
■「⻤の花嫁」 店頭フェア実施店舗
※特典はなくなり次第終了となります。

都道府県 市区町村 書店名
未来屋書店旭川駅前店
未来屋書店旭川シーナ店
未来屋書店旭川⻄店

江別市 未来屋書店江別野幌店
喜久屋書店小樽店
紀伊國屋小樽店

帯広市 喜久屋書店帯広店
釧路町 くまざわ書店釧路店

i・BOOKイトーヨーカド―福住店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店
紀伊國屋書店厚別店
くまざわ書店アリオ札幌店
くまざわ書店手稲店
三省堂書店札幌店
宮脇書店札幌平岡店
未来屋書店琴似店
未来屋書店桑園店
未来屋書店苗穂店
未来屋書店発寒店

士別市 いけだ書店士別店
くまざわ書店苫小牧店
未来屋書店苫小牧店

中標津町 くまざわ書店中標津店
名寄市 未来屋書店名寄店

くまざわ書店函館ポールスター店
ス－パ－ブックス桔梗店

北⽃市 未来屋書店上磯店
三笠市 未来屋書店三笠店

くまざわ書店⻘森店
未来屋書店⻘森⻄店

おいらせ町 ⾦⼊下⽥店
上北郡 未来屋書店新七⼾店

五所川原市 くまざわ書店五所川原店
伊吉書院⻄店
くまざわ書店⼋⼾店

⼋⼾市

北海道

⻘森県

旭川市

小樽市

札幌市

苫小牧市

函館市

⻘森市

1



都道府県 市区町村 書店名
未来屋書店弘前樋の口店
くまざわ書店弘前店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ奥州水沢店
未来屋書店前沢店

大船渡市 ブックポートネギシ猪川店
紫波郡 未来屋書店矢巾店
北上店 東⼭堂北上店

ジュンク堂書店 盛岡店
東⼭堂イオンモール盛岡南店
未来屋書店石巻店
ヤマト屋書店あけぼの店
ヤマト屋書店中⾥店

大崎市 未来屋書店古川店
喜久屋書店仙台店
紀伊國屋書店仙台店
くまざわ書店アリオ仙台泉店
くまざわ書店エスパル仙台店
丸善仙台アエル店
未来屋書店仙台中⼭店

名取市 未来屋書店名取店
未来屋書店新利府北館店
未来屋書店新利府南館店
ス－パ－ブックス⼋橋店
未来屋書店秋⽥店
未来屋書店土崎港店

酒⽥市 未来屋書店酒⽥北店
鶴岡市 くまざわ書店鶴岡店
天童市 未来屋書店天童店
東⽥川 未来屋書店三川店
⼭形市 くまざわ書店⼭形店

岩瀬書店会津若松駅前店
くまざわ書店会津若松店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯいわき⿅島店
ヤマニ書房ラトブ店
岩瀬書店富久⼭店
くまざわ書店郡⼭店

白河市 ス－パ－ブックス新白河店
須賀川市 くまざわ書店須賀川店

石巻市

宮城県

岩手県

秋⽥県

⼭形県

⻘森県

福島県

弘前市

奥州市

盛岡市

仙台市

宮城郡

秋⽥市

会津若松市

いわき市

郡⼭市
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都道府県 市区町村 書店名
福島市 岩瀬書店ヨークベニマル福島⻄店

くまざわ書店福島エスパル店
くまざわ書店福島店

石岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ石岡店
牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店
笠間市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ友部店

かすみがうら市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千代⽥店 
神栖市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ⿅島店

北茨城市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ北茨城店
古河市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ古河店 
猿島郡 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ境FiSS店
下妻市 未来屋書店下妻店
筑⻄市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店

ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店

取手市 くまざわ書店取手店
那珂市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ那珂店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ⽇⽴⽥尻店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ⽇⽴中央店

常陸大宮市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ常陸大宮店
ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店 

鉾⽥市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鉾⽥店 
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ水⼾笠原店
未来屋書店水⼾内原店

守谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店
伊勢崎市 くまざわ書店伊勢崎店

喜久屋書店太⽥店
文真堂新井店Ｔ・Ｃ

渋川市 文真堂渋川中央店Ｔ・Ｃ
くまざわ書店高崎店
⼾⽥書店 高崎店
ブックマンズアカデミー 高崎店
文真堂倉賀野店Ｔ・Ｃ
文真堂群馬町店

館林市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ館林店
富岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富岡店
沼⽥市 文真堂上原店

東吾妻町 文真堂原町店

茨城県

福島県

群馬県

水⼾市

太⽥市

高崎市

福島市

つくば市

⽇⽴市
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都道府県 市区町村 書店名
前橋市 文真堂大胡店

みどり市 くまざわ書店大間々店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ⾜利店
文真堂⾜利助⼾店Ｔ・Ｃ
喜久屋書店宇都宮店
くまざわ書店アピタ宇都宮店
くまざわ書店宇都宮インターパーク店
くまざわ書店宇都宮店

大⽥原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ大⽥原店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ小⼭店
未来屋書店小⼭店

⿅沼市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ⿅沼店 
下野市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下野店
真岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ真岡店 
上尾市 ブックマルシェ上尾店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ⼊間店
紀伊國屋書店⼊間丸広店
未来屋書店⼊間店

桶川市 丸善桶川店
春⽇部市 未来屋書店春⽇部店
鎌ヶ谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鎌ヶ谷店 

くまざわ書店川口店
未来屋書店 川口店
明文堂書店川口末広店
くまざわ書店的場店
ブックファーストルミネ川越店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ菖蒲店
くまざわ書店久喜店
くまざわ書店鷲宮店
アシーネ熊谷店
くまざわ書店アズセカンド店
ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ越谷店
旭屋書店新越谷店
宮脇書店越谷店
未来屋書店せんげん台店
未来屋書店レイクタウン店

児玉郡 くまざわ書店上⾥店

⾜利市

川越市

宇都宮市

小⼭市

⼊間市

川口市

久喜市

熊谷市

越谷市

栃木県

群馬県

埼玉県
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都道府県 市区町村 書店名
オークスブックセンター岩槻店
くまざわ書店浦和美園店 
くまざわ書店宮原店
ジュンク堂書店大宮高島屋店
ブックファーストルミネ大宮店

幸手市 文真堂幸手店
草加市 くまざわ書店草加店
秩父市 くまざわ書店秩父店

鶴ヶ島市 スーパーブックスｙｃｖｏｘワカバウォ－ク
⼾⽥市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ⼾⽥
新座市 未来屋書店新座店
飯能市 くまざわ書店飯能店

ふじみ野市 くまざわ書店ふじみ野店
本庄市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ本庄店
和光市 くまざわ書店和光店
蕨市 くまざわ書店ビバモール蕨錦町店
旭市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ旭店

くまざわ書店本⼋幡店
ス－パ－ブックス住吉書房本⼋幡店
ブックファーストシャポー市川店

稲毛市 くまざわ書店稲毛店
印⻄市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千葉ＮＴ店

くまざわ書店柏高島屋店
くまざわ書店柏店
ジュンク堂書店 柏モディ店
くまざわ書店新鎌ヶ谷店
未来屋書店鎌ヶ谷店

木更津市 未来屋書店木更津朝⽇店
⼭武市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ成東店

アシーネ千葉⻑沼店
くまざわ書店ＩＹ幕張店
くまざわ書店蘇我店
くまざわ書店千葉エキナカ店
くまざわ書店ペリエ千葉本店
未来屋書店鎌取店
未来屋書店幕張新都心店
未来屋書店幕張店

銚子市 未来屋書店銚子店

市川市

柏市

鎌ヶ谷市

千葉市

埼玉県

千葉県

さいたま市
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都道府県 市区町村 書店名
東⾦市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ東⾦店
富⾥市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富⾥店

くまざわ書店津⽥沼店
丸善津⽥沼店
未来屋書店津⽥沼店
くまざわ書店公津店
未来屋書店成⽥店
未来屋書店ボンベルタ成⽥店
くまざわ書店シャポー船橋店
くまざわ書店馬込沢店
くまざわ書店ららぽ－と店
ジュンク堂書店南船橋店
喜久屋書店松⼾店
くまざわ書店松⼾新⽥店
くまざわ書店松⼾店
未来屋書店新松⼾店

