
書店名 都道府県 住所
ジュンク堂書店 旭川店 北海道 旭川市１条通８−１０８
コーチャンフォー 旭川店 北海道 旭川市宮前１条２−４−１
紀伊國屋書店 ⼩樽店 北海道 ⼩樽市稲穂２−２２−８
くまざわ書店 帯広店 北海道 帯広市⻄四条南２０−１
くまざわ書店 帯広藤丸店 北海道 帯広市⻄⼆条南８−１
くまざわ書店 東神楽店 北海道 上川郡東神楽町ひじり野南⼀条５−１−１
くまざわ書店 釧路店 北海道 釧路郡釧路町桂⽊１−１−７
リラィアブルブックス 運動公園通り店 北海道 釧路郡釧路町桂⽊３−８
コーチャンフォー 釧路店 北海道 釧路市春採７−１−２４
リラィアブルブックス ルート３８号店 北海道 釧路市⿃取⼤通９−２
コーチャンフォー 北⾒店 北海道 北⾒市並⽊町５２１−４
紀伊國屋書店 厚別店 北海道 札幌市厚別区厚別中央⼆条５−７−２
くまざわ書店 ⼿稲店 北海道 札幌市⼿稲区前⽥⼀条１１丁⽬
コーチャンフォー 美しが丘店 北海道 札幌市清⽥区美しが丘⼀条５丁⽬２−１
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店 北海道 札幌市中央区南⼀条⻄１−８−２
⼤垣書店 マルヤマクラス店 北海道 札幌市中央区南⼀条⻄２７−１−１
⼤垣書店 東光ストア円⼭店 北海道 札幌市中央区北⼀条⻄２４−４−１
三省堂書店 札幌店 北海道 札幌市中央区北五条⻄２−５
紀伊國屋書店 札幌本店 北海道 札幌市中央区北五条⻄５−７
くまざわ書店 アリオ札幌店 北海道 札幌市東区北７条東９−２−２０
コーチャンフォー ミュンヘン⼤橋店 北海道 札幌市豊平区中の島⼀条１３−１−１
コーチャンフォー 新川通り店 北海道 札幌市北区新川三条１８丁⽬１−１
くまざわ書店 中標津店 北海道 標津郡中標津町字中標津６−１１
いけだ書店 ⼠別店 北海道 ⼠別市⼤通東１６−３１４３
紀伊國屋書店 千歳店 北海道 千歳市美々新千歳空港ターミナルビル 2F
くまざわ書店 苫⼩牧店 北海道 苫⼩牧市⽊場町１−６−１
リラィアブルブックス 根室店 北海道 根室市昭和町４−４７
くまざわ書店 函館ポールスター店 北海道 函館市港町１−１−２
三省堂書店 函館営業所川原店 北海道 函館市川原町４−１８
函館栄好堂 丸井今井店 北海道 函館市本町３２−１５
留萌ブックセンターｂｙ三省堂書店 北海道 留萌市南町４−７３−１
くまざわ書店 ⻘森店 ⻘森県 ⻘森市浜⽥１−１４−１
ブックスモア ⻘森中央店 ⻘森県 ⻘森市浜⽥⽟川２４６−１
くまざわ書店 五所川原店 ⻘森県 五所川原市唐笠柳藤巻５１７−１
くまざわ書店 ⼋⼾店 ⻘森県 ⼋⼾市沼館４−７−１１１
くまざわ書店 弘前店 ⻘森県 弘前市駅前３−２−１
ジュンク堂書店 弘前中三店 ⻘森県 弘前市⼟⼿町４９−１
ジュンク堂書店 盛岡店 岩⼿県 盛岡市⼤通２−８−１４
くまざわ書店 エスパル仙台店 宮城県 仙台市⻘葉区中央１−１−１
丸善 仙台アエル店 宮城県 仙台市⻘葉区中央１−３−１
くまざわ書店 アリオ仙台泉店 宮城県 仙台市泉区泉中央１−５−１
紀伊國屋書店 仙台店 宮城県 仙台市太⽩区⻑町７−２０−３
ジュンク堂書店 秋⽥店 秋⽥県 秋⽥市千秋久保⽥町４−２
ブックスモア ⼤館店 秋⽥県 ⼤館市清⽔５−２−４１
ブックスモア 秋⽥潟上店 秋⽥県 潟上市飯⽥川飯塚字古開９０−２
ブックスモア 鷹巣店 秋⽥県 北秋⽥市栄中綱５８
ブックスモア ⼤曲店 秋⽥県 ⼤仙市飯⽥堰東２１９
ブックスモア 湯沢店 秋⽥県 湯沢市表町２−４−１２
ブックスモア 本荘店 秋⽥県 由利本荘市⽯脇⽥頭２０６−４７
⼾⽥書店 三川店 ⼭形県 東⽥川郡三川町成⽥新⽥３８３−３
くまざわ書店 鶴岡店 ⼭形県 鶴岡市錦町２−２１



くまざわ書店 ⼭形店 ⼭形県 ⼭形市⾹澄町１−１−１
⼾⽥書店 ⼭形店 ⼭形県 ⼭形市嶋北４−２−１７
くまざわ書店 会津若松店 福島県 会津若松市幕内南町９−１０
ジュンク堂書店 郡⼭店 福島県 郡⼭市中町１３−１
くまざわ書店 郡⼭店 福島県 郡⼭市燧⽥１９５
くまざわ書店 須賀川店 福島県 須賀川市⾼久⽥境９６−１
くまざわ書店 福島エスパル店 福島県 福島市栄町１−１
くまざわ書店 福島店 福島県 福島市南⽮野⽬⻄荒⽥５０−１７
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店 茨城県 つくば市研究学園５−１９
くまざわ書店 取⼿店 茨城県 取⼿市中央町２−５
丸善 ⽇⽴店 茨城県 ⽇⽴市幸町１−１６−１
丸善 ⽔⼾京成店 茨城県 ⽔⼾市泉町１−６−１
三洋堂書店 ⽯岡店 茨城県 ⽯岡市東光台３−１−８
くまざわ書店 ⾜利コムファースト店 栃⽊県 ⾜利市朝倉町２４５
くまざわ書店 アシコタウン 栃⽊県 ⾜利市⼤⽉町３−２
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店 栃⽊県 宇都宮市インターパーク６−１−１
くまざわ書店 宇都宮店 栃⽊県 宇都宮市今泉町２３７
くまざわ書店 アピタ宇都宮店 栃⽊県 宇都宮市江曽島本町２２−７
くまざわ書店 ⿅沼店 栃⽊県 ⿅沼市東末広町１０７３
くまざわ書店 伊勢崎店 群⾺県 伊勢崎市⻄⼩保⽅町３６８
⼾⽥書店 桐⽣店 群⾺県 桐⽣市新宿２−５−７
くまざわ書店 ⾼崎店 群⾺県 ⾼崎市⼋島町２２２
⼾⽥書店 前橋本店 群⾺県 前橋市⻄⽚⾙町４−１６−７
紀伊國屋書店 前橋店 群⾺県 前橋市⽂京町２−１−１
くまざわ書店 ⼤間々店 群⾺県 みどり市⼤間々町⼤間々４０
いけだ書店 上尾店 埼⽟県 上尾市宮本町１−１
くまざわ書店 ⼊間店 埼⽟県 ⼊間市河原町２−１
紀伊國屋書店 ⼊間丸広店 埼⽟県 ⼊間市豊岡１−６−１２
丸善 桶川店 埼⽟県 桶川市若宮１−５−２
くまざわ書店 ララガーデン川⼝店 埼⽟県 川⼝市宮町１８−９
紀伊國屋書店 川越店 埼⽟県 川越市新富町２−１１−１
くまざわ書店 的場店 埼⽟県 川越市的場新町２１−１０
ブックファースト ルミネ川越店 埼⽟県 川越市脇⽥本町３９−１９
くまざわ書店 久喜店 埼⽟県 久喜市久喜中央１−１−２０
くまざわ書店 鷲宮店 埼⽟県 久喜市久本寺⾕⽥７−１
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 菖蒲店 埼⽟県 久喜市菖蒲町菖蒲６００５−１
くまざわ書店 アズセカンド店 埼⽟県 熊⾕市筑波２−１１５
⼾⽥書店 熊⾕店 埼⽟県 熊⾕市肥塚４−１３１
くまざわ書店 上⾥店 埼⽟県 児⽟郡上⾥町七本⽊２２７２−１
