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県名 市区町村 書店名

北海道 札幌市　　　 東光ストアＳＣ藤野店
北海道 札幌市　　　 スーパーブックス札幌弘栄堂書店北郷店
北海道 札幌市　　　 東光ストア平岡店
北海道 札幌市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー福住店
北海道 札幌市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯田店
北海道 釧路市　　　 ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　イオン店
北海道 小樽市　　　 紀伊國屋小樽店
北海道 帯広市　　　 宮脇書店帯広店
北海道 函館市　　　 ス－パ－ブックス桔梗店
北海道 北斗市　　　 ブックポート久根別店
北海道 恵庭市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー恵庭店
北海道 北見市　　　 ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　北見店
北海道 枝幸町　　　 よこおか西條枝幸店
北海道 網走市　　　 フジヤ書店
秋田 秋田市　　　 ス－パ－ブックス八橋店
福島 郡山市　　　 岩瀬書店富久山店
福島 福島市　　　 岩瀬書店鎌田店
福島 福島市　　　 岩瀬書店八木田店
福島 白河市　　　 ス－パ－ブックス新白河店
茨城 潮来市　　　 大地堂・ラ・ラ・ルー店
茨城 古河市　　　 福家書店古河店
茨城 石岡市　　　 三洋堂書店石岡店
茨城 阿見町　　　 オークスブックセンター阿見店
茨城 土浦市　　　 オークスブックセンター土浦ピアタウン店
栃木 宇都宮市　　 サンライズ御幸ヶ原店
栃木 高根沢町　　 サンライズ高根沢店
栃木 下野市　　　 大学書房自治医大店
栃木 那須塩原市　 博文堂書店那須塩原店
栃木 日光市　　　 ス－パ－ブックス今市店
栃木 足利市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ足利助戸店
栃木 佐野市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ佐野店
群馬 高崎市　　　 ブックマンズアカデミー　高崎店
群馬 高崎市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ倉賀野店
群馬 高崎市　　　 文真堂書店上中居店
群馬 高崎市　　　 文真堂書店上並榎店
群馬 前橋市　　　 ブックマンズアカデミー前橋店
群馬 前橋市　　　 文真堂書店小出店
群馬 館林市　　　 文真堂書店瀬戸谷店
群馬 太田市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ新井店
群馬 太田市　　　 ブックマンズアカデミー太田店
群馬 渋川市　　　 TIME CLIP　渋川中央店
群馬 みどり市　　 文真堂書店阿左美店
群馬 沼田市　　　 文真堂書店上原店
群馬 安中市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ安中店
群馬 桐生市　　　 文真堂書店広沢店
群馬 東吾妻町　　 文真堂書店原町店
群馬 大泉町　　　 文真堂書店大泉店
埼玉 さいたま市　 オークスブックセンター岩槻店
埼玉 川口市　　　 明文堂書店川口末広店
埼玉 越谷市　　　 宮脇書店越谷店