茂原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店
⼋街市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ⼋街店

くまざわ書店⼋千代台店
未来屋書店⼋千代緑が丘店

四街道市 くまざわ書店四街道店
昭島市 くまざわ書店昭島店

東久留⽶市 未来屋書店東久留⽶店
くまざわ書店ＩＹ綾瀬店
くまざわ書店エキア北千住店
くまざわ書店⻄新井店
ス－パ－ブックス住吉書房五反野店
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
文真堂書店⾜⽴花畑店

板橋区 メディアライン大⼭店
稲城市 くまざわ書店稲城店

くまざわ書店船堀店
⼋重洲ブックセンター アリオ葛⻄店
くまざわ書店イトーヨーカドー大森店
くまざわ書店蒲⽥店
ブックファーストアトレ大森店

江東区 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店

江⼾川区

大⽥区

成⽥市

船橋市

松⼾市

⼋千代市

⾜⽴区

千葉県

東京都

習志野市
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都道府県 市区町村 書店名
くまざわ書店北砂店
くまざわ書店豊洲店
未来屋書店南砂店
くまざわ書店武蔵小⾦井北口店
くまざわ書店武蔵小⾦井店
ブックファースト五反⽥店
未来屋書店品川シーサイド店
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
芳林堂書店高⽥馬場店

墨⽥区 くまざわ書店錦糸町店
台東区 くまざわ書店浅草店

くまざわ書店桜ヶ丘店
くまざわ書店永⼭店
丸善多摩センター店
くまざわ書店国領店
くまざわ書店調布店
書泉グランデ
書泉ブックタワー
丸善 丸の内本店
旭屋書店池袋店
くまざわ書店池袋店
くまざわ書店サンシャインシティアルパ店
三省堂書店池袋本店仕⼊
ジュンク堂書店池袋本店
⼭下書店大塚店

中野区 ブックファースト中野店
⻄多摩郡 未来屋書店⽇の出店

くまざわ書店大泉学園店
ジュンク堂書店大泉学園店
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
くまざわ書店京王⼋王子店
くまざわ書店高尾店
くまざわ書店⼋王子店
くまざわ書店⼋王子南口店

東大和市 くまざわ書店東大和店
府中市 喜久屋書店府中店

千代⽥区

豊島区

練馬区

小⾦井市

品川区

新宿区

多摩市

調布市

⼋王子市

東京都

江東区
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都道府県 市区町村 書店名
くまざわ書店町⽥根岸店
ブックファーストルミネ町⽥店

港区 くまざわ書店⽥町店
ジュンク堂書店吉祥寺店
ブックファーストアトレ吉祥寺店

目⿊区 ブックファースト自由が丘店
厚木市 くまざわ書店本厚木店
綾瀬市 くまざわ書店綾瀬店

海⽼名市 くまざわ書店さがみ野店
小⽥原市 ス－パ－ブックス伊勢治書店ダイナシティ店
開成町 ミクニ書店

アニール
くまざわ書店大船店
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
くまざわ書店さぎ沼店
ス－パ－ブックス住吉書房武蔵中原店
ス－パ－ブックス住吉書房元住吉店
丸善ラゾーナ川崎店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店
くまざわ書店相模大野店
くまざわ書店相模原店
ブックファーストボーノ相模大野店

茅ヶ崎市 川上書店ラスカ店
秦野市 未来屋書店秦野店

くまざわ書店湘南台店
くまざわ書店辻堂湘南モール店
ジュンク堂書店藤沢店
くまざわ書店大和鶴間店
くまざわ書店大和店
未来屋書店大和店
くまざわ書店久⾥浜店
くまざわ書店横須賀店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店
アシーネ⾦沢⼋景店
紀伊國屋書店⻄武東⼾塚S.C.店
紀伊國屋書店横浜店
くまざわ書店アピタテラス横浜綱島店

横須賀市

鎌倉市

町⽥市

川崎市

相模原市

藤沢市

大和市

武蔵野市
東京都

神奈川県

横浜市
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都道府県 市区町村 書店名
くまざわ書店ジョイナステラス二俣川店
くまざわ書店鶴⾒店
くまざわ書店⻑津⽥店
くまざわ書店能⾒台店
くまざわ書店ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ店
ス－パ－ブックス住吉書房新杉⽥店
ブックファースト⻘葉台店
ブックファーストモザイクモール港北店
未来屋書店天王町店
⼋重洲ブックセンター京急上大岡店

