
書店都道府県 自治体名 書店名

北海道 札幌市中央区 大垣書店　マルヤマクラス店

北海道 札幌市北区 アイブック　イトーヨーカドー屯田店

北海道 札幌市北区 コーチャンフォー　新川通り店

北海道 札幌市豊平区 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店

北海道 札幌市南区 東光ストア　藤野店ＢＯＯＫコーナー

北海道 札幌市西区 ヴィレッジヴァンガード　イオン札幌発寒

北海道 札幌市清田区 コーチャンフォー　美しが丘店

北海道 小樽市 ヴィレッジヴァンガード　小樽

北海道 小樽市 喜久屋書店　小樽店

北海道 旭川市 コーチャンフォー　旭川店

北海道 釧路市 コーチャンフォー　釧路店

北海道 帯広市 喜久屋書店　帯広店

北海道 北見市 コーチャンフォー　北見店

北海道 千歳市 紀伊國屋書店　千歳店

青森県 八戸市 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店

岩手県 盛岡市 エムズエクスポ盛岡店

岩手県 盛岡市 東山堂　イオンモール前潟盛岡店

岩手県 盛岡市 蔦屋書店　盛岡店

宮城県 仙台市太白区 紀伊國屋書店　仙台店

宮城県 仙台市太白区 蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店

宮城県 仙台市泉区 蔦屋書店　仙台泉店

宮城県 角田市 ブックＴＯＷＮ　角田店

宮城県 大崎市 スクラム　古川店

秋田県 秋田市 ジュンク堂書店　秋田店

秋田県 大仙市 ブックスモア　大曲店

山形県 山形市 八文字屋　北店

福島県 福島市 くまざわ書店　福島店

福島県 郡山市 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

福島県 いわき市 鹿島ブックセンター

福島県 いわき市 ブックエース　上荒川店

福島県 いわき市 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店

福島県 須賀川市 郡山書店　須賀川西店



書店都道府県 自治体名 書店名

茨城県 水戸市 川又書店　県庁店

茨城県 水戸市 ブックエース　茨大前店

茨城県 龍ヶ崎市 蔦屋書店　龍ケ崎店

茨城県 下妻市 ブックエース　下妻店

茨城県 つくば市 コーチャンフォー　つくば店

茨城県 ひたちなか市 ブックエース　勝田東石川店

茨城県 ひたちなか市 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 鹿嶋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店

茨城県 坂東市 ブックエース　坂東店

茨城県 東茨城郡 ブックエースツタヤ　イオンタウン水戸南店

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 宇都宮市 うさぎや　ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮東簗瀬店

栃木県 小山市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール小山

栃木県 那須塩原市 博文堂書店　那須塩原店

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店　前橋店

群馬県 前橋市 文真堂書店　大胡店

群馬県 前橋市 蔦屋書店　前橋みなみモール店

群馬県 高崎市 文真堂書店タイムクリップ　群馬町店

群馬県 高崎市 文真堂書店タイムクリップ　倉賀野店

群馬県 高崎市 ブックマンズアカデミー　高崎店

群馬県 伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店

群馬県 伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎宮子店

群馬県 伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎平和町店

群馬県 太田市 文真堂書店タイムクリップ　新井店

群馬県 太田市 蔦屋書店　太田店

群馬県 沼田市 文真堂書店　上原店

群馬県 渋川市 文真堂書店タイムクリップ　渋川中央店

群馬県 みどり市 文真堂書店タイムクリップ　大間々店

群馬県 北群馬郡 蔦屋書店　前橋吉岡店

埼玉県 さいたま市中央区 ブックデポ書楽

埼玉県 熊谷市 蔦屋書店　熊谷店

埼玉県 川口市 ヴィレッジヴァンガード　イオン川口前川



書店都道府県 自治体名 書店名

埼玉県 行田市 宮脇書店　行田持田店

埼玉県 本庄市 蔦屋書店　本庄早稲田店

埼玉県 東松山市 蔦屋書店　東松山店

埼玉県 春日部市 ブックエース　春日部店

埼玉県 上尾市 ブックマルシェ　上尾店

埼玉県 上尾市 東京旭屋書店　アリオ上尾店

埼玉県 越谷市 ヴィレッジヴァンガード　＋ＰＬＵＳ

埼玉県 越谷市 ヴィレッジヴァンガードイオンレイクタウン

埼玉県 越谷市 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン

埼玉県 久喜市 くまざわ書店　久喜店

埼玉県 久喜市 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店

埼玉県 富士見市 リブロ　ららぽーと富士見店

埼玉県 富士見市 コロコロＢＡＳＥ

埼玉県 幸手市 文真堂書店タイムクリップ　幸手店

埼玉県 比企郡 蔦屋書店　滑川店

埼玉県 比企郡 蔦屋書店　川島インター店

千葉県 千葉市美浜区 幕張　蔦屋書店

千葉県 市川市 ヴィレッジヴァンガード　ニッケ店

千葉県 市川市 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ

千葉県 船橋市 ジュンク堂書店　南船橋店

千葉県 松戸市 喜久屋書店　松戸店

千葉県 成田市 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 旭市 Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店