埼玉 越谷市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ北越谷店
埼玉 越谷市　　　 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン
埼玉 越谷市　　　 博文堂書店千間台店
埼玉 戸田市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田
埼玉 上尾市　　　 芳林堂書店イ－サイト上尾店
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埼玉 三郷市　　　 ＫａＢｏＳららぽーと新三郷店
埼玉 春日部市　　 メディアライン春日部店
埼玉 秩父市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ秩父黒谷店
埼玉 草加市　　　 文真堂書店ホ－ムズ草加舎人店
埼玉 幸手市　　　 文真堂書店幸手店
埼玉 熊谷市　　　 文真堂書店美土里店
千葉 千葉市　　　 宮脇書店稲毛長沼原店
千葉 千葉市　　　 中島書店
千葉 千葉市　　　 オークスブックセンター轟町店
千葉 千葉市　　　 オ－クスブックセンタ－あすみが丘店
千葉 千葉市　　　 ブックスワールド花園店
千葉 千葉市　　　 ス－パ－ブックス都賀店
千葉 松戸市　　　 堀江良文堂
千葉 我孫子市　　 ＳＣ多田屋我孫子店
千葉 市川市　　　 ときわ書房本八幡スクエア店プラスゲオ
千葉 市川市　　　 福家書店市川店
千葉 流山市　　　 宮脇書店流山店
千葉 柏市　　　　 ＫａＢｏＳららぽーと柏の葉店
千葉 柏市　　　　 オークスブックセンター南柏店
千葉 市原市　　　 三洋堂書店　市原牛久店
千葉 市原市　　　 ブックスワールドアピタ市原店
千葉 習志野市　　 三洋堂書店東習志野店
千葉 白井市　　　 オークスブックセンター白井駅前店プラスゲオ
千葉 野田市　　　 ス－パ－ブックス川間店
千葉 八千代市　　 八重洲ブックセンター　イトーヨーカドー八千代店
東京 千代田区　　 山下書店半蔵門店
東京 中央区　　　 八重洲ブックセンター本店
東京 新宿区　　　 博文堂書店本店
東京 新宿区　　　 ラムラブックセンター芳進堂
東京 文京区　　　 中央大学生協理工店
東京 台東区　　　 明正堂アトレ上野店
東京 墨田区　　　 廣文館イトーヨーカドー曳舟店
東京 江東区　　　 福家書店アリオ北砂店
東京 江東区　　　 丸善有明ワンザ店
東京 目黒区　　　 不二屋
東京 大田区　　　 ブックスフジ大鳥居店
東京 大田区　　　 藤乃屋書店
東京 世田谷区　　 スーパーブックスあおい書店池尻大橋店
東京 世田谷区　　 住吉書房駒沢店
東京 中野区　　　 いつわ書店中野新橋店
東京 中野区　　　 明屋書店中野ブロードウェイ店
東京 杉並区　　　 文公堂書店
東京 豊島区　　　 三省堂書店池袋本店
東京 豊島区　　　 ＢＯＯＫＥＸＰＲＥＳＳアトレヴィ巣鴨店
東京 豊島区　　　 山下書店大塚店
東京 板橋区　　　 矢崎書店
東京 板橋区　　　 メディアライン大山店
東京 足立区　　　 文真堂書店足立花畑店
東京 足立区　　　 ス－パ－ブックス竹ノ塚駅前店
東京 葛飾区　　　 ブックスキデイランド亀有店
東京 葛飾区　　　 ブックスオオトリ四つ木店
東京 江戸川区　　 椿書房
東京 江戸川区　　 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店
東京 武蔵野市　　 ブックス・ルーエ
東京 東久留米市　 宮脇書店ヨ－カ堂東久留米店
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東京 東久留米市　 ブックセンタークルネ店
