
地区名 書店名 都道府県名
札幌市中央区 紀伊國屋書店　札幌本店 北海道
札幌市中央区 三省堂書店　札幌店 北海道
札幌市中央区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店 北海道
札幌市中央区 文教堂　札幌大通駅店 北海道
札幌市東区 くまざわ書店　アリオ札幌店 北海道
盛岡市 さわや書店　フェザン店 岩手県
仙台市青葉区 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店 宮城県
仙台市青葉区 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台青葉通店 宮城県
仙台市青葉区 丸善　仙台アエル店 宮城県
仙台市太白区 紀伊國屋書店　仙台店 宮城県
つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 茨城県
ひたちなか市 リブロ　ひたちなか店 茨城県
宇都宮市 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 栃木県
宇都宮市 落合書店　イトーヨーカドー店 栃木県
宇都宮市 くまざわ書店　宇都宮店 栃木県
宇都宮市 八重洲ブックセンター　宇都宮パセオ店 栃木県
小山市 ブックセンターよむよむ　おやまゆうえん店 栃木県
高崎市 戸田書店　高崎店 群馬県
前橋市 紀伊國屋書店　前橋店 群馬県
さいたま市浦和区 紀伊國屋書店　浦和パルコ店 埼玉県
さいたま市大宮区 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 紀伊國屋書店　さいたま新都心店 埼玉県
さいたま市緑区 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店 埼玉県
越谷市 東京旭屋書店　新越谷店 埼玉県
久喜市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店 埼玉県
新座市 あゆみＢｏｏｋｓ　志木店 埼玉県
新座市 東京旭屋書店　志木店 埼玉県
所沢市 リブロ　新所沢店 埼玉県
千葉市中央区 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 三省堂書店　そごう千葉店 千葉県
千葉市稲毛区 くまざわ書店　稲毛店 千葉県
流山市 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店 千葉県
松戸市 くまざわ書店　松戸店 千葉県
船橋市 くまざわ書店　ららぽーと店 千葉県
船橋市 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店 千葉県
八千代市 八重洲ブックセンター　ＩＹ八千代店 千葉県
八千代市 くまざわ書店　八千代台店 千葉県
柏市 八重洲ブックセンター　丸井柏店 千葉県
浦安市 有隣堂　アトレ新浦安店 千葉県
千代田区 三省堂書店　有楽町店 東京都
千代田区 八重洲ブックセンター　日比谷シャンテ店 東京都
千代田区 三省堂書店　神保町本店 東京都
千代田区 東京堂書店　神田神保町店 東京都
千代田区 文教堂書店　市ヶ谷店 東京都
中央区 ブックファースト　銀座コア店 東京都
港区 文教堂書店　浜松町店 東京都
港区 あおい書店　六本木店 東京都
港区 文教堂書店　赤坂店 東京都
港区 ＴＳＵＴＡＹＡ　赤坂店 東京都
北区 文教堂書店　赤羽店 東京都
足立区 ブックファースト　ルミネ北千住店 東京都
足立区 紀伊國屋書店　北千住マルイ店 東京都
葛飾区 文教堂書店　青戸店 東京都
墨田区 くまざわ書店　錦糸町店 東京都
江戸川区 八重洲ブックセンター　ＩＹ葛西店 東京都
江東区 くまざわ書店　東京テレポート店 東京都
港区 くまざわ書店　アクアシティお台場店 東京都
江東区 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店 東京都
品川区 あゆみＢｏｏｋｓ　五反田店 東京都
大田区 ブックファースト　アトレ大森店 東京都
大田区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急蒲田店 東京都
大田区 有隣堂　グランデュオ蒲田店 東京都
渋谷区 有隣堂　アトレ恵比寿店 東京都
渋谷区 ブックファースト　渋谷文化村通り店 東京都
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渋谷区 紀伊國屋書店　西武渋谷店 東京都
渋谷区 大盛堂書店　駅前店 東京都
渋谷区 啓文堂書店　渋谷店 東京都
渋谷区 紀伊國屋書店　新宿南店 東京都
渋谷区 紀伊國屋書店　笹塚店 東京都
世田谷区 紀伊國屋書店　玉川高島屋店 東京都
世田谷区 文教堂書店　二子玉川店 東京都
新宿区 ブックファースト　新宿店 東京都
新宿区 芳進堂　ラムラ店 東京都
新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店 東京都
豊島区 くまざわ書店　池袋店 東京都
豊島区 ジュンク堂書店　池袋本店 東京都
豊島区 リブロ　池袋本店 東京都
豊島区 三省堂書店　池袋店 東京都
武蔵野市 ブックファースト　アトレ吉祥寺店 東京都
武蔵野市 ブックファースト　アトレ吉祥寺東館店 東京都
武蔵野市 ジュンク堂書店　吉祥寺店 東京都
武蔵野市 八重洲ブックセンター　ＩＹ武蔵境店 東京都
三鷹市 文教堂書店　三鷹駅店 東京都
国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店 東京都
国分寺市 ＢＯＯＫＳ隆文堂 東京都
立川市 オリオン書房　ノルテ店 東京都
八王子市 くまざわ書店　八王子店 東京都
八王子市 くまざわ書店　八王子東急スクエア店 東京都
昭島市 くまざわ書店　昭島店 東京都