千葉県 柏市 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

千葉県 君津市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ君津店

千葉県 印西市 喜久屋書店　千葉ニュータウン店

東京都 千代田区 丸善　丸の内本店

東京都 新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店

東京都 墨田区 三省堂書店　東京ソラマチ店

東京都 江東区 ｎｅｗ　ｓｔｙｌｅ　有明ガーデン

東京都 江東区 くまざわ書店　ダイバーシティ東京プラザ店

東京都 豊島区 三省堂書店　池袋本店



書店都道府県 自治体名 書店名

東京都 練馬区 蔦屋書店　練馬春日町店

東京都 足立区 くまざわ書店　ポンテポルタ千住店

東京都 足立区 文真堂書店　足立花畑店

東京都 葛飾区 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店

東京都 八王子市 くまざわ書店　イーアス高尾店

東京都 八王子市 蔦屋書店　八王子みなみ野店

東京都 八王子市 蔦屋書店　八王子楢原店

東京都 府中市 啓文堂書店　府中本店

東京都 昭島市 くまざわ書店　昭島店

東京都 調布市 くまざわ書店　国領店

東京都 東村山市 メディアライン　東村山店

東京都 国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店

東京都 多摩市 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

東京都 多摩市 蔦屋書店　多摩永山店

東京都 稲城市 コーチャンフォー　若葉台店

東京都 稲城市 蔦屋書店　稲城若葉台店

神奈川県 横浜市神奈川区 ＢＯＯＫＳえみたす　大口店

神奈川県 横浜市西区 紀伊國屋書店　横浜店

神奈川県 横浜市戸塚区 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ戸塚店

神奈川県 横浜市戸塚区 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

神奈川県 横浜市青葉区 有隣堂　たまプラーザテラス店

神奈川県 横浜市青葉区 蔦屋書店　青葉奈良店

神奈川県 横浜市都筑区 有隣堂　センター南駅店

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 横浜市都筑区 蔦屋書店　港北ミナモ店

神奈川県 川崎市川崎区 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店

神奈川県 川崎市幸区 北野書店　本店

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 川崎市宮前区 スーパーブックス　住吉書房　宮崎台駅前店

神奈川県 川崎市麻生区 有隣堂　新百合ヶ丘エルミロード店

神奈川県 横須賀市 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

神奈川県 横須賀市 くまざわ書店　横須賀店



書店都道府県 自治体名 書店名

神奈川県 平塚市 サクラ書店　ラスカ平塚店

神奈川県 藤沢市 ＫａＢｏＳ　藤沢店

神奈川県 藤沢市 有隣堂　テラスモール湘南店

神奈川県 小田原市 ヴィレッジヴァンガードＤＣウエスト小田原

神奈川県 茅ケ崎市 川上書店　ラスカ店

神奈川県 厚木市 ヴィレッジヴァンガード　本厚木ミロード

神奈川県 厚木市 蔦屋書店　厚木下依知店

神奈川県 大和市 蔦屋書店　大和下鶴間店

神奈川県 海老名市 有隣堂　ららぽーと海老名店

神奈川県 足柄上郡 ミクニ書店

新潟県 新潟市東区 蔦屋書店　竹尾インター店

新潟県 新潟市東区 蔦屋書店　河渡店

新潟県 新潟市中央区 紀伊國屋書店　新潟店

新潟県 新潟市中央区 蔦屋書店　新潟万代

新潟県 新潟市中央区 蔦屋書店　新潟中央インター店

新潟県 新潟市江南区 蔦屋書店　横越バイパス店

新潟県 新潟市秋葉区 蔦屋書店　新津店

新潟県 新潟市西区 蔦屋書店　ベルパルレ寺尾店

新潟県 新潟市西区 蔦屋書店　新通店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡花園店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡新保店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店