新発⽥市 未来屋書店新発⽥店
知遊堂上越国府店
未来屋書店上越店

⻑岡市 くまざわ書店⻑岡店
くまざわ書店新潟⻲⽥店
くまざわ書店新潟⻄店

射水市 明文堂書店高岡射水店
⿊部市 明文堂⿊部店

喜久屋書店高岡店
文苑堂書店福⽥本店

砺波市 未来屋書店となみ店
紀伊國屋書店富⼭店
くまざわ書店富⼭マルート店
文苑堂書店富⼭豊⽥店
明文堂書店富⼭有沢橋店
明文堂書店富⼭掛尾店
明文堂新庄経堂店

滑川市 明文堂書店滑川店
⼊善町 明文堂書店新⼊善店
氷⾒市 明文堂書店氷⾒店

⾦沢ビーンズ明文堂
北国書林アルプラザ店
未来屋書店杜の⾥店

小松市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ ＫＯＭＡＴＳＵ
七尾市 きくざわ書店ナッピィモール店

野々市市 明文堂書店⾦沢野々市店
能美市 北国書林⾠口店
白⼭市 北国書林アピタ店

上越市

新潟市

高岡市

富⼭市

⾦沢市

神奈川県

石川県

新潟県

富⼭県

横浜市
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都道府県 市区町村 書店名
石川県 白⼭市 北国書林松任店

越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ武生店
大野市 勝木書店大野店
小浜市 三洋堂書店小浜店
鯖江市 ＳｕｐｅｒＫａｂｏＳ鯖江店

ＫａＢｏＳベル店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳＷＡＳＳＥ店
勝木書店新二の宮店

三国町 KaBoS三国店
甲斐市 くまざわ書店双葉店
甲府市 朗月堂
中央市 ⼾⽥書店 ⼭梨中央店

安曇野市 平安堂あづみ野店
平安堂飯⽥店
平安堂座光寺店

伊那市 平安堂伊那店
くまざわ書店上⽥店
平安堂上⽥しおだ野店

佐久市 未来屋書店佐久平店
くまざわ書店GAZA広丘店
平安堂塩尻店

諏訪市 平安堂諏訪店
千曲市 平安堂更埴店
⻑野市 平安堂若槻店
恵那市 三洋堂書店アクロスプラザ恵那店

ＡＣＡＤＥＭＩＡ大垣店
喜久屋書店大垣店
三洋堂書店大垣バロ－店

大野町 三洋堂書店大野店
三洋堂書店各務原店
未来屋書店各務原店

可児市 三洋堂書店下恵土店
北⽅町 いけだ書店北⽅店

カルコス本店
くまざわ書店柳津店
三省堂書店岐⾩店
三洋堂書店市橋店
三洋堂書店⻑良店

大垣市

各務原市

福井市

飯⽥市

上⽥市

塩尻市

⻑野県

福井県

⼭梨県

岐⾩市

岐⾩県
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都道府県 市区町村 書店名
岐⾩市 丸善岐⾩店

三洋堂書店新関店
三洋堂書店せき東店

高⼭市 三洋堂書店ルビットタウン高⼭店
土岐市 三洋堂書店土岐店

三洋堂書店 ルビットタウン中津川店
三洋堂書店中つ川店

不破郡 三洋堂書店垂井店
瑞浪市 三洋堂書店瑞浪中央店
瑞穂市 カルコス穂積店

美濃加茂市 三洋堂書店みのかも店
本巣郡 三洋堂書店穂積店
熱海市 未来屋書店熱海店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
未来屋書店清水店
吉⾒書店⻑⽥店
吉⾒書店⻯南店

島⽥市 島⽥書店花みずき店
裾野市 アシーネ裾野店
沼津市 くまざわ書店沼津店
浜松市 明屋書店イケヤ高丘店
袋井市 江崎書店袋井店
藤枝市 ⼾⽥書店 藤枝東店
富士市 未来屋書店富士南店