くまざわ書店 浦和美園店 埼⽟県 さいたま市岩槻区美園東２−１７−１３
紀伊國屋書店 浦和パルコ店 埼⽟県 さいたま市浦和区東⾼砂町１１−１
紀伊國屋書店 さいたま新都⼼店 埼⽟県 さいたま市⼤宮区吉敷町４−２６７−２
ジュンク堂書店 ⼤宮⾼島屋店 埼⽟県 さいたま市⼤宮区⼤⾨町１−３２
三省堂書店 ⼤宮店 埼⽟県 さいたま市⼤宮区桜⽊町１−６−２
ブックファースト ルミネ⼤宮店 埼⽟県 さいたま市⼤宮区錦町６３０
くまざわ書店 宮原店 埼⽟県 さいたま市北区宮原町１−８５４−１
くまざわ書店 東浦和店 埼⽟県 さいたま市緑区東浦和２−５１−２６
くまざわ書店 草加ＶＡＲＩＥ店 埼⽟県 草加市氷川町１９７０
くまざわ書店 秩⽗店 埼⽟県 秩⽗市上野町８０５−１４
⼤垣書店 ブックスタマ 所沢店 埼⽟県 所沢市若松町８５３−３
丸善 丸広百貨店飯能店 埼⽟県 飯能市栄町２４−４
くまざわ書店 飯能店 埼⽟県 飯能市仲町１１−２１



丸善 丸広百貨店東松⼭店 埼⽟県 東松⼭市材⽊町１９−３０
くまざわ書店 イオンタウンふじみ野店 埼⽟県 ふじみ野市福岡２−１−６
くまざわ書店 和光店 埼⽟県 和光市丸⼭台１−９−３
くまざわ書店 蕨錦町店 埼⽟県 蕨市錦町１−１２−１
三洋堂書店 岬店 千葉県 いすみ市岬町江場⼟字関内１８６３
くまざわ書店 モラージュ柏店 千葉県 柏市⼤⼭台２−３−１
紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店 千葉県 柏市⼤島⽥１−６−１
ジュンク堂書店 柏モディ店 千葉県 柏市柏１−２−２６
くまざわ書店 柏⾼島屋店 千葉県 柏市末広町１−１
くまざわ書店 ⽊更津店 千葉県 ⽊更津市ほたる野４−２−４８
ブックファースト シャポー市川店 千葉県 市川市市川１−１−１
くまざわ書店 シャポー本⼋幡店 千葉県 市川市⼋幡２−１７−１
有隣堂 アトレ新浦安店 千葉県 浦安市⼊船１−１−１
くまざわ書店 新鎌ケ⾕店 千葉県 鎌ケ⾕市新鎌ケ⾕２−１２−１
紀伊國屋書店 流⼭おおたかの森店 千葉県 流⼭市おおたかの森南１−５−１
丸善 津⽥沼店 千葉県 習志野市⾕津７−７−１
くまざわ書店 津⽥沼店 千葉県 習志野市津⽥沼１−１−１
くまざわ書店 公津店 千葉県 成⽥市公津の杜４−５−３
くまざわ書店 松⼾店 千葉県 松⼾市松⼾１−１１８１
くまざわ書店 松⼾新⽥店 千葉県 松⼾市松⼾新⽥２４５−２６
くまざわ書店 四街道店 千葉県 四街道市中央５番地
くまざわ書店 稲⽑店 千葉県 千葉市稲⽑区稲⽑東３−１９−１１
くまざわ書店 幕張店 千葉県 千葉市花⾒川区幕張町４−４１７−２５
くまざわ書店 ペリエ⻄千葉店 千葉県 千葉市中央区春⽇２−２４−４
くまざわ書店 ペリエ千葉本店 千葉県 千葉市中央区新千葉１−１−１
くまざわ書店 ペリエ千葉エキナカ店 千葉県 千葉市中央区新千葉１丁⽬１−１ ペリエ千葉エキナカ 4F
三省堂書店 そごう千葉店 千葉県 千葉市中央区新町１０００
くまざわ書店 蘇我店 千葉県 千葉市中央区川崎町７−２０
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店 千葉県 千葉市中央区富⼠⾒２−３−１
三省堂書店 イコアス千城台店 千葉県 千葉市若葉区千城台北３−２１−１
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 津⽥沼Ｐ店 千葉県 船橋市前原⻄２−１９−１
くまざわ書店 ららぽーと店 千葉県 船橋市浜町２−１−１
ジュンク堂書店 南船橋店 千葉県 船橋市浜町２−２−７
くまざわ書店 ⾺込沢店 千葉県 船橋市藤原７−２−２
くまざわ書店 シャポー船橋店 千葉県 船橋市本町７−１−１
くまざわ書店 勝⽥台店 千葉県 ⼋千代市勝⽥台１−１０
くまざわ書店 ⼋千代台店 千葉県 ⼋千代市⼋千代台東１−１−１０
くまざわ書店 昭島店 東京都 昭島市⽥中町５６２−１
くまざわ書店 イトーヨーカドー綾瀬店 東京都 ⾜⽴区綾瀬３−４−２５
くまざわ書店 ⻄新井店 東京都 ⾜⽴区⻄新井栄町１−２０−１
くまざわ書店 エキア北千住 東京都 ⾜⽴区千住旭町４２−１
ブックファースト ルミネ北千住店 東京都 ⾜⽴区千住旭町４２−２
くまざわ書店 千住⼤橋店 東京都 ⾜⽴区千住橋⼾町１−１３
くまざわ書店 南千住店 東京都 荒川区南千住４−７−２
コーチャンフォー 若葉台店 東京都 稲城市若葉台２−９−２
くまざわ書店 稲城店 東京都 稲城市⽮野⼝２２８４−１
くまざわ書店 船堀店 東京都 江⼾川区船堀４−１−１
くまざわ書店 京急蒲⽥店 東京都 ⼤⽥区蒲⽥４−５０−１１
くまざわ書店 グランデュオ蒲⽥店 東京都 ⼤⽥区蒲⽥５−１３−１
有隣堂 グランデュオ蒲⽥店 東京都 ⼤⽥区⻄蒲⽥７−６８−１
ブックファースト アトレ⼤森店 東京都 ⼤⽥区⼤森北１−６−１６
くまざわ書店 イトーヨーカドー⼤森店 東京都 ⼤⽥区⼤森北２−１３−１



くまざわ書店 ⽥園調布店 東京都 ⼤⽥区⽥園調布２−６２−４
紀伊國屋書店 アリオ⻲有店 東京都 葛飾区⻲有３−４９−３
有隣堂 アトレ⻲⼾店 東京都 江東区⻲⼾５−１−１
くまざわ書店 ダイバーシティ東京プラザ店 東京都 江東区⻘海１−１−１０
くまざわ書店 東京テレポート店 東京都 江東区⻘海１−２−１
有隣堂 ららぽーと豊洲店 東京都 江東区豊洲２−２−１
くまざわ書店 豊洲店 東京都 江東区豊洲３−４−８
くまざわ書店 北砂店 東京都 江東区北砂２−１７−１
紀伊國屋書店 イトーヨーカドー⽊場店 東京都 江東区⽊場１−５−３０
丸善 有明ガーデン店 東京都 江東区有明２−１−８
くまざわ書店 武蔵⼩⾦井北⼝店 東京都 ⼩⾦井市本町５−１１−２
くまざわ書店 ＩＹ武蔵⼩⾦井店 東京都 ⼩⾦井市本町６−１４−９
紀伊國屋書店 国分寺店 東京都 国分寺市南町３−２０−３
有隣堂 アトレ⽬⿊店 東京都 品川区上⼤崎２−１６−９
有隣堂 アトレ⼤井町店 東京都 品川区⼤井１−２−１
ブックファースト 五反⽥店 東京都 品川区東五反⽥２−１−２
紀伊國屋書店 ⻄武渋⾕店 東京都 渋⾕区宇⽥川町２１−１
有隣堂 アトレ恵⽐寿店 東京都 渋⾕区恵⽐寿南１−５−５
紀伊國屋書店 笹塚店 東京都 渋⾕区笹塚１−４８−１４
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 渋⾕店 東京都 渋⾕区道⽞坂２−２４−１
