
※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 紀伊國屋書店札幌本店

三省堂書店札幌店
厚別区 紀伊國屋書店厚別店

小樽市 紀伊國屋書店小樽店
宮城県 仙台市 太白区 紀伊國屋書店仙台店
山形県 山形市 こまつ書店寿町本店

こまつ書店⻄⽥店
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

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店
ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店
那珂市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ那珂店

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店
太⽥市 喜久屋書店太⽥店
富岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富岡店

埼玉県 さいたま市 大宮区 紀伊國屋書店さいたま新都心店
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 紀伊國屋書店浦和パルコ店
須原屋コルソ店

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
深谷市 ブックマルシェアリオ深谷店
上尾市 旭屋書店アリオ上尾店
越谷市 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

入間市 紀伊國屋書店入間丸広店
新座市 旭屋書店志木店

千葉県 市川市 ブックファーストシャポー市川店
船橋市 旭屋書店船橋店
柏市 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
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千葉県 流山市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

八街市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ八街店
印⻄市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千葉ニュータウン牧の原店

東京都 中央区 八重洲ブックセンター本店
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
ブックファーストルミネ新宿店

江東区 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店
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 紀伊國屋書店笹塚店

紀伊國屋書店⻄武渋谷店
啓文堂書店渋谷店

中野区 ブックファースト中野店
豊島区 旭屋書店池袋店

旭屋書店アトレヴィ大塚店
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
葛飾区 紀伊國屋書店アリオ⻲有店
武蔵野市 ブックファーストアトレ吉祥寺店

紀伊國屋書店吉祥寺東急店
国⽴市 増⽥書店
多摩市 くまざわ書店桜ヶ丘店

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
⻘葉区 ブックファースト⻘葉台店
都筑区 紀伊國屋書店ららぽーと横浜店

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

中原区 紀伊國屋書店武蔵小杉店
茅ヶ崎市 川上書店ラスカ店

富山県 富山市 紀伊國屋書店富山店
文苑堂書店富山豊⽥店

⾼岡市 文苑堂書店福⽥本店
石川県 ⾦沢市 ⾦沢ビーンズ明文堂書店
福井県 福井市 紀伊國屋書店福井店
⻑野県 ⻑野市 平安堂⻑野店

飯⽥市 平安堂飯⽥店
静岡県 浜松市 中区 ＢＯＯＫＳアマノ⾼丘店
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静岡県 浜松市 東区 ＢＯＯＫＳアマノ有玉店
愛知県 名古屋市 千種区 ザ・リブレット三越星ヶ丘店７Ｆ

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
中区 くまざわ書店名古屋セントラルパーク店
瑞穂区 三洋堂書店新開橋店
緑区 未来屋書店大⾼店

日進市 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店
豊山町 紀伊國屋書店名古屋空港店

三重県 鈴⿅市 コメリ書房鈴⿅店
滋賀県 彦根市 ハイパーブックス彦根店

⻑浜市 サンミュージック⻑浜店
ハイパーブックス⻑浜店

草津市 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

東近江市 ＨＹＰＥＲ　ＢＯＯＫＳ×ＤＥＬＩＧＨＴ 八日市店
京都府 京都市 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
右京区 大垣書店イオンモール京都五条店

宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店
大阪府 大阪市 都島区 紀伊國屋書店京橋店

福島区 ブックファースト野⽥アプラ店
天王寺区 紀伊國屋書店天王寺ミオ店
阿倍野区 喜久屋書店阿倍野店
北区 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
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
紀伊國屋書店本町店

堺市 ⻄区 紀伊國屋書店アリオ鳳店
北区 紀伊國屋書店堺北花⽥店

池⽥市 ブックファースト池⽥店
⾼槻市 大垣書店⾼槻店

紀伊國屋書店⾼槻阪急店
兵庫県 ⻄宮市 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⻄宮店
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
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奈良県 大和郡山市 喜久屋書店大和郡山店
鳥取県 米子市 今井書店錦町店
島根県 松江市 今井書店グループセンター店
岡山県 倉敷市 喜久屋書店倉敷店
広島県 広島市 中区 紀伊國屋書店広島店

廿日市市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店
山口県 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

紀伊國屋書店徳島店
藍住町 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店

香川県 丸⻲市 紀伊國屋書店丸⻲店
愛媛県 松山市 紀伊國屋書店いよてつ⾼島屋店

明屋書店空港通店
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
福岡市 東区 紀伊國屋書店ゆめタウン博多店

博多区 紀伊國屋書店福岡本店
久留米市 紀伊國屋書店久留米店

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店佐賀店
⻑崎県 ⻑崎市 紀伊國屋書店⻑崎店
熊本県 熊本市 南区 紀伊國屋書店熊本はません店

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
宮崎県 宮崎市 未来屋書店宮崎店

都城市 ⽥中書店イオンモール都城駅前店
⿅児島県 ⿅児島市 紀伊國屋書店⿅児島店
沖縄県 那覇市 球陽堂書房那覇メインプレイス店
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