富士宮市 大垣書店 イオンモ－ル富士宮店
三島市 くまざわ書店三島店

阿久比町 くまざわ書店阿久比店
くまざわ書店三河安城店
本の王国安城店

一宮市 くまざわ書店一宮店
稲沢市 くまざわ書店稲沢店
犬⼭市 いけだ書店犬⼭店
岩倉市 くまざわ書店岩倉店
大口町 いけだ書店大口店

くまざわ書店岡崎北店
未来屋書店岡崎店
くまざわ書店春⽇井店
三洋堂書店鳥居松店

関市

中津川市

静岡市

安城市

岡崎市

春⽇井市

静岡県

岐⾩県

愛知県
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都道府県 市区町村 書店名
刈谷市 くまざわ書店刈谷店
清須市 三洋堂書店清洲店
江南市 三洋堂書店江南店
小牧市 未来屋書店小牧店
知多郡 未来屋書店東浦店
東海市 三洋堂書店大⽥川店

三洋堂書店豊川店
未来屋書店豊川店
三洋堂書店梅坪店
丸善豊⽥T-FACE店

中川区 三洋堂書店中野橋店
⻑久手町 くまざわ書店⻑久手店
中村区 三省堂書店名古屋本店

紀伊國屋書店ｍｏｚｏワンダ―シティ店
くまざわ書店アピタ千代⽥橋店
くまざわ書店セントラルパーク店
くまざわ書店名古屋南店
くまざわ書店鳴海店
ジュンク堂書店名古屋栄店
丸善イオンタウン千種店
丸善ヒルズウォーク徳重店
未来屋書店熱⽥店
未来屋書店大高店
未来屋書店名古屋茶屋店
未来屋書店名古屋東店
未来屋書店名⻄店
らくだ書店城北店
紀伊國屋書店プライムツリー赤池店
三洋堂書店かぐ⼭店
三洋堂書店乙川店
三洋堂書店半⽥店

扶桑町 カルコス扶桑店
碧南市 三洋堂書店碧南店
瑞穂区 三洋堂書店新開橋店

みよし市 未来屋書店三好店
伊勢市 未来屋書店伊勢店
員弁郡 未来屋書店東員店
桑名市 三洋堂書店桑名店

名古屋市

⽇進市

半⽥市

豊川市

豊⽥市

愛知県

三重県
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都道府県 市区町村 書店名
桑名市 未来屋書店桑名店
菰野町 三洋堂書店菰野店

コメリ書房鈴⿅店
未来屋書店鈴⿅店
別所書店イオン津店
別所書店修成店

名張市 三洋堂書店名張店
松阪市 くまざわ書店松阪店

三洋堂書店生桑店
三洋堂書店富⽥店
未来屋書店四⽇市北店
サンミュージック近江⼋幡店
三洋堂書店近江⼋幡店

大津市 大垣書店 大津一⾥⼭店
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 平和書店アル・プラザ水口店
豊郷町 三洋堂書店豊さと店

サンミュージック⻑浜店
ハイパーブックス⻑浜店

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
大垣書店 イオンモール京都五条店
大垣書店 京都ファミリー店

宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店
⻲岡市 大垣書店 ⻲岡店
北区 大垣書店 イオンモール北大路店

京⽥辺市 平和書店アル・プラザ京⽥辺店
アバンティブックセンター洛北店
大垣書店 イオン洛南店
くまざわ書店桃⼭店
丸善京都本店

久世郡 未来屋書店久御⼭店

右京区

京都市

鈴⿅市

津市

四⽇市市

近江⼋幡市

草津市

⻑浜市

彦根市

滋賀県

京都府

三重県
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都道府県 市区町村 書店名
大垣書店 京都駅ビル ザ・キューブ店
大垣書店 京都ヨドバシ店
くまざわ書店四条烏丸店

城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
精華町 ACADEMIAけいはんな店

⻑岡京市 アバンティブックセンター⻑岡店
中京区 大垣書店 二条駅店
⻄京区 大垣書店 ブックパル五条店
伏⾒区 大垣書店 醍醐店

アバンティブックセンター京都店
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

⼭科区 大垣書店 ブックパル⼭科店
阿倍野区 喜久屋書店阿倍野店
池⽥市 ブックファースト池⽥店
和泉市 未来屋書店和泉府中店
茨木市 平和書店アル・プラザ茨木店