紀伊國屋書店 新宿本店 東京都 新宿区新宿３−１７−７
ＳＴＯＲＹ ＳＴＯＲＹ 東京都 新宿区⻄新宿１−１−３
ブックファースト ルミネ新宿店 東京都 新宿区⻄新宿１−１−５
ブックファースト 新宿店 東京都 新宿区⻄新宿１−７−３
くまざわ書店 都庁店 東京都 新宿区⻄新宿２−８−１
くまざわ書店 東京オペラシティ店 東京都 新宿区⻄新宿３−２０−２
三省堂書店 東京ソラマチ店 東京都 墨⽥区押上１−１−２
廣⽂館 イトーヨーカドー曳⾈店 東京都 墨⽥区京島１−２−１
くまざわ書店 錦⽷町店 東京都 墨⽥区錦⽷２−２−１
有隣堂 錦⽷町テルミナ店 東京都 墨⽥区江東橋３−１４−５
紀伊國屋書店 ⽟川⾼島屋店 東京都 世⽥⾕区⽟川３−１７−１
三省堂書店 経堂店 東京都 世⽥⾕区経堂２−１−３３
三省堂書店 成城店 東京都 世⽥⾕区成城６−５−３４
三省堂書店 下北沢店 東京都 世⽥⾕区北沢２−２５−２１
くまざわ書店 浅草店 東京都 台東区花川⼾１−４−１
ジュンク堂書店 ⽴川⾼島屋店 東京都 ⽴川市曙町２−３９−３
有隣堂 ららぽーと⽴川⽴⾶店 東京都 ⽴川市泉町９３５−１ １３００−１
くまざわ書店 桜ヶ丘店 東京都 多摩市関⼾１−１１−１
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店 東京都 多摩市落合１−４６−１
くまざわ書店 永⼭店 東京都 多摩市永⼭１−４
くまざわ書店 晴海トリトン店 東京都 中央区晴海１−８−１６
丸善 ⽇本橋店 東京都 中央区⽇本橋２−３−１０
くまざわ書店 国領店 東京都 調布市国領町８−２−６４
くまざわ書店 調布店 東京都 調布市布⽥４−４−２２
三省堂書店 アトレ秋葉原１ 東京都 千代⽥区外神⽥１−１７−６
丸善 丸の内本店 東京都 千代⽥区丸の内１−６−４
有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店 東京都 千代⽥区神⽥花岡町１−１
丸善 お茶の⽔店 東京都 千代⽥区神⽥駿河台２−８
三省堂書店 神保町本店仮店舗 東京都 千代⽥区神⽥⼩川町２−５
紀伊國屋書店 ⼤⼿町ビル店 東京都 千代⽥区⼤⼿町１−６−１
ジュンク堂書店 プレスセンター店 東京都 千代⽥区内幸町２−２−１
三省堂書店 有楽町店 東京都 千代⽥区有楽町２−１０−１



くまざわ書店 池袋店 東京都 豊島区⻄池袋１−１１−１
くまざわ書店 サンシャインシティアルパ店 東京都 豊島区東池袋３−１−２
くまざわ書店 エミオ池袋店 東京都 豊島区南池袋１−２８−１
三省堂書店 池袋本店 東京都 豊島区南池袋１−２８−１
ジュンク堂書店 池袋本店 東京都 豊島区南池袋２−１５−５
ブックファースト 中野店 東京都 中野区中野４−３−１
明屋書店 中野ブロードウェイ店 東京都 中野区中野５−５２−１５
ブックファースト 練⾺店 東京都 練⾺区練⾺１−５−１０
ジュンク堂書店 ⼤泉学園店 東京都 練⾺区東⼤泉１−２８−１
くまざわ書店 ⼤泉学園店 東京都 練⾺区東⼤泉５−４３−１
くまざわ書店 ⼋王⼦みなみ野店 東京都 ⼋王⼦市みなみ野１−２−１
有隣堂 セレオ⼋王⼦店 東京都 ⼋王⼦市旭町１−１
くまざわ書店 ⼋王⼦店 東京都 ⼋王⼦市旭町２−１１
くまざわ書店 イトーヨーカドー⼋王⼦店 東京都 ⼋王⼦市狭間町１４６２−１
くまざわ書店 ⼋王⼦南⼝店 東京都 ⼋王⼦市⼦安町４−７−１
くまざわ書店 ⻄⼋王⼦店 東京都 ⼋王⼦市千⼈町２−２０−３
くまざわ書店 イーアス⾼尾店 東京都 ⼋王⼦市東浅川町５５０−３３
くまざわ書店 京王⼋王⼦店 東京都 ⼋王⼦市明神町３−２７−１
ブックスタマ ⼩作店 東京都 ⽻村市栄町１−３−１１
丸善 メトロ・エム後楽園店 東京都 ⽂京区春⽇１−２−３
くまざわ書店 東⼤和店 東京都 東⼤和市桜が丘２−１４２−１
ブックスタマ 東⼤和店 東京都 東⼤和市仲原４−２−４
ブックファースト ルミネ町⽥店 東京都 町⽥市原町⽥６−１−１１
紀伊國屋書店 ⼩⽥急町⽥店 東京都 町⽥市原町⽥６−１２−２０
有隣堂 町⽥モディ店 東京都 町⽥市原町⽥６−２−６
くまざわ書店 町⽥根岸店 東京都 町⽥市根岸町２−１８−１
有隣堂 アトレヴィ三鷹店 東京都 三鷹市下連雀３−４６−４
くまざわ書店 品川店 東京都 港区港南２−１５−２
三省堂書店 品川駅店 東京都 港区港南２−１−７８
くまざわ書店 ⽥町店 東京都 港区芝浦３−１−２１
ブックファースト アトレ吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町１−１−２４
ブックファースト アトレ吉祥寺東館店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町１−１−２４
ジュンク堂書店 吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１−１１−５
紀伊國屋書店 吉祥寺東急店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町２−３−１
ブックファースト ⾃由が丘店 東京都 ⽬⿊区⾃由が丘１−８−２１
くまざわ書店 本厚⽊店 神奈川県 厚⽊市中町２−２−１
有隣堂 厚⽊店 神奈川県 厚⽊市中町２−６
くまざわ書店 綾瀬店 神奈川県 綾瀬市深⾕１−１−１
有隣堂 ららぽーと海⽼名店 神奈川県 海⽼名市扇町１３−１
三省堂書店 海⽼名店 神奈川県 海⽼名市中央１−１−１
くまざわ書店 さがみ野店 神奈川県 海⽼名市東柏ケ⾕３−３−１５
有隣堂 ラスカ⼩⽥原店 神奈川県 ⼩⽥原市栄町１−１−９
三省堂書店 ⼩⽥原店 神奈川県 ⼩⽥原市城⼭１−１−１
くまざわ書店 ⼤船店 神奈川県 鎌倉市⼤船１−２５−３０
くまざわ書店 さぎ沼店 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼１−１
丸善 ラゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市幸区堀川町７２−１
有隣堂 アトレ川崎店 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町２６−１
紀伊國屋書店 イトーヨーカドー川崎店 神奈川県 川崎市川崎区⼩⽥栄２−２−１
有隣堂 武蔵⼩杉東急スクエア店 神奈川県 川崎市中原区⼩杉町３−４７２
紀伊國屋書店 武蔵⼩杉店 神奈川県 川崎市中原区新丸⼦東３−１１３５−１