東京 昭島市　　　 ＢＯＯＫ　ＥＸＰＲＥＳＳディラ拝島店
東京 西東京市　　 博文堂書店田無店
神奈川 横浜市　　　 ブックスオオトリ金沢シーサイド店
神奈川 横浜市　　　 ブックスオオトリ鶴見店
神奈川 横浜市　　　 ＫａＢｏｓあざみ野店
神奈川 横浜市　　　 住吉書房新杉田店
神奈川 横浜市　　　 住吉書房東戸塚店
神奈川 横浜市　　　 あおい書店上大岡店
神奈川 川崎市　　　 住吉書房宮崎台駅前店
神奈川 川崎市　　　 住吉書房新丸子店
神奈川 秦野市　　　 原書店
神奈川 小田原市　　 伊勢治書店ダイナシティ店
長野 駒ヶ根市　　 三洋堂書店駒ヶ根店
静岡 静岡市　　　 吉見書店竜南店
静岡 静岡市　　　 吉見書店長田店
静岡 静岡市　　　 江崎書店イトヨーカドー静岡店
静岡 静岡市　　　 江崎書店ベイドリーム清水店
静岡 浜松市　　　 アマノ有玉店
静岡 浜松市　　　 明屋書店浜松渡瀬店
静岡 浜松市　　　 明屋書店高林店
静岡 浜松市　　　 明屋書店イケヤ高丘店
静岡 袋井市　　　 江崎書店袋井店
静岡 沼津市　　　 マルサン書店駅北店
静岡 富士市　　　 マルサン書店富士店
静岡 富士市　　　 あおい書店富士店
静岡 島田市　　　 島田書店花みずき店
静岡 湖西市　　　 ジャック鷲津駅前ブック館
静岡 湖西市　　　 明屋書店イケヤ湖西店
静岡 清水町　　　 マルサン書店柿田川サントムーン店
静岡 藤枝市　　　 フジエダエザキ駅南店
静岡 長泉町　　　 Ｂｏｏｋｓランケイ社
静岡 下田市　　　 ムラカミ書店アネックス店
静岡 富士宮市　　 大垣書店イオンモ－ル富士宮店
静岡 磐田市　　　 明屋書店イケヤ磐田東店
富山 富山市　　　 清明堂マリエ店
富山 富山市　　　 文苑堂書店藤の木店
富山 富山市　　　 文苑堂本郷店
富山 富山市　　　 文苑堂書店富山豊田店
富山 富山市　　　 明文堂新庄経堂店
富山 富山市　　　 明文堂書店富山有沢橋店
富山 富山市　　　 明文堂書店富山掛尾店
富山 高岡市　　　 文苑堂書店清水町店
富山 高岡市　　　 文苑堂戸出店
富山 高岡市　　　 文苑堂書店新野村店
富山 高岡市　　　 文苑堂書店福田本店
富山 射水市　　　 文苑堂書店小杉店
富山 射水市　　　 明文堂書店高岡射水店
富山 滑川市　　　 明文堂書店滑川店
富山 魚津市　　　 明文堂魚津店
富山 入善町　　　 明文堂書店新入善店
富山 黒部市　　　 明文堂黒部店
富山 氷見市　　　 明文堂書店氷見店
石川 金沢市　　　 金沢ビーンズ明文堂
石川 小松市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ
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石川 七尾市　　　 明文堂書店能登七尾店
石川 穴水町　　　 コメリ書房穴水店
石川 野々市市　　 うつのみや上林店
石川 野々市市　　 明文堂書店金沢野々市店
石川 能美市　　　 ブックメイト　とくひさ
福井 福井市　　　 安部書店エルパ店
福井 大野市　　　 カドヤ書店Ｖｉｏ店
福井 小浜市　　　 三洋堂書店小浜店
愛知 名古屋市　 三洋堂書店中野橋店
愛知 名古屋市 三洋堂書店よもぎ店
愛知 名古屋市 三洋堂書店新開橋店
愛知 名古屋市 三洋堂書店杁中店
愛知 名古屋市 三洋堂書店当知店
愛知 名古屋市 三洋堂書店志段味店
愛知 豊川市　　　 豊川堂プリオ豊川店
愛知 豊川市　　　 あおい書店豊川店
愛知 豊川市　　　 三洋堂書店豊川店
愛知 豊橋市　　　 豊川堂カルミア店
愛知 豊田市　　　 本のメグリア本店
愛知 北名古屋市　 あおい書店西春店
