
都道府県 地名 書店名

関東 茨城 石岡市　　　 三洋堂書店石岡店
関東 茨城 潮来市　　　 大地堂・ラ・ラ・ルー店
関東 茨城 日立市　　　 ヨークベニマル日立会瀬店
関東 茨城 坂東市　　　 ヨークベニマル坂東店
関東 栃木 大田原市　　 Ｂｏｏｋｓオオイデ
関東 栃木 那須塩原市　 ブックスわかまつ
関東 群馬 伊勢崎市　　 くまざわ書店伊勢崎店
関東 群馬 伊勢崎市　　 文真堂書店連取本町店
関東 群馬 宇都宮市　　 ヨークベニマル若松原店
関東 群馬 宇都宮市　　 ヨークベニマル細谷店
関東 群馬 笠懸町　　　 文真堂阿左美店
関東 群馬 館林市　　　 文真堂小桑原店
関東 群馬 桐生市　　　 文真堂広沢店
関東 群馬 高崎市　　　 ブックマンズアカデミー　高崎店
関東 群馬 高崎市　　　 文真堂倉賀野店Ｔ・Ｃ
関東 群馬 高崎市　　　 文真堂上中居店
関東 群馬 佐野市　　　 文真堂佐野店Ｔ・Ｃ
関東 群馬 渋川市　　　 文真堂渋川中央店Ｔ・Ｃ
関東 群馬 沼田市　　　 文真堂上原店
関東 群馬 神栖市　　　 ベイシア神栖店
関東 群馬 前橋市　　　 フォリオ岡崎
関東 群馬 前橋市　　　 文真堂片貝店
関東 群馬 前橋市　　　 ブックマンズアカデミー前橋店
関東 群馬 足利市　　　 文真堂足利助戸店Ｔ・Ｃ
関東 群馬 太田市　　　 ブックマンズアカデミー太田店
関東 群馬 大胡町　　　 文真堂大胡店
関東 群馬 大泉町　　　 文真堂大泉店
関東 埼玉 さいたま市　 須原屋
関東 埼玉 さいたま市　 須原屋コルソ店
関東 埼玉 さいたま市　 ブックファーストルミネ大宮店
関東 埼玉 ふじみ野市　 メディアライン　東京堂ふじみ野店
関東 埼玉 越谷市　　　 博文堂書店千間台店
関東 埼玉 越谷市　　　 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン
関東 埼玉 桶川市　　　 丸善　桶川店
関東 埼玉 熊谷市　　　 須原屋熊谷店
関東 埼玉 古河市　　　 ＢＯＯＫＳ　ＭＩＫＵＮＩ
関東 埼玉 幸手市　　　 文真堂幸手店
関東 埼玉 春日部市　　 メディアライン春日部店
関東 埼玉 川越市　　　 Ｔ’ｓＢｏｏｋｓ
関東 埼玉 川越市　　　 紀伊國屋書店川越店
関東 埼玉 川口市　　　 明文堂書店川口末広店
関東 埼玉 川口市　　　 須原屋川口前川店
関東 埼玉 川口市　　　 くまざわ書店川口店
関東 埼玉 川口市　　　 須原屋アリオ川口店
関東 埼玉 川口市　　　 紀伊國屋書店そごう川口店
関東 埼玉 草加市　　　 文真堂書店　ホ－ムズ草加舎人店
関東 埼玉 秩父市　　　 文真堂秩父黒谷店Ｔ・Ｃ
関東 埼玉 鶴ヶ島市　　 ｙｃ－ｖｏｘワカバウォーク店
関東 千葉 我孫子市　　 ＳＣ多田屋我孫子店
関東 千葉 四街道市　　 くまざわ書店四街道店
関東 千葉 松戸市　　　 書店かっぱ五香駅店
関東 千葉 千葉市　　　 宮脇書店稲毛長沼原店
関東 千葉 千葉市　　　 オ－クスブックセンタ－あすみが丘店
関東 千葉 八千代市　　 八重洲Ｂ・Ｃイトーヨーカドー八千代店
関東 東京 葛飾区　　　 ブックスキデイランド亀有店
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関東 東京 江戸川区　　 書店かっぱ西葛西店
関東 東京 江東区　　　 福家書店アリオ北砂店
関東 東京 江東区　　　 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店
関東 東京 新宿区　　　 ブックファースト新宿店
関東 東京 新宿区　　　 ブックファ－スト高田馬場店
関東 東京 新宿区　　　 ラムラブックセンター芳進堂
関東 東京 杉並区　　　 文公堂書店
関東 東京 世田谷区　　 ブックメイツ祖師ヶ谷大蔵店
関東 東京 世田谷区　　 三省堂書店成城店
関東 東京 世田谷区　　 三省堂書店下北沢店
関東 東京 世田谷区　　 住吉書房駒沢店
関東 東京 西東京市　　 博文堂書店田無店
関東 東京 千代田区　　 三省堂書店東京駅一番街店
関東 東京 足立区　　　 ブックファーストルミネ北千住店
関東 東京 足立区　　　 文真堂書店足立花畑店
関東 東京 多摩市　　　 小田急マート多摩センター店
関東 東京 中央区　　　 八重洲ブックセンター本店
関東 東京 中野区　　　 明屋書店中野ＢＷ店
関東 東京 中野区　　　 ブックファースト中野店
関東 東京 町田市　　　 ブックメイツ玉川学園店
関東 東京 町田市　　　 久美堂四丁目店
関東 東京 町田市　　　 久美堂本町田店
関東 東京 町田市　　　 ブックファーストルミネ町田店
関東 東京 東久留米市　 野崎書林
関東 東京 八王子市　　 コーナンＢＯＯＫＳぐりーんうぉーく多摩店
関東 東京 品川区　　　 書店かっぱ品川八潮店
関東 東京 品川区　　　 ブックファーストレミィ五反田店
関東 東京 武蔵野市　　 ブックファーストアトレ吉祥寺店
関東 東京 豊島区　　　 山下書店大塚店
関東 東京 豊島区　　　 三省堂書店池袋本店
関東 東京 練馬区　　　 くまざわ書店大泉学園店
関東 神奈川 横浜市　　　 住吉書房新杉田店
関東 神奈川 横浜市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックファーストモザイクモール港北店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックファースト青葉台店
関東 神奈川 横浜市　　　 ブックファ－スト横浜西口店
関東 神奈川 横浜市　　　 くまざわ書店鶴見店
関東 神奈川 川崎市　　　 住吉書房元住吉店
関東 神奈川 川崎市　　　 紀伊國屋書店武蔵小杉店
関東 神奈川 川崎市　　　 ブックファ－ストあおい川崎駅前店
関東 神奈川 川崎市　　　 紀伊國屋書店イトーヨーカドー川崎店
関東 神奈川 川崎市　　　 北野書店本店
関東 神奈川 川崎市　　　 ブックメイツ新百合ヶ丘北口店
関東 神奈川 川崎市　　　 ブックポート２０３　中野島店
関東 神奈川 相模原市　　 ブックファーストボーノ相模大野店
関東 神奈川 藤沢市　　　 ジュンク堂書店藤沢店
関東 神奈川 藤沢市　　　 Ｂｏｏｋプラザ文華堂
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