有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県 川崎市⿇⽣区上⿇⽣１−４−１
くまざわ書店 相模原店 神奈川県 相模原市中央区相模原１−１−１９



有隣堂 淵野辺店 神奈川県 相模原市中央区淵野辺４−１６−３４
ブックファースト ボーノ相模⼤野店 神奈川県 相模原市南区相模⼤野３−２−１
くまざわ書店 相模⼤野店 神奈川県 相模原市南区相模⼤野３−８−１
有隣堂 北⾥⼤学売店 神奈川県 相模原市南区北⾥１−１５−１
有隣堂 ミウィ橋本店 神奈川県 相模原市緑区橋本３−２８−１
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店 神奈川県 相模原市緑区⼤⼭町１−２２
紀伊國屋書店 イオンモール座間店 神奈川県 座間市広野台２−１０−４
いけだ書店 新逗⼦店 神奈川県 逗⼦市逗⼦５−１−６
有隣堂 ららぽーと湘南平塚店 神奈川県 平塚市天沼１０−１
くまざわ書店 湘南台店 神奈川県 藤沢市⽯川６−２−１
くまざわ書店 辻堂湘南モール店 神奈川県 藤沢市辻堂新町４−１−１
有隣堂 テラスモール湘南店 神奈川県 藤沢市辻堂神台１−３−１
有隣堂 トレアージュ⽩旗店 神奈川県 藤沢市藤沢２−３−１５
ジュンク堂書店 藤沢店 神奈川県 藤沢市藤沢５５９
有隣堂 藤沢店 神奈川県 藤沢市南藤沢２−１−１
くまざわ書店 ⼤和鶴間店 神奈川県 ⼤和市下鶴間１−３−１
くまざわ書店 ⼤和店 神奈川県 ⼤和市⼤和東１−１−１
くまざわ書店 久⾥浜店 神奈川県 横須賀市久⾥浜４−４−１０
くまざわ書店 横須賀店 神奈川県 横須賀市本町２−１−１２
くまざわ書店 ジョイナステラス⼆俣川店 神奈川県 横浜市旭区⼆俣川２−５０−１４
くまざわ書店 能⾒台店 神奈川県 横浜市⾦沢区能⾒台東３−１
有隣堂 ⼾塚モディ店 神奈川県 横浜市⼾塚区⼾塚町１０
有隣堂 ⼾塚地下売店 神奈川県 横浜市⼾塚区⼾塚町１２−１
有隣堂 東急プラザ⼾塚店 神奈川県 横浜市⼾塚区⼾塚町１６−１
紀伊國屋書店 ⻄武東⼾塚Ｓ．Ｃ．店 神奈川県 横浜市⼾塚区品濃町５３６−１
くまざわ書店 アピタテラス横浜綱島店 神奈川県 横浜市港北区綱島東４−３−１７
有隣堂 トレッサ横浜店 神奈川県 横浜市港北区師岡町７００
三省堂書店 新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜２−１００−４５
くまざわ書店 新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜３−４
くまざわ書店 ランドマーク店 神奈川県 横浜市⻄区みなとみらい２−２−１
丸善 横浜みなとみらい店 神奈川県 横浜市⻄区みなとみらい２−３−２
くまざわ書店 マークイズみなとみらい店 神奈川県 横浜市⻄区みなとみらい３−５−１
有隣堂 ルミネ横浜店 神奈川県 横浜市⻄区⾼島２−１６−１
紀伊國屋書店 横浜店 神奈川県 横浜市⻄区⾼島２−１８−１
有隣堂 横浜駅⻄⼝店 神奈川県 横浜市⻄区北幸１−１−８
ブックファースト ⻘葉台店 神奈川県 横浜市⻘葉区⻘葉台２−１−１
有隣堂 たまプラーザテラス店 神奈川県 横浜市⻘葉区美しが丘１−１−２
有隣堂 本店 神奈川県 横浜市中区伊勢佐⽊町１−４−１
ＳＴＯＲＹ ＳＴＯＲＹ ＹＯＫＯＨＡＭＡ 神奈川県 横浜市中区桜⽊町１−１−７ ヒューリック
ＨＡＭＡＲＵ ラクシスフロント店 神奈川県 横浜市中区本町６−５０−１０
くまざわ書店 鶴⾒店 神奈川県 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央１−１−１
有隣堂 センター南駅店 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央１−１
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店 神奈川県 横浜市都筑区池辺町４０３５−１
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１−２５−１
ブックファースト モザイクモール港北店 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１−３１−１
くまざわ書店 ⻑津⽥店 神奈川県 横浜市緑区⻑津⽥みなみ台４−７−１
⼾⽥書店 ⻑岡店 新潟県 ⻑岡市堺町浦⽥３３−１
くまざわ書店 ⻑岡店 新潟県 ⻑岡市千秋２−２７８
くまざわ書店 新潟⻲⽥店 新潟県 新潟市江南区鵜ノ⼦４−４６６
くまざわ書店 新潟⻄店 新潟県 新潟市⻄区⼩新字⽩⿃４７４
ジュンク堂書店 新潟店 新潟県 新潟市中央区笹⼝１−１
くまざわ書店 新潟デッキィ店 新潟県 新潟市中央区上近江４−１２−２０



紀伊國屋書店 新潟店 新潟県 新潟市中央区万代１−５−１
くまざわ書店 富⼭店 富⼭県 富⼭市上冨居３−８−３８
紀伊國屋書店 富⼭店 富⼭県 富⼭市総曲輪３−８−６
くまざわ書店 富⼭マルート店 富⼭県 富⼭市明輪町２３１
紀伊國屋書店 ⾦沢⼤和店 ⽯川県 ⾦沢市⾹林坊１−１−１
三洋堂書店 ⼩浜店 福井県 ⼩浜市駅前町１３−２０
紀伊國屋書店 福井店 福井県 福井市中央１−８−１
くまざわ書店 双葉店 ⼭梨県 甲斐市志⽥字柿⽊６４５−１
ジュンク堂書店 岡島甲府店 ⼭梨県 甲府市丸の内１−２１−１５
くまざわ書店 伊那店 ⻑野県 伊那市伊那下川原５１９８
くまざわ書店 ＧＡＺＡ広丘店 ⻑野県 塩尻市広丘野村１６８８
三洋堂書店 駒ヶ根店 ⻑野県 駒ヶ根市⾚穂１４６４２−１
いけだ書店 ⻑野店 ⻑野県 ⻑野市⾼⽥字⾼⽥１７５８−１
くまざわ書店 南松本店 ⻑野県 松本市⾼宮中１−２０
ＭＡＲＵＺＥＮ 松本店 ⻑野県 松本市深志１−３−１１
くまざわ書店 上⽥店 ⻑野県 上⽥市天神３−５−８
三洋堂書店 アクロスプラザ恵那店 岐⾩県 恵那市⻑島町正家５２０−６
ＡＣＡＤＥＭＩＡ ⼤垣店 岐⾩県 ⼤垣市林町６−８０−２１
三洋堂書店 ⼤垣バロー店 岐⾩県 ⼤垣市林町８−１０１
三洋堂書店 下恵⼟店 岐⾩県 可児市下恵⼟字広瀬５８９６
三洋堂書店 南濃店 岐⾩県 海津市南濃町吉⽥７１２−１
三洋堂書店 ⼤野店 岐⾩県 揖斐郡⼤野町⿊野字東⼩奈良５７−１
三洋堂書店 各務原店 岐⾩県 各務原市蘇原花園町３−５２
三洋堂書店 芥⾒店 岐⾩県 岐⾩市芥⾒南⼭２−１−８
三省堂書店 岐⾩店 岐⾩県 岐⾩市橋本町１−１０
