
店舗名 郵便番号 住所

ジュンク堂書店秋田店 010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町4-2秋田オーパ6階

スーパーブックス八橋店 010-0977 秋田県秋田市八橋大道東1ー2

ミライア本荘店 015-0843 秋田県由利本荘市東梵天257

ジュンク堂書店盛岡店 020-0022  岩手県盛岡市大通2ー8ー10MOSSビル4F

ワンダーグー苫小牧店 053-0021 苫小牧市若草町１－７－１４ 

三省堂書店札幌店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西2-5 JRタワー札幌ステラプレイス5F

紀伊國屋書店札幌本店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西5-7

MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌店 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西1ー8ー2丸井今井南館地下2階

江別　蔦屋書店 067-0005 北海道江別市牧場町１４－１

蔦屋書店木野店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西12ー1ー10

宮脇書店帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１０－１　イトーヨーカドー帯広店２Ｆ

三省堂書店有楽町店 100-0006 東京都千代田区有楽町2ー10ー1東京交通会館

丸善丸の内本店 100-8203 東京都千代田区丸の内1ー6ー4丸の内オアゾ

三省堂書店アトレ秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目17ー6

書泉ブックタワー 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1ー11ー1

有隣堂ヨドバシAKIBA店 101-0028 東京都千代田区神田花岡町1ー1ヨドバシAKIBAビル7F

三省堂書店神保町本店 101-0051 東京都千代田区神田神保町1ー1

東京堂書店神田本店 101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目17番地

山下書店半蔵門店 102-0083 東京都千代田区麹町2ー7半蔵門ビル1F

タロー書房 103-0022 東京都中央区日本橋室町２丁目２−１

ブックエキスプレスエキュート上野店 110-0005 台東区上野7ー1ー1JR上野駅構内

明正堂アトレ上野店 110-0015 東京都台東区東上野７−１−１ アトレ上野NO.5080

スーパーブックスあおい書店春日店 113-0033 東京都文京区本郷４丁目23-14 第一三共春日ビル

ブックファーストルミネ北千住店 120-0026 東京都足立区千住旭町42ー2ルミネ北千住

駅前の本屋まこと 121-0813 東京都足立区竹の塚6-5-3-104

三省堂書店東京ソラマチ店 131-0045 東京都墨田区押上1丁目1ー2東京スカイツリータウン・ソラマチ2階

有隣堂アトレ亀戸店 136-0071 東京都江東区 亀戸5丁目1ー1 アトレ亀戸5F

有隣堂アトレ大井町店 140-0014  東京都品川区大井 1ー2ー1 アトレ大井町 5Ｆ

有隣堂アトレ目黒店 141-0021 東京都品川区上大崎2丁目16ー9 アトレ 目黒 1 5F

ブックファーストレミィ五反田店 141-0022 東京都品川区東五反田2ー1ー2レミィ五反田7階

ブックファーストアトレ大森店 143-0016 東京都大田区大森北１－６－１６アトレ大森４階

有隣堂グランデュオ蒲田店 144-0051 東京都大田区 西蒲田7ー68ー1 グランデュオ蒲田 西館 6F

くまざわ書店京急蒲田店 144-0052 東京都大田区蒲田4-50-11ウィングキッチン京急蒲田M2F

SHIBUYA TSUTAYA 150-0042 東京都渋谷区宇田川町21ー6

啓文堂書店渋谷店 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1ー4ー19 渋谷マークシティ EAST MALL1階・地下1階

MARUZEN＆ジュンク堂書店渋谷店 150-8019 東京都渋谷区道玄坂2ー24ー1東急百貨店本店

有隣堂アトレ恵比寿店 152-0022 東京都渋谷区恵比寿南1ー5ー5

三省堂書店下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢２丁目２５−２１ ピ-コック下北沢店 ３Ｆ

三省堂書店成城店 157-0066 東京都世田谷区成城6ー5ー34成城コルティ2F

ブックファースト新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿1ー7ー3 モード学園コクーンタワーCゾーン

ブックファーストルミネ新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１−５ ルミネ新宿 ルミネ1 6階

