市 喜久屋書店千葉ニュータウン店

千代田区　　 書泉グランデ

中央区　　　 八重洲ブックセンター本店

山形県 山形市　　　

福島県 福島市

埼玉県

越谷市　　　

千葉県

東京都

宮城県 仙台市 青葉区

石巻市　　　

秋田県 秋田市

岩手県 盛岡市　　　

大船渡市
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市区町村

北海道

青森県 八戸市　　　
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都道府県 書店名市区町村

芳林堂書店高田馬場店

ブックファースト新宿店

文京区　　　 スーパーブックスあおい書店春日店

台東区　　　 明正堂アトレ上野店

江東区 くまざわ書店ダイバ－シティ東京店

品川区 ブックファースト五反田店

大田区　　　 ブックファーストアトレ大森店

渋谷区　　　 大盛堂書店

中野区　　　 ブックファースト中野店

豊島区　　　 三省堂書店池袋本店

足立区　　　 ブックファーストルミネ北千住店

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

町田市　　　 ブックファーストルミネ町田店

日の出町 未来屋書店日の出店

金沢区 アシーネ金沢八景店

緑区 くまざわ書店長津田店

青葉区 ブックファースト青葉台店

川崎市 宮前区 ＫａＢｏＳ宮前平店

新潟市 中央区 くまざわ書店新潟デッキィ店

五泉市 コメリ書房五泉店

富山県 高岡市　　　 喜久屋書店高岡店

小松市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

野々市市　　 明文堂書店金沢野々市店

勝木書店新二の宮店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店

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

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

塩尻市 平安堂塩尻店

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

岐阜市 カルコス本店

高山市 ブックス・アイオー

羽島市 大洞堂羽島店

カルコス各務原店

未来屋書店各務原店

岐阜県

各務原市

新潟県

石川県

福井県 福井市　　　

長野県 長野市　　　

飯田市　　　

神奈川県 横浜市　　　

東京都 新宿区　　　

武蔵野市　　
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岐阜県 瑞穂市 カルコス穂積店

ザ・リブレット三越星ヶ丘店７Ｆ

らくだ書店本店

東区 正文館書店 本店

北区 らくだ書店城北店

中村区 三省堂書店名古屋本店

中区 福文堂書店本店

緑区 未来屋書店大高店

豊川堂本店

豊川堂アピタ向山店

豊川堂カルミア店

シビコ正文館書店

未来屋書店岡崎店

半田市 あおい書店半田店

豊田市 本のメグリア本店

安城市　　　 本の王国南安城店

小牧市　　　 カルコス小牧店

知立市　　　 正文館書店知立八ッ田店

田原市 豊川堂新田原店

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

東浦町　　 未来屋書店東浦店

別所書店イオン津店

別所書店修成店

松阪市　　　 コメリ書房松阪店

鈴鹿市　　　 コメリ書房鈴鹿店

伊賀市 コメリ書房上野店

多気町　　　 多気ブックセンタークリスタルタウン店

彦根市　　　 ハイパーブックス彦根店

長浜市　　　 ハイパーブックス長浜店

喜久屋書店草津店

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

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

西京区 大垣書店ブックパル桂南店

喜久屋書店阿倍野店

喜久屋書店漫画館阿倍野店

北区 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

豊中市　　　 ブックファースト曽根店

泉南市　　　 未来屋書店りんくう泉南店

四條畷市　　 未来屋書店四條畷店

長田区 喜久屋書店東急プラザ新長田店

須磨区 喜久屋書店須磨パティオ店

南区

大阪府 大阪市 阿倍野区

兵庫県 神戸市

三重県 津市　　　　

滋賀県

草津市　　　

京都府 京都市

愛知県 名古屋市 千種区

豊橋市　　　

岡崎市　　　
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北区 喜久屋書店北神戸店

西区 喜久屋書店西神中央店

姫路市 喜久屋書店姫路店

旭屋書店ららぽーと甲子園店

ブックファーストエビスタ西宮店

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

宝塚市 ブックファースト宝塚店

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

今井書店学園通り店

今井書店グループセンター店

出雲市　　　 今井書店ゆめタウン出雲店

岡山県 倉敷市　　　 喜久屋書店倉敷店

下関市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店

宇部市　　　 明屋書店東岐波店

周南市 宮脇書店徳山店

愛媛県 四国中央市　 明屋書店川之江店

福岡県 北九州市 小倉北区 喜久屋書店小倉店

宮崎県 宮崎市　　　 未来屋書店宮崎店

鹿児島市　　 未来屋書店鹿児島店

薩摩川内市　 明屋書店　川内店

山口県

鹿児島県

兵庫県 神戸市

西宮市　　　

奈良県

島根県 松江市　　　
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