三洋堂書店 市橋店 岐⾩県 岐⾩市市橋２−７−１
丸善 岐⾩店 岐⾩県 岐⾩市正⽊中１−２−１
⼤垣書店 岐⾩⾼島屋店 岐⾩県 岐⾩市⽇ノ出町２−２５
三洋堂書店 ⻑良店 岐⾩県 岐⾩市福光⻄２−５−１６
くまざわ書店 柳津店 岐⾩県 岐⾩市柳津町丸野３−３−６
三洋堂書店 ⼤和店 岐⾩県 郡上市⼤和町徳永８２８−１
三洋堂書店 新関店 岐⾩県 関市⼩瀬東⻑池２６６０
三洋堂書店 せき東店 岐⾩県 関市東新町６−３２８−１
三洋堂書店 たじみ店 岐⾩県 多治⾒市若松町２−３６−１
三洋堂書店 多治⾒南店 岐⾩県 多治⾒市⼤畑町⾚松９８−１０
三洋堂書店 ルビットタウン⾼⼭店 岐⾩県 ⾼⼭市岡本町３−１８−２
三洋堂書店 こくふ店 岐⾩県 ⾼⼭市国府町広瀬町１５７７
三洋堂書店 ⾼⼭店 岐⾩県 ⾼⼭市⽯浦町２−３９６
三洋堂書店 ⼟岐店 岐⾩県 ⼟岐市肥⽥浅野梅ノ⽊町１−４０
三洋堂書店 中つ川店 岐⾩県 中津川市⻄宮町５−２３
三洋堂書店 ルビットタウン中津川店 岐⾩県 中津川市淀川町３−８
三洋堂書店 穂積店 岐⾩県 瑞穂市⾺場上光町３−１
三洋堂書店 瑞浪中央店 岐⾩県 瑞浪市益⾒町３−１０７
三洋堂書店 みのかも店 岐⾩県 美濃加茂市⼭⼿町１−９１
くまざわ書店 美濃加茂店 岐⾩県 美濃加茂市野笹町２−５−６５
三洋堂書店 垂井店 岐⾩県 不破郡垂井町綾⼾４８３
いけだ書店 北⽅店 岐⾩県 本巣郡北⽅町平成２−３４
三洋堂書店 本巣店 岐⾩県 本巣市⽂殊字天辺１００６−１
三洋堂書店 ⾼富店 岐⾩県 ⼭県市⾼富２４０５
三洋堂書店 養⽼店 岐⾩県 養⽼郡養⽼町⾼⽥２２１７−１
明屋書店 イケヤ磐⽥東店 静岡県 磐⽥市富⼠⾒台８−２３
明屋書店 掛川⻄郷店 静岡県 掛川市上⻄郷５０８−１



明屋書店 イケヤ湖⻄店 静岡県 湖⻄市新居町中之郷２２９６−８
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店 静岡県 静岡市葵区鷹匠１−１−１
⼾⽥書店 富⼠店 静岡県 富⼠市永⽥町２−６６
くまざわ書店 三島店 静岡県 三島市中⽥町９−３０
くまざわ書店 沼津店 静岡県 沼津市⼤⼿町１−１−１
⼾⽥書店 藤枝東店 静岡県 藤枝市⼤⼿１−２２−４０
明屋書店 イケヤ⾼丘店 静岡県 浜松市中区⾼丘東１−２−４０
明屋書店 浜松渡瀬店 静岡県 浜松市南区渡瀬町８０４−１
⼤垣書店 イオンモール富⼠宮店 静岡県 富⼠宮市浅間町１−８
⼾⽥書店 富⼠宮店 静岡県 富⼠宮市⽮⽴町９３５
くまざわ書店 三河安城店 愛知県 安城市三河安城南町１−４−８
くまざわ書店 ⼀宮店 愛知県 ⼀宮市両郷町１−２
くまざわ書店 稲沢店 愛知県 稲沢市天池五反⽥町１
くまざわ書店 岡崎北店 愛知県 岡崎市⽇名北町４−４６
くまざわ書店 刈⾕店 愛知県 刈⾕市南桜町２−５６−１
くまざわ書店 岩倉店 愛知県 岩倉市旭町１−２５
くまざわ書店 ⽝⼭店 愛知県 ⽝⼭市天神町１−１
三洋堂書店 江南店 愛知県 江南市古知野町宮前１９４
三洋堂書店 ⾼浜Ｔぽーと店 愛知県 ⾼浜市神明町８−２０
三洋堂書店 ⿃居松店 愛知県 春⽇井市⿃居松町３−７９
くまざわ書店 イーアス春⽇井店 愛知県 春⽇井市六軒屋町東丘２２
くまざわ書店 桃花台店 愛知県 ⼩牧市古雅１−１
三洋堂書店 こまき店 愛知県 ⼩牧市常普請３−１９８
三洋堂書店 ひしの店 愛知県 瀬⼾市東⾚重町１−１０７
三洋堂書店 清洲店 愛知県 清須市⻄市場５−５−１
紀伊國屋書店 名古屋空港店 愛知県 ⻄春⽇井郡豊⼭町豊場林先１−８
三洋堂書店 シャオ⻄尾店 愛知県 ⻄尾市下町御城下２３−１
三洋堂書店 ⻄尾店 愛知県 ⻄尾市今川町字⾺捨場３１
いけだ書店 ⼤⼝店 愛知県 丹⽻郡⼤⼝町丸２−３６
くまざわ書店 阿久⽐店 愛知県 知多郡阿久⽐町椋岡字徳吉１−１２
丸善 アピタ知⽴店 愛知県 知⽴市⻑篠町⼤⼭１８−１
三洋堂書店 知⽴店 愛知県 知⽴市東上重原６−２−１
くまざわ書店 ⻑久⼿店 愛知県 ⻑久⼿市⼾⽥⾕９０１−１
くまざわ書店 東海荒尾店 愛知県 東海市荒尾町⼭王前２０
三洋堂書店 ⼤⽥川店 愛知県 東海市⼤⽥町畑間７−１
三洋堂書店 かぐ⼭店 愛知県 ⽇進市⾹久⼭４−２０１−３
紀伊國屋書店 プライムツリー⾚池店 愛知県 ⽇進市⾚池町箕ノ⼿１番
三洋堂書店 ⼄川店 愛知県 半⽥市⼄川内⼭町３１
三洋堂書店 半⽥店 愛知県 半⽥市宮本町６−２０２−１１
三洋堂書店 城⼭店 愛知県 尾張旭市新居町諏訪南１３０５
三洋堂書店 碧南店 愛知県 碧南市作塚町３−７４
三洋堂書店 豊川店 愛知県 豊川市⾺場町宮脇１６６
くまざわ書店 豊⽥店 愛知県 豊⽥市喜多町１−１４０
丸善 豊⽥Ｔ−ＦＡＣＥ店 愛知県 豊⽥市若宮町１−５７−１
三洋堂書店 梅坪店 愛知県 豊⽥市東梅坪町１−６０
三洋堂書店 本新店 愛知県 豊⽥市本新町８−５６−２
いけだ書店 東海通店 愛知県 名古屋市港区港明１−１０−２８
三洋堂書店 当知店 愛知県 名古屋市港区当知１−３０１
三省堂書店 名古屋本店 愛知県 名古屋市港区熱⽥前新⽥中川東６−１
三洋堂書店 志段味店 愛知県 名古屋市守⼭区上志段味⼟地区画整理内８３
三洋堂書店 いりなか店 愛知県 名古屋市昭和区隼⼈町７−７
三洋堂書店 新開橋店 愛知県 名古屋市瑞穂区新開町１８−２２



紀伊國屋書店 ｍｏｚｏ ワンダーシティ店 愛知県 名古屋市⻄区⼆⽅町４０
くまざわ書店 名⻄店 愛知県 名古屋市⻄区名⻄２−３３−８
丸善 イオンタウン千種店 愛知県 名古屋市千種区千種２−１６−１３
くまざわ書店 千代⽥橋店 愛知県 名古屋市千種区千代⽥橋２−１−１
ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店 愛知県 名古屋市中区栄３−８−１４
くまざわ書店 名古屋セントラルパーク店 愛知県 名古屋市中区錦３−１５−１３先
丸善 アスナル⾦⼭店 愛知県 名古屋市中区⾦⼭１−１７−１
ジュンク堂書店 名古屋栄店 愛知県 名古屋市中区新栄町１−１
三洋堂書店 中野橋店 愛知県 名古屋市中川区福船町１−１−１
ジュンク堂書店 名古屋店 愛知県 名古屋市中村区名駅３−２５−９
くまざわ書店 名古屋南店 愛知県 名古屋市南区豊⽥４−９−４７
丸善 ヒルズウォーク徳重店 愛知県 名古屋市緑区元徳重１−５０５
スマ本屋 名鉄神宮前店 愛知県 名古屋市熱⽥区三本松町１８−１
くまざわ書店 アピタ名古屋北店 愛知県 名古屋市北区辻町９−１
三洋堂書店 よもぎ店 愛知県 名古屋市名東区よもぎ台１−７０３