明屋書店中野ブロードウェイ店 164-0001 東京都中野区中野5ー52ー15中野ブロードウェイ3F

ブックファースト中野店 164-0001 東京都中野区中野4-3-1中野サンクォーレ1・2階

BOOK+東中野店 164-0003 東京都中野区東中野4丁目4−26アトレヴィ東中野3F

文禄堂あゆみBOOKS高円寺店 166-0002 東京都杉並区高円寺北２丁目６−１ 高円寺千歳ビル 1F

ブックショップ書楽 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37ー13

今野書店コミック店 167-0042 東京都杉並区西荻北3ー1ー8

芳林堂書店高田馬場店 169-0075 東京都新宿区高田馬場1ー26ー5F1ビル5F

旭屋書店池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目1ー25東武百貨店池袋店7F

ジュンク堂書店池袋本店 171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目15ー5

三省堂書店池袋本店 171-0022 東京都豊島区南池袋1ー28ー1

ブックファースト練馬店 176-0001 練馬区練馬１－５－１０  

ジュンク堂書店吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1ー11ー5コピス吉祥寺B館6階

ブックスルーエ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目14ー3

くまざわ書店国領店 182-0022 東京都調布市国領8－2－64イトーヨーカドー国領店3F

くまざわ書店調布店 182-0024 東京都調布市布田 4-4-22 トリエ 京王 調布 Ａ 館 4Ｆ

啓文堂書店府中本店 183-0055 東京都府中市府中町1-2-1京王府中SC駅ビル1F

紀伊國屋書店国分寺店 185-0021 国分寺市南町3ー20ー3セレオ国分寺8F

博文堂書店田無店 188-0011 東京都西東京市田無町4ー28ー17

オリオン書房ルミネ立川店 190-0012 立川市曙町2-1-1 立川ルミネ8F

オリオン書房ノルテ店 190-0012 東京都立川市曙町2丁目42ー1パークアベニュー3F

オリオン書房アレア店 190-0023 東京都立川市柴崎町3丁目6ー29 アレアレア2 3F

有隣堂セレオ八王子店 192-0083 東京都八王子市 旭町1ー1 セレオ八王子北館8F

有隣堂町田モディ店 194-0013 東京都町田市 町田モディ8F

野崎書林 203-0053 東京都東久留米市本町1ー3ー1

有隣堂アトレ川崎店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区 駅前本町26ー1 アトレ 川崎 6F

丸善ラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72ー1ラゾーナ川崎プラザ1階

有隣堂新百合ヶ丘エルミロード店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区 上麻生1丁目4ー1 小田急新百合ヶ丘エルミロード4F

有隣堂横浜駅西口コミック王国 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１ー４　Ｂ１号

丸善横浜みなとみらい店 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-2 みなとみらい東急スクエア ① (3階)

三省堂書店新横浜店 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2ー100ー45キュービックプラザ新横浜8階

有隣堂センター南店 224-0032 奈川県横浜市都筑区 茅ケ崎中央1ー1 センター南駅構内

有隣堂たまプラーザテラス店 225-8535 神奈川県横浜市青葉区青葉区美しが丘1丁目1ー2 たま プラーザ テラス ゲート プラザ 1F・2F

有隣堂長津田店 226-0027 神奈川県横浜市緑区 長津田4ー1ー1

ブックファースト青葉台店 227-8555 横浜市青葉区青葉台2ー1ー1青葉台東急スクエア別館3F

有隣堂伊勢佐木町本店 231-8623 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目4ー1

くまざわ書店ジョイナステラス二俣川店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14JOINUS TERRACE 5F

有隣堂厚木店 243-0018 神奈川県厚木市中町2丁目6 三成 ほてい 屋 ビル

くまざわ書店本厚木店 243-0018 神奈川県厚木市中町2-2-1小田急本厚木ミロード②5F

有隣堂ららぽーと海老名店 243-0482 神奈川県海老名市扇町13ー1 ららぽーと海老名 4Ｆ



有隣堂戸塚モディ店 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町10ラピス戸塚1ビル

有隣堂東急プラザ戸塚店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区 戸塚町16ー1 東急プラザ戸塚 2階