愛知 半田市　　　 三洋堂書店半田店
愛知 半田市　　　 三洋堂書店乙川店
愛知 岡崎市　　　 あおい書店上里店
愛知 西尾市　　　 あおい書店西尾店
愛知 碧南市　　　 三洋堂書店碧南店
愛知 高浜市　　　 三洋堂書店高浜店
愛知 江南市　　　 三洋堂書店江南店
愛知 知立市　　　 三洋堂書店知立店
愛知 西尾市　　　 三洋堂書店西尾店
愛知 清須市　　　 三洋堂書店清洲店
愛知 尾張旭市　　 三洋堂書店　城山店
愛知 東海市　　　 三洋堂書店大田川店
愛知 春日井市　　 三洋堂書店鳥居松店
愛知 田原市　　　 豊川堂新田原店
愛知 みよし市　　 本のメグリア三好店
岐阜 多治見市　　 三洋堂書店多治見南店
岐阜 多治見市　　 三洋堂書店たじみ店
岐阜 岐阜市　　　 三洋堂書店市橋店
岐阜 岐阜市　　　 三洋堂書店長良店
岐阜 大垣市　　　 喜久屋書店大垣店
岐阜 瑞浪市　　　 三洋堂書店瑞浪中央店
岐阜 中津川市　　 三洋堂書店中つ川店
岐阜 土岐市　　　 三洋堂書店土岐店
岐阜 関市　　　　 三洋堂書店せき東店
岐阜 高山市　　　 三洋堂書店こくふ店
岐阜 高山市　　　 三洋堂書店高山店
岐阜 瑞穂市　　　 三洋堂書店穂積店
岐阜 美濃加茂市　 三洋堂書店みのかも店
岐阜 山県市　　　 三洋堂書店高富店
岐阜 関市　　　　 三洋堂書店新関店
岐阜 可児市　　　 三洋堂書店下恵土店
岐阜 各務原市　　 三洋堂書店各務原店
岐阜 大野町　　　 三洋堂書店大野店
岐阜 養老町　　　 三洋堂書店　養老店
岐阜 垂井町　　　 三洋堂書店垂井店
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三重 桑名市　　　 三洋堂書店星川店
三重 桑名市　　　 三洋堂書店桑名店
三重 四日市市　　 三洋堂書店生桑店
三重 四日市市　　 三洋堂書店富田店
三重 名張市　　　 三洋堂書店名張店
三重 松阪市　　　 コメリ書房松阪店
滋賀 草津市　　　 アバンティブックセンター南草津店
滋賀 長浜市　　　 三洋堂書店新長浜店
滋賀 近江八幡市　 三洋堂書店近江八幡店
滋賀 高月町　 三洋堂書店高月店
滋賀 豊郷町　　　 三洋堂書店豊さと店
京都 京都市　　　　 アバンティブックセンター京都店
京都 京都市 アミーゴ書店洛北店
大阪 大阪市 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店
大阪 大阪市 アミーゴ書店都島店
大阪 大阪市 アミーゴ書店東淀川店
大阪 吹田市　　　 イズミヤ千里丘店ブックアミーゴ
大阪 堺市　　　　 アバンティブックセンター原山台店
大阪 寝屋川市　　 イズミヤ寝屋川店ブックアミーゴ
大阪 柏原市　　　 アバンティ宮脇書店大阪柏原店
奈良 奈良市　　　 三洋堂書店大安寺店
奈良 生駒市　　　 宮脇書店生駒北店
奈良 香芝市　　　 三洋堂書店香芝店
奈良 橿原市　　　 三洋堂書店橿原神宮店
奈良 桜井市　　　 三洋堂書店桜井店
兵庫 神戸市 宮脇書店神戸北店
兵庫 神戸市　　　 大垣書店神戸ハーバーランド店
兵庫 神戸市 アミーゴ六甲道店
兵庫 神戸市 アバンティブックセンター舞多聞店
兵庫 神戸市 アミーゴ書店垂水店
兵庫 神戸市 アミーゴ書店　西神南店
兵庫 神戸市 アミーゴ新藤原台店
兵庫 神戸市 イズミヤ西神戸店ブックアミーゴ
兵庫 神戸市　　　 ブックファースト六甲店
兵庫 神戸市　　　 メトロ書店　神戸御影店
兵庫 神戸市　　　 アバンティブックセンターＨＡＴ神戸店
兵庫 西宮市　　　 アミーゴ書店西宮東店
兵庫 西宮市　　　 旭屋書店ららぽーと甲子園店
兵庫 宝塚市 アバンティブックセンター宝塚中山店