くまざわ書店 鳴海店 愛知県 名古屋市緑区浦⾥３−２３２
三洋堂書店 北勢店 三重県 いなべ市北勢町阿下喜３３２６
いけだ書店 伊賀上野店 三重県 伊賀市服部町尾崎１７８８
三洋堂書店 星川店 三重県 桑名市星川字⼗⼆８９９
三洋堂書店 桑名店 三重県 桑名市東⽅福島前７６４
三洋堂書店 名張店 三重県 名張市蔵持町原出１７６４
三洋堂書店 菰野店 三重県 三重郡菰野町宿野３５７
丸善 四⽇市店 三重県 四⽇市市諏訪栄町７−３４
三洋堂書店 ⽣桑店 三重県 四⽇市市⽣桑町榎下２０１−２
三洋堂書店 富⽥店 三重県 四⽇市市茂福６８０
くまざわ書店 松阪店 三重県 松阪市市場庄町１２６６−１
三洋堂書店 ⽩塚店 三重県 津市⽩塚町字鎌⽥３９２５−１
三洋堂書店 近江⼋幡店 滋賀県 近江⼋幡市鷹飼町北２−３−４
三洋堂書店 豊さと店 滋賀県 ⽝上郡豊郷町沢２５０−１
ジュンク堂書店 滋賀草津店 滋賀県 草津市⼤路１−１−１
⼤垣書店 フォレオ⼤津⼀⾥⼭店 滋賀県 ⼤津市⼀⾥⼭７−１−１
三洋堂書店 ⾼⽉店 滋賀県 ⻑浜市⾼⽉町東物部字三安１１２−１
三洋堂書店 ⻑浜店 滋賀県 ⻑浜市⼩堀町４２４
くまざわ書店 ⻑浜店 滋賀県 ⻑浜市⼩堀町４５０
三洋堂書店 ⼋⽇市店 滋賀県 東近江市東中野町４−２３
⼤垣書店 ⻲岡店 京都府 ⻲岡市篠町野条上⼜１１−１
⼤垣書店 京都ファミリー店 京都府 京都市右京区⼭ノ内池尻町１−１
⼤垣書店 イオンモール京都五条店 京都府 京都市右京区⻄院追分町２５−１−０９１
⼤垣書店 京都駅ビル ザ・キューブ店 京都府 京都市下京区烏丸通塩⼩路下ル東塩⼩路町
くまざわ書店 京都ポルタ店 京都府 京都市下京区烏丸通塩⼩路下ル東塩⼩路町
⼤垣書店 京都ヨドバシ店 京都府 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩⼩路町
くまざわ書店 四条烏丸店 京都府 京都市下京区四条通烏丸東⼊⻑⼑鉾町２０
⼤垣書店 ⾼島屋京都店 京都府 京都市下京区四条通河原町⻄⼊ル真町５２
⼤垣書店 京都本店 京都府 京都市下京区四条通室町東⼊函⾕鉾町７８
⼤垣書店 ⾼野店 京都府 京都市左京区⾼野東開町２０
⼤垣書店 ブックパル ⼭科店 京都府 京都市⼭科区⾳⽻野⽥町１
⼤垣書店 堀川新⽂化ビルヂング店 京都府 京都市上京区皀莢町２８７
ブックファースト ミュー阪急桂店 京都府 京都市⻄京区桂野⾥町１７
⼤垣書店 ＢＰ五条店 京都府 京都市⻄京区上桂前⽥町２２−３
⼤垣書店 ブックパル 桂南店 京都府 京都市⻄京区川島松ノ⽊本町６−１
⼤垣書店 烏丸三条店 京都府 京都市中京区烏丸通三条上ル御倉町８５−１
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店 京都府 京都市中京区河原町三条下ル⼭崎町２５１



⼤垣書店 Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店 京都府 京都市中京区⻁屋町 地先
⼤垣書店 ⼆条駅店 京都府 京都市中京区⻄ノ京栂尾町１−６
⼤垣書店 イオン洛南店 京都府 京都市南区吉祥院御池町３１
⼤垣書店 イオンモール京都桂川店 京都府 京都市南区久世⾼⽥町３７６
⼤垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市南区⻄九条⿃居⼝町１
⼤垣書店 伏⾒店 京都府 京都市伏⾒区⽻束師菱川町３３４−１
⼤垣書店 醍醐店 京都府 京都市伏⾒区醍醐⾼畑町３０−１
くまざわ書店 桃⼭店 京都府 京都市伏⾒区桃⼭町⼭ノ下３２
⼤垣書店 イオンモール北⼤路店 京都府 京都市北区⼩⼭北上総町４９−１
アカデミア けいはんな店 京都府 相楽郡精華町精華台９−２−４
⼤垣書店 ⾼槻店 ⼤阪府 ⾼槻市芥川町１−２ Ｃ−１１５号
ジュンク堂書店 松坂屋⾼槻店 ⼤阪府 ⾼槻市紺屋町２−１
紀伊國屋書店 ⾼槻阪急店 ⼤阪府 ⾼槻市⽩梅町４−１
丸善 ⾼島屋堺店 ⼤阪府 堺市堺区三国ケ丘御幸通５９
⼤垣書店 イオンモール堺鉄砲町店 ⼤阪府 堺市堺区鉄砲町１
くまざわ書店 津久野店 ⼤阪府 堺市⻄区下⽥町２０−１
紀伊國屋書店 アリオ鳳店 ⼤阪府 堺市⻄区鳳南町３−１９９−１２
紀伊國屋書店 泉北店 ⼤阪府 堺市南区茶⼭台１−３−１
紀伊國屋書店 堺北花⽥店 ⼤阪府 堺市北区東浅⾹⼭町４−１−１２−１３６
くまざわ書店 守⼝店 ⼤阪府 守⼝市河原町８−３
丸善 セブンパーク天美店 ⼤阪府 松原市天美東３−５００
ブックファースト デュー阪急⼭⽥店 ⼤阪府 吹⽥市⼭⽥⻄４−１−２
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 ⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋１−１−４３
くまざわ書店 阿倍野店 ⼤阪府 ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋１−６−１
紀伊國屋書店 本町店 ⼤阪府 ⼤阪市中央区安⼟町２−３−１３
ジュンク堂書店 天満橋店 ⼤阪府 ⼤阪市中央区天満橋京町１−１
ブックファースト クリスタ⻑堀店 ⼤阪府 ⼤阪市中央区南船場２丁⽬
ブックファースト なんばウォーク店 ⼤阪府 ⼤阪市中央区難波２
丸善 ⾼島屋⼤阪店 ⼤阪府 ⼤阪市中央区難波５−１−５
ジュンク堂書店 上本町店 ⼤阪府 ⼤阪市天王寺区上本町６−１−５５
紀伊國屋書店 天王寺ミオ店 ⼤阪府 ⼤阪市天王寺区悲⽥院町１０−３９
くまざわ書店 天王寺店 ⼤阪府 ⼤阪市天王寺区悲⽥院町１０−４８
紀伊國屋書店 京橋店 ⼤阪府 ⼤阪市都島区東野⽥町２−１−３８
ブックファースト 野⽥アプラ店 ⼤阪府 ⼤阪市福島区海⽼江１−１−１７
紀伊國屋書店 梅⽥本店 ⼤阪府 ⼤阪市北区芝⽥１−１−３
ブックファースト 梅⽥２階店 ⼤阪府 ⼤阪市北区芝⽥１−１−３
紀伊國屋書店 グランフロント⼤阪店 ⼤阪府 ⼤阪市北区⼤深町４−２０
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅⽥店 ⼤阪府 ⼤阪市北区茶屋町７−２０
ジュンク堂書店 ⼤阪本店 ⼤阪府 ⼤阪市北区堂島１−６−２０
ブックファースト 三国店 ⼤阪府 ⼤阪市淀川区三国本町３−３７−１
ジュンク堂書店 難波店 ⼤阪府 ⼤阪市浪速区湊町１−２−３
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 ⼤阪府 ⼤東市⾚井１−４−１