有隣堂戸塚地下売店 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町１２－１  戸塚駅Ｂ１Ｆ

三省堂書店小田原店 250-0045 神奈川県小田原市城山1ー1ー1JR東海小田原駅1F(小田原駅西口)

有隣堂テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県藤沢市 辻堂神台1丁目3ー1テラスモール4F

ジュンク堂書店藤沢店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢559ビックカメラ藤沢店7階・8階

有隣堂藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2ー1ー1フジサワ名店ビル35F

有隣堂ミウィ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区 橋本3ー28ー1 ミウィ橋本4F

三省堂書店カルチャーステーション千葉店 260-0015 千葉県中央区 富士見2ー3ー1 塚本大千葉ビル 4F

三省堂書店そごう千葉店 260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000番そごう千葉店9F

宮脇書店稲毛長沼原店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731ー17

精文館書店おゆみ野店 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央2ー13ー8

コーナンBOOKS市川原木店 272-0004 市川市原木２５２６－６

ときわ書房本八幡店 272-0021 千葉県市川市八幡2ー15ー10パティオビル5F

山下書店行徳店 272-0133 千葉県市川市行徳駅前2ー4ー13

ときわ書房本店 273-0005 千葉県船橋市本町4-2-17

ときわ書房IY船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町7丁目6ー1イトーヨーカドー東館5F

ブックエキスプレスペリエ西船橋店 273-0031 千葉県船橋市西船4-27-7JR西船橋駅ペリエ西船橋3階

ACADEMIAくまざわ書店津田沼パルコ店 274-0825 千葉県船橋市前原西2-19-1津田沼パルコB館4F

丸善津田沼店 275-0026 千葉県習志野市谷津7ー7ー1

ジュンク堂書店柏モディ店 277-0005 千葉県柏市柏1丁目2ー26柏モディ

有隣堂アトレ新浦安店 279-0012 千葉県浦安市入船 1丁目1ー1 アトレ新浦安2F

ワンダーグー東金店 283-0005 東金市田間２２２

くまざわ書店公津店 286-0048 成田市公津の杜４－５－３  成田ユアエルム３Ｆ

ワンダーグー富里店 286-0221 富里市七栄１００５－５

ワンダーグー新ひたち野うしく店 300-1207 牛久市ひたち野東５－５－１

ワンダーグー新竜ケ崎店 301-0044 龍ケ崎市小柴１－７

ワンダーグー守谷店 302-0127 守谷市松ケ丘６－６－１

ワンダーグーつくば店 305-0817 つくば市研究学園７－５４－１

ワンダーグー古河店 306-0231 古河市小堤新割１４９０－１

ブックエース結城店 307-0052 茨城県結城市中央町1-4-6

ワンダーグー下館店 308-0052 筑西市菅谷石堀１５１３

川又書店エクセル店 310-0015 水戸市宮町1-1-1

丸善水戸京成店 310-0026 茨城県水戸市泉町1ー6ー1京成百貨店8F

ワンダーグー水戸笠原店 310-0852 水戸市笠原町４７７－２

ブックエース茨大前店 310-0903 茨城県水戸市堀町1094-7

ワンダーグーひたちなか店 312-0011 ひたちなか市中根３３２５－１０

ブックエース・TSUTAYA勝田東石川店 312-0052 茨城県ひたちなか市東石川3614-1

ワンダーグー鹿島店 314-0135 神栖市堀割３－３－２０

ワンダーグー大田原店 324-0054 大田原市若松町１６５０－１０ 

ワンダーグー新足利店 326-0823 足利市朝倉町２５５－２

サンライズ高根沢店 329-1232 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台1-1-2

三省堂書店大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1ー6ー2そごう大宮店8F

ブックデポ書楽 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2ー3ー5

TSUTAYA春日部16号線店 344-0007 埼玉県春日部市小渕153-1

CROSSBOOKS動物公園駅店 345-0801 埼玉県南埼玉郡宮代町大字百間2-3-24

紀伊國屋書店川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町2ー11ー1アネックスA1、2階

ブックファーストルミネ川越店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町39-19ルミネ川越 4階