大阪狭⼭市 パルネット狭⼭店
MARUZEN&ジュンク堂書店梅⽥店
旭屋書店なんばシティ店
アミーゴ書店大和⽥店
アミーゴ書店都島店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
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
ジュンク堂書店上本町店
ジュンク堂書店大阪本店
ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店
ジュンク堂書店天満橋店
未来屋書店大阪ドームシティ店
未来屋書店喜連瓜破店
未来屋書店平野駅前店

岸和⽥市 アバンティブックセンターラパーク岸和⽥店
紀伊國屋書店梅⽥本店
ブックファースト梅⽥２階店
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

下京区

南区

大阪市

北区

京都府

大阪府

堺市
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都道府県 市区町村 書店名
くまざわ書店津久野店
丸善高島屋堺店

四條畷市 未来屋書店四條畷店
ブックファーストデュー阪急⼭⽥店
未来屋書店北千⾥店

泉南市 未来屋書店りんくう泉南店
大東市 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店

大垣書店 高槻店
未来屋書店高槻店

中央区 ブックファーストなんばウォーク店
ブックファースト曽根店
ブックファースト蛍池店

富⽥林市 喜久屋書店富⽥林店
浪速区 ジュンク堂書店難波店

アバンティブックセンター寝屋川店
平和書店アル・プラザ⾹⾥園店
未来屋書店鴻池店
未来屋書店小阪店

箕面市 くまざわ書店みのお店
守口市 くまざわ書店守口店
⼋尾市 丸善⼋尾アリオ店

喜久屋書店明石駅ビル店
くまざわ書店明石店
未来屋書店明石店

朝来市 未来屋書店和⽥⼭店
くまざわ書店あまがさき店
未来屋書店塚口店

小野市 未来屋書店小野店
加古川市 くまざわ書店加古川店
加⻄市 未来屋書店加⻄北条店

大垣書店 神⼾ハーバーランドumie店
喜久屋書店神⼾学園都市店
喜久屋書店神⼾北町店
喜久屋書店神⼾南店
喜久屋書店⻄神中央店
喜久屋書店東急プラザ新⻑⽥店
くまざわ書店藤原台店
ジュンク堂書店 明石店

明石市

尼崎市

東大阪市

豊中市

吹⽥市

高槻市

大阪府

兵庫県

寝屋川市

堺市

神⼾市
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都道府県 市区町村 書店名
ジュンク堂書店 神⼾住吉店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 三宮店
ブックフォーラム伊川谷店
未来屋書店ジェームス⼭店
アバンティブックセンター三⽥駅前店
未来屋書店三⽥ウッディタウン店

宝塚市 ブックファースト宝塚店
豊岡市 喜久屋書店豊岡店

喜久屋書店⻄宮東店
くまざわ書店コロワ甲子園店
ジュンク堂書店 ⻄宮店
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
ジュンク堂書店 姫路店
未来屋書店姫路リバーシティ店

三木市 未来屋書店三木店
⾹芝市 三洋堂書店⾹芝店
橿原市 喜久屋書店橿原店
広陵町 万葉書店真美ケ丘店
桜井市 三洋堂書店桜井店

ＷＡＹ書店ＴＳＵＴＡＹＡ天理店
未来屋書店天理店

奈良市 三洋堂書店大安寺店
大和郡⼭市 喜久屋書店大和郡⼭店

アバンティブックセンター和歌⼭店
くまざわ書店和歌⼭店

鳥取県 鳥取市 ブックフォーラム喜久屋書店国府店
大⽥市 ブックセンタージャスト大⽥店
浜⽥市 ブックセンタージャスト浜⽥店
倉敷市 喜久屋書店倉敷店
総社市 宮脇書店総社店
安芸郡 くまざわ書店安芸店
庄原市 ブックセンタージャスト庄原店

