
■『ハリー・ポッター』店頭フェア実施店舗

※ご購入者特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

都道府県 市区町村 書店名

小樽市 喜久屋書店小樽店

帯広市 喜久屋書店帯広店

紀伊國屋書店厚別店

三省堂書店札幌店

函館市 ス－パ－ブックス桔梗店

奥州市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ奥州水沢店

東山堂ｲｵﾝﾓｰﾙ前潟盛岡店

東山堂ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南店

秋田県 秋田市 ス－パ－ブックス八橋店

会津若松市 ブックスなにわ会津若松本店

郡山市 岩瀬書店富久山店

福島市 岩瀬書店八木田店

牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店

神栖市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鹿島店

北茨城 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ北茨城店

筑西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店

つくば市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店

那珂市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ那珂店

日立市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ日立中央店

常陸大 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ常陸大宮店

ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店 

守谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店

太田市 喜久屋書店太田店

高崎市 戸田書店　高崎店

富岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富岡店

中之条町 戸田書店　中之条店

足利市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ足利店

宇都宮市 落合書店イトーヨーカドー店

桶川市 丸善　桶川店

川口市 須原屋川口前川店

川越市 紀伊國屋書店川越店

熊谷市 戸田書店　熊谷店

ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ越谷店

ほんのいえ　宮脇書店越谷店

盛岡市

越谷市

札幌市

岩手県

福島県

茨城県

群馬県

栃木県

埼玉県

北海道
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都道府県 市区町村 書店名

旭屋書店イオンモール浦和美園店

書房すみよし丸広南浦和

鶴ヶ島市 ｙｃｖｏｘワカバウォ－ク店

所沢市 大垣書店ブックスタマ所沢店

三郷市 ＫａＢｏＳららぽーと新三郷店

住吉書房本八幡店

ブックファーストシャポー市川店

山下書店南行徳店

大多喜町 Ｂｏｏｋ Ｌａｎｄ オリブ

御宿町 御宿ウチヤマ

柏市 ジュンク堂書店　柏モディ店

山武市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ成東店

千葉市 ス－パ－ブックス都賀店

オークスメディアパーク野田店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ野田桜の里店

松戸市 堀江良文堂書店

茂原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店

八街市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ八街店

八千代市 八重洲BCフルルガーデン八千代店

住吉書房五反野店

ブックファーストルミネ北千住店

江戸川区 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店

大田区 ブックスフジ大鳥居店

国立市 増田書店

江東区 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店

新宿区 ブックファースト新宿店

墨田区 廣文館イトーヨーカドー曳舟店

世田谷区 あおい書店池尻大橋店

千代田区 丸善丸の内本店

ジュンク堂書店池袋本店

山下書店大塚店

ＢＯＯＫ＋東中野店

ブックファースト中野店

ブックファースト練馬店

八重洲ブックセンター石神井公園店

羽村市 大垣書店ブックスタマ小作店

東大和市 大垣書店ブックスタマ東大和店

文京区 あおい書店春日店

さいたま市

市川市

野田市

足立区

豊島区

中野区

埼玉県

千葉県

東京都

練馬区
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都道府県 市区町村 書店名

町田市 ブックファーストルミネ町田店

ブックス・ルーエ

八重洲Ｂ・Ｃイトーヨーカドー武蔵境店

中目黒ブックセンター

ブックファースト自由が丘店

小田原市 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

紀伊國屋書店武蔵小杉店

書房すみよし武蔵中原

住吉書房新丸子店

住吉書房登戸店

住吉書房宮崎台店

住吉書房元住吉店

中村書店本店