みやかわ書店本店 353-0004 埼玉県志木市本町1-11-32（志木市民会館前）

丸善桶川店 363-0022 埼玉県桶川市若宮1ー5ー2桶川マイン3階

グリーンブック秩父店 368-0021 埼玉県秩父市下宮地町18ー9

ワンダーグー高崎店 370-0073 高崎市緑町４－９－１

未来屋書店高崎オーパ店 370-0849 群馬県高崎市八島町46-1高崎オーパ8F

紀伊國屋書店前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町2丁目1ー1けやきウォーク前橋1f

平安堂若槻店 381-0042 長野県長野市稲田1ー14ー21

平安堂佐久インターウェーブ店 385-0009 長野県佐久市小田井613-1 佐久インターウェーブ

くまざわ書店南松本店 390-0834 松本市高宮中１－２０  イトーヨーカドー南松本店３Ｆ

戸田書店沼津店 410-0312 静岡県沼津市 原東中1538ー1

戸田書店静岡本店 420-0852 静岡県静岡市 葵区紺屋町１７−１

明屋書店イケヤ高林店 430-0907 浜松市中区高林4ー8ー7

明屋書店イケヤ湖西店 431-0301 静岡県湖西市新居町中野郷2296ー8

BOOKアマノ有玉店 431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町1833ー1

明屋書店イケヤ高丘店 433-8117 静岡県浜松市中区高丘東１−２−４０

イケヤ磐田東店 438-0088 静岡県磐田市富士見台8-23

精文館書店本店コミック館 440-0897 愛知県豊橋市松葉町1ー15FACE豊橋ビル3階

三省堂書店名古屋高島屋店 450-6011 愛知県名古屋市中村区名駅1ー1ー4ジェイアール名古屋髙島屋

三省堂書店名古屋本店 450-6608 愛知県名古屋市中村区名駅1ー1ー3タカシマヤゲートタワーモール8F

フタバ図書TERAワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 4F

未来屋書店名古屋みなと店 455-0055 名古屋市港区品川町２－１－６  イオンモール名古屋みなと３Ｆ

丸善名古屋セントラルパーク店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-15-13セントラルパーク地下街

ジュンク堂書店名古屋栄店 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町１丁目１明治安田生命名古屋ビル

MARUZEN名古屋本店 460-0008 名古屋市中区栄３－８－１４

ジュンク堂書店ロフト名古屋店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3ー18ー1ナディアパーク地下1階

正文館書店本店 461-0015 名古屋市東区東片端町４９

未来屋書店守山店 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地イオン守山店2F

VVポルト 470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55

紀伊國屋書店名古屋空港店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先1-8 エアポートウォーク名古屋 401

三省堂書店一宮店 491-0858 愛知県一宮市栄3ー1ー1アスティ一宮1F

VVモレラ岐阜店 501-0497 本巣市三橋１１００  モレラ岐阜２Ｆ

丸善岐阜店 502-0882 岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号マーサ213Fマーサ21

丸善四日市店 510-8585 三重県四日市市諏訪栄町7ー34近鉄百貨店四日市店地下1階



別所書店イオン津店 514-0003  三重県津市桜橋3ー446

大垣書店フォレオ大津一里山店 520-2153 滋賀県大津市一里山7ー1ー1

ふたば書房野洲店 520-2331 滋賀県野洲市小篠原1000番アルプラザ野洲店2F

ジュンク堂書店滋賀草津店 525-0032 滋賀県草津市大路1ー1ー1ガーデンシティ草津地下1階Lty932

アバンティブックセンター南草津店 525-0059 滋賀県草津市野路1丁目15－5フェリエ南草津2F

喜久屋書店草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津

ジュンク堂書店大阪本店 530-0003 大阪市北区堂島1ー6ー20堂島アバンザ1～3F

ブックファースト梅田2階店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目１−３ 阪急梅田駅2階

ブックファースト梅田3階店 530-0012 大阪市北区芝田１－１－２  阪急梅田駅３Ｆ

MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町7ー20チャスカ茶屋町地下1階

ブックファーストコミックランド梅田店 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町 梅田地下街3－2