多摩市 くまざわ書店　桜ヶ丘店 東京都
多摩市 啓文堂書店　多摩センター店 東京都
川崎市川崎区 有隣堂　アトレ川崎店 神奈川県
川崎市中原区 紀伊國屋書店　武蔵小杉店 神奈川県
川崎市高津区 文教堂書店　溝ノ口駅前店 神奈川県
川崎市高津区 文教堂書店　溝ノ口本店 神奈川県
横浜市西区 リブロ　横浜相鉄ジョイナス店 神奈川県
横浜市西区 有隣堂　横浜駅西口店 神奈川県
横浜市西区 丸善　横浜ポルタ店 神奈川県
横浜市西区 くまざわ書店　ランドマーク店 神奈川県
横浜市西区 紀伊國屋書店　横浜店 神奈川県
横浜市港北区 あゆみＢｏｏｋｓ　綱島店 神奈川県
横浜市都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 神奈川県
横浜市都筑区 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 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 神奈川県
横浜市青葉区 ブックファースト　青葉台店 神奈川県
横浜市鶴見区 くまざわ書店　鶴見店 神奈川県
横浜市中区 紀伊國屋書店　横浜みなとみらい店 神奈川県
横浜市港南区 八重洲ブックセンター　京急上大岡店 神奈川県
横須賀市 くまざわ書店　横須賀店 神奈川県
厚木市 文教堂書店　Ｒ４１２店 神奈川県
横浜市戸塚区 リブロ　東戸塚店 神奈川県
藤沢市 有隣堂　テラスモール湘南店 神奈川県
相模原市緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 神奈川県
相模原市南区 くまざわ書店　相模大野店 神奈川県
相模原市南区 ブックファースト　ボーノ相模大野店 神奈川県
新潟市中央区 紀伊國屋書店　新潟店 新潟県
大垣市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 岐阜県
静岡市葵区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡県
岡崎市 いまじん　ウイングタウン岡崎店 愛知県
名古屋市中村区 星野書店　近鉄パッセ店 愛知県
名古屋市中村区 三省堂書店　名古屋高島屋店 愛知県
名古屋市中川区 いまじん　戸田店 愛知県
西春日井郡 紀伊國屋書店　名古屋空港店 愛知県
春日井市 いまじん　春日井南店 愛知県
瀬戸市 いまじん　瀬戸店 愛知県
一宮市 三省堂書店　一宮店 愛知県
伊勢市 白揚　ミタス伊勢店 三重県
大津市 紀伊國屋書店　大津店 滋賀県
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京都市下京区 ブックファースト　京都店 京都府
京都市西京区 ブックファースト　ミュー阪急桂店 京都府
大阪市北区 三省堂書店　ルクア大阪店 大阪府
大阪市北区 ジュンク堂書店　大阪本店 大阪府
大阪市北区 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 大阪府
大阪市北区 紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府
大阪市北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府
大阪市都島区 紀伊國屋書店　京橋店 大阪府
大阪市鶴見区 リブロ　イオンモール鶴見店 大阪府
大阪市中央区 文教堂書店　淀屋橋店 大阪府
大阪市中央区 紀伊國屋書店　本町店 大阪府
大阪市中央区 ジュンク堂書店　千日前店 大阪府
大阪市中央区 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店 大阪府
大阪市中央区 ブックファースト　クリスタ長堀店 大阪府
大阪市天王寺区 くまざわ書店　天王寺店 大阪府
大阪市天王寺区 旭屋書店　天王寺ＭｉＯ店 大阪府
大阪市阿倍野区 喜久屋書店　阿倍野店 大阪府
大阪市福島区 ブックファースト　野田アプラ店 大阪府
大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店 大阪府
豊中市 田村書店　千里中央店 大阪府
吹田市 リブロ　江坂店 大阪府
吹田市 ブックファースト　デュー阪急山田店 大阪府
高槻市 ジュンク堂書店　高槻店 大阪府
高槻市 大垣書店　高槻店 大阪府
高槻市 紀伊國屋書店　高槻店 大阪府
神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店 兵庫県
芦屋市 ジュンク堂書店　芦屋店 兵庫県
尼崎市 ブックファースト　阪神尼崎店 兵庫県
尼崎市 くまざわ書店　あまがさき店 兵庫県
西宮市 ブックファースト　エビスタ西宮店 兵庫県
西宮市 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県
宝塚市 ブックファースト　宝塚店 兵庫県
川西市 紀伊國屋書店　川西店 兵庫県
加古川市 紀伊國屋書店　加古川店 兵庫県
和歌山市 ＷＡＹガーデンパーク和歌山店 和歌山県
広島市中区 紀伊國屋書店　広島店 広島県
広島市南区 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店 広島県
下関市 くまざわ書店　下関店 山口県
北九州市小倉北区 くまざわ書店　小倉店 福岡県
福岡市中央区 ジュンク堂書店　福岡店 福岡県
福岡市博多区 紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県
福岡市早良区 リブロ　福岡西新店 福岡県
長崎市 紀伊國屋書店　長崎店 長崎県
大分市 リブロ　大分わさだ店 大分県
宮崎市 旭屋書店　イオンモール宮崎店 宮崎県
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