兵庫 伊丹市　　　 ブックスユートピア野間店
兵庫 伊丹市　　　 イズミヤ昆陽店ブックアミーゴ
兵庫 三田市　　　 アバンティブックセンター　三田駅前店
兵庫 三田市　　　 アミーゴ書店フラワータウン店
兵庫 豊岡市　　　 ぶっくすトムアイティ店
兵庫 豊岡市　　　 ブックストム
兵庫 宍粟市　　　 ブックランドヤスイ
兵庫 洲本市　　　 宮脇書店洲本店
兵庫 三木市　　　 アバンティブックセンター三木志染店
広島 三原市　　　 明屋書店フジグラン三原店
広島 熊野町　　　 明屋書店スピリッツ熊野店
島根 益田市　　　 ブックセンタージャスト高津店
山口 山口市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ大内店
山口 山口市　　　 明屋書店宮野店
山口 山口市　　　 明屋書店小郡店
山口 宇部市　　　 宮脇書店宇部店
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山口 宇部市　　　 明屋書店東岐波店
山口 光市　　　　 明屋書店光店
山口 下松市　　　 明屋書店下松店
山口 岩国市　　　 明屋書店南岩国店
山口 岩国市　　　 明屋書店スピリッツ岩国店
山口 周南市　　　 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店
山口 周南市　　　 明屋書店富田店
山口 周南市　　　 明屋書店今宿店
山口 柳井市　　　 明屋書店柳井店
山口 下関市　　　 明屋書店下関長府店
山口 下関市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店
山口 防府市　　　 明屋書店緑町店
山口 山陽小野田市 サンパーク良文堂
山口 山陽小野田市 明屋書店厚狭店
山口 長門市　　　 明屋書店長門店
山口 萩市　　　　 明屋書店萩店
徳島 徳島市　　　 カルチャーシティ平惣川内店
徳島 徳島市　　　 ブックシティ平惣徳島店
徳島 阿南市　　　 カルチャーシティ平惣阿南センター店
徳島 小松島市　　 キダブン
徳島 藍住町　　　 ＢＯＯＫＳジュピター
愛媛 松山市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ平田店
愛媛 松山市　　　 明屋書店空港通り店
愛媛 松山市　　　 明屋スピリッツ石手店
愛媛 松山市　　　 明屋書店松山本店
愛媛 松山市　　　 明屋書店平井店
愛媛 松山市　　　 明屋書店石井店
愛媛 松山市　　　 明屋書店中央通店
愛媛 松山市　　　 Ｓｅｒｅｎ　Ｄｉｐ　明屋書店アエル店
愛媛 松山市　　　 明屋書店BOOKS&COFFEE
愛媛 今治市　　　 明屋書店喜田村店
愛媛 今治市　　　 明屋書店今治別宮店
愛媛 今治市　　　 明屋書店今治本店
愛媛 西条市　　　 明屋書店西条本店
愛媛 新居浜市　　 明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店
愛媛 新居浜市　　 明屋書店新居浜松木店
愛媛 新居浜市　　 明屋書店川東店
愛媛 四国中央市　 明屋書店川之江店
愛媛 八幡浜市　　 明屋書店八幡浜店
愛媛 大洲市　　　 明屋書店大洲店
愛媛 西予市　　　 明屋書店宇和店
愛媛 西条市　　　 明屋書店西条福武店
愛媛 西条市　　　 明屋書店東予店
愛媛 宇和島市　　 明屋書店宇和島明倫店
愛媛 愛南町　　　 明屋書店南宇和店
愛媛 松前町　　　 明屋書店松前店
愛媛 鬼北町　　　 明屋書店広見店
愛媛 内子町　　　 明屋書店内子店
高知 四万十市　　 明屋書店四万十川店
高知 宿毛市　　　 明屋書店フジ宿毛店