清風堂書店 530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2ー11ー16梅田セントラルビルB2

ブックスタジオ新大阪店 532-0011 大阪市淀川区西中島５－１６－１  ＪＲ新大阪駅改札内エキマルシェ

ジュンク堂書店天満橋店 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1ー1 京阪シティモール7階

ブックファーストなんばウォーク店 542-0076 大阪府中央区難波2丁目なんばウォーク虹のまち1ー2なんばウォーク

ジュンク堂書店上本町店 543-8543 大阪府大阪市天王寺区上本町6ー1ー55近鉄百貨店

喜久屋書店漫画館あべの店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5ー1

ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店 545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1ー1ー43あべのハルカス近鉄本店ウイング館7階

ブックファースト野田アプラ店 553-0001 大阪市福島区海老江１－１－１７  野田アプラ１Ｆ

わんだーらんどなんば店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目1ー7

ジュンク堂書店難波店 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2ー3マルイト難波ビル3階

ブックファースト曽根店 561-0802 大阪府豊中市 曽根東町3ー1ー1 Tio阪急曽根1階

ブックファースト池田店 563-0056 大阪府池田市栄町2ー1

ブックファーストデュー阪急山田店 565-0824 吹田市山田西４－１－２  デュー阪急山田２Ｆ

大垣書店高槻店 569-1123 大阪府高槻市芥川町1丁目2アクトアモーレ

TSUTAYA八戸ノ里店 577-0801 大阪府東大阪市小阪３丁目１−１１　Eー1

ヒバリヤ書店コミックランドヒバリヤ 577-0841 大阪府東大阪市足代3丁目1ー6

丸善八尾アリオ店 581-0803 大阪府八尾市光町2ー3アリオ八尾3階

紀伊國屋書店泉北店 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ 4F

文教堂書店JQストアアニメガ京都店 600-8005 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町5エイシンビル

くまざわ書店四条烏丸店 600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20四条烏丸FTスクエア B1F

ふたば書房京都駅八条口店 600-8215 京都市下京区東塩小路釜殿町31ー1近鉄名店街みやこみち内

大垣書店京都ヨドバシ店 600-8216 京都府京都市 下京区烏丸通七条下る東塩小路町590ー2

平和書店TSUTAYA京都リサーチパーク店 600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91

アバンティBC京都店 601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31番地KYOTOAVANTI6階

大垣書店イオンモールKYOTO店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1

大垣書店イオンモール京都桂川店 601-8601 京都府京都市南区久世高田町376ー1

大垣書店ビブレ店 603-8142 京都府京都市北区小山北上総町49ー1

ふたば書房紫野店 603-8235 京都市北区紫野下御輿町６番地１

ふたば書房ゼスト御池店 604-8091 京都市中京区下本能寺前町492ー1ゼスト御池地下街内

大垣書店二条駅店 604-8415 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町1ー6 BiVi二条

アミーゴ書店洛北店 606-8103 京都市左京区高野西開町36番地 カナート洛北店2F

大垣書店高野店 606-8107  京都府京都市左京区高野東開町20 谷畑高野ビルカストルム洛北 1F

ふたば書房山科駅前店 607-8013 京都市山科区安朱中小路町5　ビエラ山科2F

平和書店アルプラザ宇治東店 611-0013 京都府宇治市莵道平町２８−１

平和書店TSUTAYA藤の森店 612-0029 京都市伏見区深草西浦町５－５０  アルカディアシティ内

くまざわ書店桃山店 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32MOMOテラス2F

未来屋書店久御山店 613-0042 京都府久世郡久御山町森南大内156-1

ブックファースト西院店 615-0011 京都府京都市右京区西院東淳和院町１−１ アフレ西院 2F

大垣書店イオンモール京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25ー1

大垣書店亀岡店 621-0822 京都府亀岡市篠町野条上又11ー1

旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027番地イオンモール奈良登美ヶ丘3F

喜久屋書店JR奈良駅店 630-8122  奈良県奈良市 三条本町11 ビエラ奈良2F

喜久屋書店橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7ー20ー1イオンモール橿原3F

本と文具ツモリ西部店 648-0086 和歌山県橋本市神野々566

ジュンク堂書店三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6ー18

大垣書店神戸ハーバーランドumie店 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1ー7ー2神戸ハーバーランドumieNORTHMALL5F