ブックファーストボーノ相模大野店

世田谷区 住吉書房駒沢店

秦野市 原書店

平塚市 サクラ書店ラスカ平塚店

藤沢市 ジュンク堂書店藤沢店

紀伊國屋書店西武東戸塚S.C.店

くまざわ書店マークイズみなとみらい店

くまざわ書店ランドマーク店

書房すみよし保土ヶ谷

住吉書房新杉田店

ブックスオオトリ金沢シーサイド店

ブックファースト青葉台店

ブックファーストモザイクモール港北店

丸善　横浜みなとみらい店

八重洲ブックセンター京急上大岡店

文苑堂書店富山豊田店

明文堂新庄経堂店

小浜市 三洋堂書店小浜店

福井市 勝木書店新二宮店

山梨県 甲府市 朗月堂

長野県 佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店

大垣市 喜久屋書店大垣店

可児市 三洋堂書店下恵土店

武蔵野市

目黒区

川崎市

相模原市

東京都

神奈川県

富山県

福井県

岐阜県

横浜市

富山市
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都道府県 市区町村 書店名

カルコス本店

三省堂書店岐阜店

丸善岐阜店

三洋堂書店ルビットタウン高山店

ブックスアイオー

瑞穂市 カルコス穂積店

サガミヤ広野店

サガミヤデュオ店

湖西市 ジャック鷲津駅前ブック館

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

吉見書店長田店

吉見書店竜南店

安城市 本の王国安城店

刈谷市 本の王国刈谷店

千種区 らくだ書店本店

別所書店イオン津店

別所書店修成店

東海市 三洋堂書店大田川店

西尾市 三洋堂書店西尾店

日進市 三洋堂書店かぐ山店

半田市 三洋堂書店乙川店

扶桑町 カルコス扶桑店

瑞穂区 三洋堂書店新開橋店

名東区 三洋堂書店よもぎ店

守山区 三洋堂書店志段味店

鈴鹿市 コメリ書房鈴鹿店

名張市 三洋堂書店名張店

四日市市 丸善四日市店

近江八幡市 サンミュージック近江八幡店

大垣書店大津一里山店

ハイパーブックス大津京店

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

甲賀市 ハイパーブックス水口店

サンミュージック長浜店

ハイパーブックス長浜店

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

岐阜市

大津市

津市

草津市

長浜市

滋賀県

高山市

伊東市

静岡市
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都道府県 市区町村 書店名

東近江市 ハイパーブックス八日市店

ハイパーブックス彦根店

平和書店アル・プラザ彦根店

平和書店ビバシティ彦根店

守山市 サンミュージック守山店

右京区 大垣書店イオンモール京都五条店

城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

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

大垣書店イオン洛南店

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

紀伊國屋書店天王寺ミオ店

くまざわ書店阿倍野店

紀伊國屋書店本町店

ジュンク堂書店天満橋店

ジュンク堂書店上本町店

北区 ジュンク堂書店　大阪本店

大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

紀伊國屋書店 アリオ鳳店

パルネット栂・美木多駅前店

大垣書店高槻店

ジュンク堂書店　松坂屋高槻店

豊中市 大垣書店豊中緑丘店

神戸市 大垣書店神戸ハーバーランド店

旭屋書店ららぽーと甲子園店

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

姫路市 喜久屋書店花田店

生駒市 啓林堂書店生駒店

香芝市 三洋堂書店香芝店

啓林堂書店学園前店

啓林堂書店奈良店

大和郡山市 喜久屋書店大和郡山店

岡山市 宮脇書店Ｐモール藤田店

鏡野町 ＰＬＡＮＴＢＯＯＫコーナー

倉敷市 喜久屋書店倉敷店

呉市 廣文館呉駅ビル店

広島市 廣文館　フジグラン緑井店

広島県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

岡山県

彦根市

滋賀県

南区

大阪市

堺市

高槻市

西宮市

奈良市

5



都道府県 市区町村 書店名

廣文館新幹線店

廣文館フジグラン高陽店

廣文館フジグラン広島店

ジュンク堂書店広島駅前店

福山市 廣文館福山駅ビル店

三原市 廣文館三原宮浦店

廣文舘サングリーン三次店

廣文館新フレスタ三次店

宇部市 宮脇書店宇部店

周南市 宮脇書店徳山店

香川県 高松市 ジュンク堂書店高松店

久留米市 紀伊國屋書店久留米店

福家書店木の葉モール橋本店

丸善博多店

行橋市 福岡金文堂行橋店

長崎県 長崎市 好文堂書店

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 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店

金海堂イオン都城店

田中書店イオンモール都城駅前店

ブックセンタ－めいわ中山店

ブックセンタ－めいわ和田店

霧島市 金海堂イオン隼人国分店

沖縄県 石垣市 タウンパルやまだ

山口県

福岡県

宮崎県

鹿児島県

広島県

鹿児島市

広島市

三次市

福岡市

都城市
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