香川 高松市　　　 高松書林
福岡 福岡市　　　 紀伊國屋書店福岡本店
福岡 福岡市　　　 紀伊國屋書店天神イムズ店
福岡 福岡市　　　 丸善　博多店
福岡 福岡市　　　 福家書店福岡木の葉モール橋本店
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福岡 北九州市　　 喜久屋書店小倉南店
福岡 北九州市　　 サンリブ高須
福岡 北九州市　　 サンリブ朝日ヶ丘
福岡 北九州市　　 サンリブ木屋瀬店
福岡 北九州市　　 福家書店リバーウォーク北九州店
福岡 北九州市　　 明屋書店小倉曽根店
福岡 北九州市　　 明屋書店小倉南店
福岡 北九州市　　 明屋書店小倉沼新町店
福岡 飯塚市　　　 元野木書店
福岡 久留米市　　 紀伊國屋書店久留米店
福岡 古賀市　　　 金修堂サンリブ古賀店
福岡 宗像市　　　 明屋書店宗像店
福岡 豊前市　　　 明屋書店豊前店
福岡 田川市　　　 明屋書店伊加利店
福岡 行橋市　　　 明屋書店新田原店
福岡 行橋市　　　 明屋書店行橋行事店
福岡 川崎町　　　 明屋書店池尻店
長崎 長崎市　　　 紀伊國屋書店長崎店
長崎 佐々町　　　 メディア館佐々店
熊本 熊本市　　　 金龍堂まるぶん店
熊本 熊本市　　　 明屋書店サンロードシティ熊本店
熊本 阿蘇市　　　 青柳書店　阿蘇店
熊本 上天草市　　 キャモンブックス
熊本 菊陽町　　　 紀伊國屋書店熊本光の森店
熊本 錦町　　　　 サンロード明屋書店　錦店
熊本 あさぎり町　 サンロード明屋書店　免田店
熊本 多良木町　　 サンロード明屋書店　多良木店
大分 大分市　　　 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店
大分 大分市　　　 紀伊國屋書店大分店
大分 大分市　　　 明屋書店賀来店
大分 大分市　　　 明屋書店フリーモールわさだ店
大分 大分市　　　 明屋書店高城店
大分 日田市　　　 明屋書店日田店
大分 佐伯市　　　 明屋書店コスモタウン佐伯店
大分 中津市　　　 明屋書店中央町店
大分 宇佐市　　　 明屋書店宇佐店
大分 豊後高田市　 明屋書店豊後高田店
大分 中津市　　　 明屋書店中津本店
大分 臼杵市　　　 明屋書店臼杵野田店
宮崎 宮崎市　　　 りーぶる金海堂　宮交シティ店
宮崎 都城市　　　 金海堂イオン都城店
宮崎 都城市　　　 田中書店妻ヶ丘本店
宮崎 都城市　　　 田中書店川東店
宮崎 都城市　　　 田中書店イオンモール都城駅前店
宮崎 川南町　　　 明屋書店　川南店
宮崎 高千穂町　　 明屋書店　高千穂店
鹿児島 鹿児島市　　 紀伊國屋書店鹿児島店
鹿児島 出水市　　　 金海堂出水店
鹿児島 薩摩川内市　 クッキー明屋書店　川内店
鹿児島 枕崎市　　　 三愛書店花渡川店
鹿児島 霧島市　　　 金海堂　イオン隼人国分店
鹿児島 霧島市　　　 クッキー明屋書店　隼人店
鹿児島 奄美市　　　 ブックス十番館プラス１
沖縄 那覇市　　　 ジュンク堂書店那覇店
沖縄 沖縄市　　　 宮脇書店中の町店
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沖縄 うるま市　　 田園書房サンエ－具志川メインシティ店
沖縄 うるま市　　 大城書店石川店
沖縄 うるま市　　 宮脇書店新具志川店
沖縄 浦添市　　　 宮脇書店経塚シティ店
沖縄 宜野湾市　　 宮脇書店大山店
沖縄 石垣市　　　 タウンパルやまだ
沖縄 南風原町　　 ＯＢＢ津嘉山店
沖縄 読谷村　 大城書店読谷店
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