ジュンク堂書店三宮駅前店 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通6ー1ー15サンシティビル7階

ふたば書房FUTABA+プリコ垂水店 655-0027 神戸市垂水区神田町1-20 プリコ垂水西館

ブックファースト六甲店 657-0065 兵庫県神戸市灘区宮山町３丁目１−25 六甲阪急ビル2階

ジュンク堂書店芦屋店 659-0092 兵庫県芦屋市大原町9ー1ー304ラポルテ東館3F

ふたば書房つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4ー8ー1つかしんにしまち2Ｆ

ジュンク堂書店西宮店 663-8035 兵庫県西宮市北口町1ー1アクタ西宮西館4階

ブックファースト西宮店 663-8204 兵庫県西宮市高松町6－20阪急西宮北口駅2階

明屋書店ブックス・ユートピア野間店 664-0875 兵庫県伊丹市野間北３丁目２−２

ブックファースト宝塚店 665-0845 宝塚市栄町２－３－１  Ｇコレクション阪急宝塚１Ｆ

TSUTAYA熊見店 671-1141 姫路市大津区西土井２８７

ジュンク堂書店明石店 673-0891 兵庫県明石市大明石町1ー6ー1パピオスあかし2階

今井書店吉成コミック店 680-0874 鳥取県鳥取市叶310

今井書店湖山メディア館 680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東４丁目８２

今井書店倉吉店 682-0806 鳥取県倉吉市昭和町2ー254

本の学校今井ブックセンター 683-0801 鳥取県米子市新開2－3－10

今井書店錦町店 683-0811 鳥取県米子市錦町3丁目90

今井書店倉吉アプト店 689-2301 東伯郡琴浦町八橋３７１  アプト内

今井書店ゆめタウン出雲店 693-0063 出雲市大塚町６５０－１  ゆめタウン出雲店２Ｆ

今井書店出雲店 693-0066 島根県出雲市高岡町1237ー1

紀伊國屋書店クレド岡山店 700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-8-45. NTTクレド岡山ビル 5F

啓文社岡山本店 700-0973 岡山県岡山市北区下中野377ー1

ブックセンターコスモ津山店 708-0841 岡山県津山市川崎214ー1

喜久屋書店倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1イオンモール倉敷2F

啓文社ポートプラザ店 720-0801  広島県福山市入船町3丁目1-25天満屋ハピータウンポートプラザ店1階



フタバ図書GIGA本通店 730-0051 広島県広島市中区大手町1-8-20

丸善広島店 730-8540 広島県広島市中区胡町5ー22天満屋八丁堀ビル7・8F

フタバ図書MEGA中筋店 731-0122 広島県広島市安佐南区中筋4-11-7

フタバ図書ジアウトレット広島店 731-5162 広島県広島市佐伯区石内東4丁目1番1号　1階なみのわガレージ

ジュンク堂書店広島駅前店 732-0822 広島県広島市南区松原町9ー1福屋広島駅前店10F

フタバ図書アルティアルパーク北棟店 733-0863 広島県広島市西区草津南4丁目7ー1

フタバ図書TERA広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２丁目1-1イオンモール広島府中 3Ｆ