ブックファースト 池⽥店 ⼤阪府 池⽥市栄町１−１
丸善 ⼋尾アリオ店 ⼤阪府 ⼋尾市光町２−３
ブックファースト 蛍池店 ⼤阪府 豊中市蛍池中町３−２−１
ブックファースト 曽根店 ⼤阪府 豊中市曽根東町３−１−１
ブックファースト 豊中店 ⼤阪府 豊中市本町１−１−１
⼤垣書店 豊中緑丘店 ⼤阪府 豊中市緑丘４−１−３
くまざわ書店 みのおキューズモール店 ⼤阪府 箕⾯市⻄宿１−１３−１０
ブックパルデューク書店 箕⾯店 ⼤阪府 箕⾯市半町４−２−３３
くまざわ書店 明⽯店 兵庫県 明⽯市⼆⾒町⻄⼆⾒駅前１−１８
ジュンク堂書店 芦屋店 兵庫県 芦屋市⼤原町９−１−３０４



ブックスユートピア 野間店 兵庫県 伊丹市野間北３−２−２
紀伊國屋書店 加古川店 兵庫県 加古川市加古川町篠原町三ツ升２１−８
くまざわ書店 加古川店 兵庫県 加古川市別府町緑町２
ジュンク堂書店 舞⼦店 兵庫県 神⼾市垂⽔区東舞⼦町１０−１−３０１
ジュンク堂書店 三宮駅前店 兵庫県 神⼾市中央区雲井通６−１−１５
ジュンク堂書店 三宮店 兵庫県 神⼾市中央区三宮町１−６−１８
⼤垣書店 プリコ神⼾店 兵庫県 神⼾市中央区相⽣町３−１−１
⼤垣書店 神⼾ハーバーランドｕｍｉｅ店 兵庫県 神⼾市中央区東川崎町１−７−２
ジュンク堂書店 神⼾住吉店 兵庫県 神⼾市東灘区住吉本町１−２−１
ブックファースト 六甲店 兵庫県 神⼾市灘区宮⼭町３−１−２５
くまざわ書店 藤原台店 兵庫県 神⼾市北区藤原台中町１−２−２
くまざわ書店 コロワ甲⼦園店 兵庫県 ⻄宮市甲⼦園⾼潮町３−３
ブックファースト 阪急⻄宮ガーデンズ店 兵庫県 ⻄宮市⾼松町１４−２−４０５
ブックファースト ⻄宮店 兵庫県 ⻄宮市⾼松町６−２０
ブックファースト エビスタ⻄宮店 兵庫県 ⻄宮市⽥中町１−６
ジュンク堂書店 ⻄宮店 兵庫県 ⻄宮市北⼝町１−１
紀伊國屋書店 川⻄店 兵庫県 川⻄市栄町１１−１
ブックファースト 阪神尼崎店 兵庫県 尼崎市神⽥中通１−２−１
くまざわ書店 あまがさき店 兵庫県 尼崎市潮江１−３−１
ジュンク堂書店 姫路店 兵庫県 姫路市⾖腐町２２２
ブックファースト 宝塚店 兵庫県 宝塚市栄町２−３−１
ジュンク堂書店 明⽯店 兵庫県 明⽯市⼤明⽯町１−６−１
三洋堂書店 橿原神宮店 奈良県 橿原市⽯川町３−２
ジュンク堂書店 橿原店 奈良県 橿原市北⼋⽊町３−６５−１１
三洋堂書店 ⾹芝店 奈良県 ⾹芝市別所１２３−１
三洋堂書店 桜井店 奈良県 桜井市上之庄３１５
三洋堂書店 平群店 奈良県 ⽣駒郡平群町三⾥７２８−１
啓林堂書店 ⽣駒店 奈良県 ⽣駒市⾕⽥町１６００
啓林堂書店 郡⼭店 奈良県 ⼤和郡⼭市南郡⼭町５２７
啓林堂書店 学園前店 奈良県 奈良市学園北１−９−１
啓林堂書店 奈良店 奈良県 奈良市⻄御⾨町１−１
ジュンク堂書店 奈良店 奈良県 奈良市⻄⼤寺東町２−４−１
三洋堂書店 ⼤安寺店 奈良県 奈良市南京終町２−２８５
くまざわ書店 和歌⼭ＭＩＯ店 和歌⼭県 和歌⼭市美園町５−６１
丸善 さんすて岡⼭店 岡⼭県 岡⼭市北区駅元町１−１
紀伊國屋書店 エブリイ津⾼店 岡⼭県 岡⼭市北区横井上８３−３
紀伊國屋書店 クレド岡⼭店 岡⼭県 岡⼭市北区中⼭下１−８−４５
丸善 岡⼭シンフォニービル店 岡⼭県 岡⼭市北区表町１−５−１
くまざわ書店 安芸店 広島県 安芸郡坂町北新地２−３−３０
廣⽂館 呉駅ビル店 広島県 呉市宝町１−１６
廣⽂館 フジグラン緑井店 広島県 広島市安佐南区緑井１−５−２
廣⽂館 フジグラン⾼陽店 広島県 広島市安佐北区⻲崎１−１−６
⼤垣書店 ジ アウトレット広島店 広島県 広島市佐伯区⽯内東４−１−１
紀伊國屋書店 広島店 広島県 広島市中区基町６−２７
ＭＡＲＵＺＥＮ 広島店 広島県 広島市中区胡町５−２２
廣⽂館 フジグラン広島店 広島県 広島市中区宝町２−１
紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店 広島県 広島市南区皆実町２−８−１７
廣⽂館 新幹線店 広島県 広島市南区松原町１−２
ジュンク堂書店 広島駅前店 広島県 広島市南区松原町９−１
廣⽂館 福⼭駅ビル店 広島県 福⼭市三之丸町３０−１
明屋書店 フジグラン三原店 広島県 三原市円⼀町１−１−７
廣⽂館 三原宮浦店 広島県 三原市宮浦６−７−２２



廣⽂館 広島空港店 広島県 三原市本郷町善⼊寺平岩６４−３１
廣⽂館 サングリーン三次店 広島県 三次市⼗⽇市東４−１−３０
廣⽂館 フレスタ三次店 広島県 三次市南畑敷町２２８−１
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿⽇市店 広島県 廿⽇市市下平良２−２−１
明屋書店 東岐波店 ⼭⼝県 宇部市東岐波字⼤津出５６０９−１
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店 ⼭⼝県 下関市伊倉新町２−３−１５
くまざわ書店 下関店 ⼭⼝県 下関市⽵崎町４−４−７
明屋書店 下関⻑府店 ⼭⼝県 下関市⻑府才川２−１２−７
明屋書店 下松店 ⼭⼝県 下松市桜町３−１４−３０
紀伊國屋書店 ゆめタウン下松店 ⼭⼝県 下松市中央町２１−３
明屋書店 南岩国店 ⼭⼝県 岩国市南岩国町３−８
明屋書店 光店 ⼭⼝県 光市虹ケ浜１−４−１０
明屋書店 宮野店 ⼭⼝県 ⼭⼝市宮野下２８８５−７
明屋書店 ⼩郡店 ⼭⼝県 ⼭⼝市⼩郡下郷７８５−１
明屋書店 ＭＥＧＡ⼤内店 ⼭⼝県 ⼭⼝市⼤内御堀１１６８−１
明屋書店 厚狭店 ⼭⼝県 ⼭陽⼩野⽥市厚狭埴⽣⽥４６０−１
明屋書店 今宿店 ⼭⼝県 周南市⽉丘町４−１９
明屋書店 富⽥店 ⼭⼝県 周南市政所２−１１−１
明屋書店 ⻑⾨店 ⼭⼝県 ⻑⾨市東深川丁ヶ坪８５０
明屋書店 萩店 ⼭⼝県 萩市⼟原字川島沖⽥４７４
明屋書店 緑町店 ⼭⼝県 防府市緑町１−４−２０
明屋書店 柳井店 ⼭⼝県 柳井市古開作６５１−３
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 徳島県 板野郡藍住町奥野東中須８８−１
キダブン 徳島県 ⼩松島市⼩松島町領⽥１０−１
紀伊國屋書店 徳島店 徳島県 徳島市寺島本町⻄１−５
紀伊國屋書店 丸⻲店 ⾹川県 丸⻲市新⽥町１５０
くまざわ書店 ⾼松店 ⾹川県 ⾼松市三条町中所６０８−１
ジュンク堂書店 ⾼松店 ⾹川県 ⾼松市常磐町１−３−１