大垣書店 ジ アウトレット広島店 
紀伊國屋書店広島店
ジュンク堂書店 広島駅前店
丸善 広島店

三⽥市

⻄宮市

姫路市

天理市

和歌⼭市

岡⼭県

広島県

奈良県

和歌⼭県

島根県

兵庫県

神⼾市

広島市

16



都道府県 市区町村 書店名
未来屋書店アルパーク店
未来屋書店宇品店

宇部市 明屋書店東岐波店
下松市 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店

⼭陽小野⽥市 明屋書店厚狭店
くまざわ書店下関店
明屋書店ＭＥＧＡ新下関店
明屋書店下関⻑府店

周南市 宮脇書店徳⼭店
萩市 明屋書店萩店
光市 明屋書店光店

防府市 未来屋書店防府店
柳井市 明屋書店柳井店

明屋書店ＭＥＧＡ大内店
明屋書店小郡店

綾歌郡 未来屋書店綾川店
高松市 くまざわ書店高松店

明屋書店今治本店
明屋書店喜⽥村店

宇和島市 明屋書店宇和島明倫店
大洲市 明屋書店大洲店
⻄条市 明屋書店⻄条本店

四国中央市 明屋書店川之江店
新居浜市 明屋書店ＭＥＧＡ⻄の土居店
松前町 明屋書店松前店

明屋書店ＭＥＧＡ平⽥店
明屋書店石井店
明屋書店空港通り店

⾹美市 ⾦高堂土佐⼭⽥店
⾦高堂朝倉ブックセンター
⾦高堂書店
未来屋書店高知店

四万十市 明屋書店四万十川店
大野城市 未来屋書店大野城店

アカデミアサンリブシティ小倉店
喜久屋書店小倉店
喜久屋書店小倉南店
くまざわ書店小倉店

⼭口県

⾹川県

愛媛県

高知県

広島県

福岡県

今治市

⼭口市

下関市

松⼭市

高知市

広島市

北九州市
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都道府県 市区町村 書店名
くまざわ書店サンリブもりつね店
くまざわ書店若松店
明屋書店小倉沼新町店
未来屋書店⿊崎店
未来屋書店⼋幡東店

久留⽶市 紀伊國屋書店久留⽶店
⽥川市 明屋書店伊加利店

アシーネマリナタウン店
紀伊國屋書店福岡本店
福岡⾦文堂姪浜南店
くまざわ書店福岡⻄新店
くまざわ書店ららぽーと福岡店
ジュンク堂書店福岡店
福岡⾦文堂大橋駅店
福家書店福岡木の葉モール橋本店
未来屋書店笹丘店

宗像市 明屋書店宗像店
明屋書店⾏橋⾏事店
福岡⾦文堂イオン唐津店⾏橋店

佐賀県 大和町 くまざわ書店佐賀店
くまざわ書店佐世保店
福岡⾦文堂イオン大塔店
紀伊國屋書店⻑崎店
メトロ書店本店

天草市 ブックスまるぶん イオン天草店
荒尾市 紀伊國屋書店あらおシティモール店
菊池郡 紀伊國屋書店熊本光の森店
宇佐市 明屋書店宇佐店
臼杵市 明屋書店臼杵野⽥店

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
くまざわ書店大分店
明屋書店高城店
明屋書店フリーモールわさだ店

延岡市 くまざわ書店延岡店
⽥中書店イオンモール都城駅前店
⽥中書店川東店
⽥中書店妻ヶ丘本店

都城市

熊本県

大分県

⻑崎県

福岡県

⻑崎市

大分市

福岡市

⾏橋市

佐世保市

宮崎県

北九州市
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都道府県 市区町村 書店名
紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店
未来屋書店宮崎店

姶良市 未来屋書店姶良店
アシーネ⿅児島店
紀伊國屋書店⿅児島店
ジュンク堂書店⿅児島店
丸善天文館店
未来屋書店⿅児島店

霧島市 ⾦海堂イオン隼⼈国分店
薩摩川内市 明屋書店 川内店

球陽堂書房メインプレイス店
くまざわ書店那覇店
ジュンク堂書店 那覇店

⻄原町 球陽堂書房⻄原店

宮﨑市

⿅児島市

那覇市

⿅児島県

沖縄県

宮崎県
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