明屋書店南岩国店 740-0034 山口県岩国市南岩国町3丁目8

明屋書店光店 743-0022 山口県光市虹ヶ浜１丁目４番１０号

明屋書店下松店 744-0019 山口県下松市桜町3丁目14番30号

明屋書店長府店 752-0928 山口県下関市長府才川二丁目12番7

明屋書店MEGA大内店 753-0251 山口県山口市大内千坊2ー16ー21

明屋書店小郡店 754-0002 山口県山口市小郡下郷785番地1

明屋書店厚狭店 757-0001 山口県山陽小野田市大字厚狭埴生田460番地1

明屋書店萩店 758-0025 山口県萩市大字土原字川島沖田474番地

明屋書店長門店 759-4101 山口県長門市東深川字丁ヶ坪850番

宮脇書店南本店 761-8071 香川県高松市伏石町2139ー11

南海ブックス 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西1ー61ー4

ジュンク堂書店松山店 790-0011 松山市千舟町５－７－１  エスパス松山内

明屋書店松山本店 790-0012  愛媛県松山市湊町4丁目7ー2

明屋書店石井店 791-1105 愛媛県松山市北井門2丁目20番32号

明屋書店松前店 791-3110 愛媛県伊予郡松前町浜萱田1091番地1

明屋書店MEGA平田店 791-8001 愛媛県松山市平田町81-1

明屋書店MEGA西の土居店 792-0035 愛媛県新居浜市西の土居町1丁目１番地２３

明屋書店新居浜松木店 792-0829 愛媛県新居浜市松木町5番41号

明屋書店西条本店 793-0021 愛媛県西条市神拝乙141番地

明屋書店今治本店 794-0063 愛媛県今治市片山2丁目6−22

明屋書店大洲店 795-0064 愛媛県大洲市東大洲661番地2

明屋書店宇和島明倫店 798-0080 愛媛県宇和島市新田町二丁目2番1号

明屋書店川之江店 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町1662番地1

明屋書店喜田村店 799-1506 愛媛県今治市東村１−１−30

明屋書店小倉沼新町店 800-0218 福岡県北九州市小倉南区沼新町1丁目3-16

ジュンク堂書店福岡店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目10ー13メディアモール天神

金修堂書店サンセルコ店 810-0004 福岡市中央区渡辺通１－１－１  サンセルコ１０３

フタバ図書TERAイオンモール福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1-2001イオンモール福岡　１・２Ｆ

明屋書店宗像店 811-4184 福岡県宗像市くりえいと１丁目４−６

紀伊國屋書店福岡本店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2ー1 博多バス ターミナル6F

丸善博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1JR博多シティ8F

ブックセンターほんだ 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡3丁目8ー15

明屋書店行橋行事店 824-0001 福岡県行橋市行事二丁目14番11号

明屋書店伊加利店 825-0001 福岡県田川市大字伊加利2011

メトロ書店本店 850-0058 長崎県長崎市尾上町1ー1

明屋書店高城店 870-0153 大分県大分市城東町9ー16

明屋書店フリーモールわさだ店 870-1161 大分県大分市木上2103

明屋書店中津本店 871-0011 大分県中津市下池永龍ノ坪124-1

明屋書店臼杵野田店 875-0062 大分県臼杵市大字野田205

明屋書店コスモタウン佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町２丁目１９９番地

明屋書店日田店 877-0000 大分県日田市大字十二町585番地4

ジュンク堂書店鹿児島店 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町マルヤガーデンズ5階・6階

明屋書店川内店 895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷２－１－３

ジュンク堂書店那覇店 900-0013 沖縄県那覇市牧志1ー19ー29 DーNAHA 地下1階～3階

文苑堂書店新野村店 933-0014 富山県高岡市野村1717

文信堂書店長岡店 940-0061 新潟県長岡市城内町1丁目611ー1

紀伊國屋書店新潟店 950-0088 新潟市中央区万代1ー5ー1ラブラ万代6F

ジュンク堂書店新潟店 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1丁目1プラーカ

岩瀬書店福島駅西口店 960-8031 福島県福島市栄町1ー1パワーシティピポット内

宮脇書店ヨークタウン野田店 960-8055 福島市野田町４－１－３  ヨークタウン野田店内

岩瀬書店八木田店プラスゲオ 960-8164 福島県福島市八木田字並柳163ー1

ブックエース上荒川店 970-8034 福島県いわき市平上荒川島田５

ブックエース小名浜店 971-8124 福島県いわき市小名浜住吉字花木内1-1

ヤマニ書房湯本店 972-8316 いわき市常磐西郷町落合６６  ヨークベニマル湯本南店内

ブックエース植田店 974-8212 福島県いわき市東田町2-10-6

喜久屋書店仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央４丁目1-1イービーンズ

丸善仙台アエル店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1ー3ー1AER1階

TSUTAYA仙台荒井店 984-0827 宮城県仙台市若林区なないろの里3丁目3-28

TSUTAYA築館店 987-2272 宮城県栗原市築館留場桜10-5

こまつ書店寿町本店 990-2414 山形県山形市寿町10ー27

こまつ書店東根店 999-3762 東根市神町北２－８－１