くまざわ書店 ＣＯＭ⾼松店 ⾹川県 ⾼松市浜ノ町１−２０
明屋書店 松前店 愛媛県 伊予郡松前町浜萱⽥１０９１−１
明屋書店 宇和島明倫店 愛媛県 宇和島市新⽥町２−２−１
明屋書店 内⼦店 愛媛県 喜多郡内⼦町内⼦１１６３
明屋書店 喜⽥村店 愛媛県 今治市東村１−１−３０
明屋書店 今治別宮店 愛媛県 今治市別宮町７−２７−１
明屋書店 今治本店 愛媛県 今治市⽚⼭２−６−２２
明屋書店 川之江店 愛媛県 四国中央市妻⿃町１６６２−１
ジュンク堂書店 松⼭三越店 愛媛県 松⼭市⼀番町３−１−１
明屋書店 空港通店 愛媛県 松⼭市空港通３−１０−３
Ｈａｒｕｙａ Ｓｐｉｒｉｔｓ⽯⼿店 愛媛県 松⼭市⽯⼿１−２−７
ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店 アエル店 愛媛県 松⼭市⼤街道２−５−１２
明屋書店 中央通店 愛媛県 松⼭市中央２−６９−１
明屋書店 平井店 愛媛県 松⼭市平井町甲２３５２
明屋書店 ＭＥＧＡ平⽥店 愛媛県 松⼭市平⽥町８１−１
明屋書店 ⽯井店 愛媛県 松⼭市北井⾨町２−２０−３２
紀伊國屋書店 いよてつ⾼島屋店 愛媛県 松⼭市湊町５−１−１
明屋書店 川東店 愛媛県 新居浜市郷１−３−１１
明屋書店 新居浜松⽊店 愛媛県 新居浜市松⽊町５−４１
明屋書店 ＭＥＧＡ⻄の⼟居店 愛媛県 新居浜市⻄の⼟居町１−１−２３
明屋書店 東予店 愛媛県 ⻄条市周布３３６−８
明屋書店 ⻄条本店 愛媛県 ⻄条市神拝⼄１４１
明屋書店 ⻄条福武店 愛媛県 ⻄条市福武甲⽳⽥４４３
明屋書店 宇和店 愛媛県 ⻄予市宇和町下松葉５２２



明屋書店 ⼤洲店 愛媛県 ⼤洲市東⼤洲６６１−２
明屋書店 南宇和店 愛媛県 南宇和郡愛南町御荘平城３７３０−１
明屋書店 ⼋幡浜店 愛媛県 ⼋幡浜市松柏⼄９５６
明屋書店 四万⼗川店 ⾼知県 四万⼗市具同３７０
明屋書店 宿⽑店 ⾼知県 宿⽑市宿⽑５３８０−１
紀伊國屋書店 久留⽶店 福岡県 久留⽶市新合川１−２−１
明屋書店 ⾏橋⾏事店 福岡県 ⾏橋市⾏事２−１４−１１
明屋書店 くりえいと宗像店 福岡県 宗像市くりえいと１−４−６
明屋書店 伊加利店 福岡県 ⽥川市伊加利２０１１
くまざわ書店 福岡⻄新店 福岡県 福岡市早良区⻄新４−１−１
ジュンク堂書店 福岡店 福岡県 福岡市中央区⼤名１−１５−１
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店 福岡県 福岡市東区東浜１−１−１
くまざわ書店 ららぽーと福岡店 福岡県 福岡市博多区那珂６−２３−１
丸善 博多店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街１−１
紀伊國屋書店 福岡本店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街２−１
明屋書店 豊前店 福岡県 豊前市塔⽥７６８−１
くまざわ書店 若松店 福岡県 北九州市若松区⼆島１−３−１
明屋書店 ⼩倉南店 福岡県 北九州市⼩倉南区横代東町１−１−２４
くまざわ書店 サンリブもりつね店 福岡県 北九州市⼩倉南区守恒１−１１−２５
明屋書店 ⼩倉沼新町店 福岡県 北九州市⼩倉南区沼新町１−３−１６
アカデミア サンリブシティ⼩倉店 福岡県 北九州市⼩倉南区上葛原２−１４−１
くまざわ書店 ⼩倉店 福岡県 北九州市⼩倉北区浅野１−１−１
くまざわ書店 佐賀店 佐賀県 佐賀市⼤和町尼寺３５３５
紀伊國屋書店 佐賀店 佐賀県 佐賀市兵庫北５−１４−１
くまざわ書店 佐世保店 ⻑崎県 佐世保市本島町４−７
紀伊國屋書店 ⻑崎店 ⻑崎県 ⻑崎市元船町１０−１
紀伊國屋書店 熊本光の森店 熊本県 菊池郡菊陽町光の森７−３３−１
明屋書店 錦店 熊本県 球磨郡錦町⻄打越７１５−１
明屋書店 多良⽊店 熊本県 球磨郡多良⽊町多良⽊字友村１５９２
くまざわ書店 熊本店 熊本県 熊本市中央区⼿取本町８−１
⾦⿓堂 まるぶん店 熊本県 熊本市中央区上通町５−１
明屋書店 サンロードシティ熊本店 熊本県 熊本市東区東町３−３−３
紀伊國屋書店 熊本はません店 熊本県 熊本市南区⽥井島１−２−１
紀伊國屋書店 あらおシティモール店 熊本県 荒尾市緑ケ丘１−１−１
⾦⿓堂 ⼋代ファースト⽂庫店 熊本県 ⼋代市⼤⼿町２−４−２５
明屋書店 宇佐店 ⼤分県 宇佐市⾟島３３−１
明屋書店 ⾅杵野⽥店 ⼤分県 ⾅杵市野⽥２０５
明屋書店 コスモタウン佐伯店 ⼤分県 佐伯市鶴岡⻄町２−１９９
明屋書店 賀来店 ⼤分県 ⼤分市賀来北２−９−１５
くまざわ書店 ⼤分店 ⼤分県 ⼤分市公園通り⻄２−１
明屋書店 ⾼城店 ⼤分県 ⼤分市城東町９−１６
ジュンク堂書店 ⼤分店 ⼤分県 ⼤分市中央町２−３−４
くまざわ書店 ⼤分明野店 ⼤分県 ⼤分市明野東１−１−１
明屋書店 ⼤分フリーモールわさだ店 ⼤分県 ⼤分市⽊上２１０３
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店 ⼤分県 ⼤分市要町１−１４
明屋書店 中津本店 ⼤分県 中津市下池永瀧ノ坪１２４−１
明屋書店 中央町店 ⼤分県 中津市中央町２−７−５１
明屋書店 ⽇⽥店 ⼤分県 ⽇⽥市⼗⼆町５８５−４
明屋書店 豊後⾼⽥店 ⼤分県 豊後⾼⽥市新地１９４０
くまざわ書店 延岡ニューシティ店 宮崎県 延岡市旭町２−２−１
紀伊國屋書店 アミュプラザみやざき店 宮崎県 宮崎市広島２−１１−１１
明屋書店 川南店 宮崎県 児湯郡川南町川南１３５９３−１



明屋書店 川内店 ⿅児島県 薩摩川内市中郷２−１−３
くまざわ書店 ⿅屋店 ⿅児島県 ⿅屋市⽩崎町４−１
ＭＡＲＵＺＥＮ 天⽂館店 ⿅児島県 ⿅児島市中町３−１５
ジュンク堂書店 ⿅児島店 ⿅児島県 ⿅児島市呉服町６−５
紀伊國屋書店 ⿅児島店 ⿅児島県 ⿅児島市中央町１−１
くまざわ書店 ⿅児島中央店 ⿅児島県 ⿅児島市中央町１９−４０
⽥園書房 具志川店 沖縄県 うるま市江洲４５０−１
球陽堂書房 マチナト店 沖縄県 浦添市城間２００８−１
球陽堂書房 ⻄原店 沖縄県 中頭郡⻄原町嘉⼿苅１３０−２０２
⽥園書房 つかざん店 沖縄県 島尻郡南⾵原町津嘉⼭１４７１−２
球陽堂書房 サンエー⼋重瀬店 沖縄県 島尻郡⼋重瀬町屋宜原波平原９５−１
球陽堂書房 那覇メインプレイス店 沖縄県 那覇市おもろまち４−４−９
くまざわ書店 那覇店 沖縄県 那覇市⾦城５−１０−２
ジュンク堂書店 那覇店 沖縄県 那覇市牧志１−１９−２９