新潟県 柏崎市 蔦屋書店　柏崎岩上店

新潟県 新発田市 蔦屋書店　新発田店

新潟県 加茂市 コメリ書房　加茂店

新潟県 燕市 蔦屋書店　県央店

新潟県 上越市 蔦屋書店　高田西店

新潟県 上越市 蔦屋書店　上越インター店

新潟県 佐渡市 蔦屋書店　佐渡佐和田店

新潟県 魚沼市 蔦屋書店　小出店

新潟県 南魚沼市 蔦屋書店　六日町店



書店都道府県 自治体名 書店名

富山県 射水市 ツタヤブックストア　小杉町店

石川県 金沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店

石川県 金沢市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ金沢店

石川県 白山市 ツタヤブックストア　イオンモール白山

石川県 鹿島郡 きくざわ書店　アルプラザ鹿島店

福井県 福井市 文明堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ若杉店

福井県 福井市 ＫａＢｏＳ　ベル店

福井県 鯖江市 Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　鯖江店

福井県 越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店

山梨県 甲府市 朗月堂　本店

長野県 長野市 平安堂　若槻店

長野県 長野市 いけだ書店　長野店

長野県 長野市 蔦屋書店　長野徳間店

長野県 長野市 蔦屋書店　長野川中島店

長野県 上田市 蔦屋書店　上田しおだ野店

長野県 上田市 蔦屋書店　上田大屋店

長野県 諏訪市 蔦屋書店　諏訪中洲店

長野県 須坂市 蔦屋書店　須坂店

長野県 伊那市 平安堂　伊那店

長野県 駒ケ根市 三洋堂書店　駒ケ根店

長野県 中野市 蔦屋書店　中野店

長野県 大町市 蔦屋書店　大町店

長野県 佐久市 蔦屋書店　佐久野沢店

長野県 佐久市 蔦屋書店　佐久平店

長野県 千曲市 平安堂　更埴店

長野県 千曲市 蔦屋書店　千曲屋代店

岐阜県 岐阜市 ツタヤブックストア　カラフルタウン岐阜店

岐阜県 大垣市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

岐阜県 恵那市 コスモブックセンター

岐阜県 土岐市 三洋堂書店　土岐店

岐阜県 各務原市 草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店

岐阜県 可児郡 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩店



書店都道府県 自治体名 書店名

静岡県 静岡市葵区 谷島屋　マークイズ静岡店

静岡県 静岡市葵区 谷島屋　流通通り店

静岡県 静岡市葵区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 静岡市葵区 蔦屋書店　平和町店

静岡県 静岡市葵区 蔦屋書店　静岡本店

静岡県 静岡市駿河区 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店

静岡県 浜松市中区 アマノ　布橋店

静岡県 浜松市浜北区 谷島屋　サンストリート浜北店

静岡県 浜松市浜北区 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店

静岡県 沼津市 マルサン書店　駅北店

静岡県 沼津市 谷島屋　ららぽーと沼津店

静岡県 沼津市 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店

静岡県 島田市 島田書店　花みずき店

静岡県 島田市 焼津谷島屋　アピタ島田店

静岡県 富士市 谷島屋　富士店

静岡県 富士市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ富士吉原店

静岡県 磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店

静岡県 焼津市 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店

静岡県 駿東郡 マルサン書店　サントムーン店

愛知県 名古屋市千種区 らくだ書店　本店

愛知県 名古屋市東区 ヴィレッジヴァンガード　ナゴヤドーム前

愛知県 名古屋市北区 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店

愛知県 名古屋市西区 ツタヤブックストア　則武新町店

愛知県 名古屋市西区 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店

愛知県 名古屋市中村区 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ中村店

愛知県 名古屋市中川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県 名古屋市港区 ＢＯＯＫＳえみたすポートウォークみなと店

愛知県 名古屋市守山区 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店

愛知県 名古屋市緑区 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール大高

愛知県 名古屋市緑区 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店

愛知県 名古屋市名東区 三洋堂書店　よもぎ店

愛知県 名古屋市天白区 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店



書店都道府県 自治体名 書店名

愛知県 豊橋市 豊川堂　本店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 一宮市 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ尾西店

愛知県 瀬戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

愛知県 瀬戸市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ瀬戸店

愛知県 半田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

愛知県 春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 碧南市 三洋堂書店　碧南店

愛知県 安城市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店

愛知県 安城市 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ福釜店

愛知県 西尾市 三洋堂書店　西尾店

愛知県 西尾市 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ吉良店

愛知県 西尾市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店

愛知県 江南市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店

愛知県 稲沢市 ＢＯＯＫＳえみたす　リーフウォーク稲沢店

愛知県 東海市 ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店

愛知県 岩倉市 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ八剱店

愛知県 弥富市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店

愛知県 あま市 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店

愛知県 長久手市 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店

愛知県 知多郡 ヴィレッジヴァンガード　アピタ阿久比

愛知県 丹羽郡 ヴィレッジヴァンガード　イオン扶桑

三重県 四日市市 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

三重県 四日市市 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店

三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

三重県 桑名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店

三重県 鈴鹿市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

三重県 鈴鹿市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鈴鹿店

滋賀県 彦根市 サンミュージック　ハイパーブックス彦根

滋賀県 長浜市 サンミュージック　長浜店



書店都道府県 自治体名 書店名

滋賀県 長浜市 サンミュージック　ハイパーブックス長浜

滋賀県 近江八幡市 サンミュージック　近江八幡店

滋賀県 草津市 喜久屋書店　草津店

滋賀県 草津市 サンミュージックＨＢ　かがやき通り店

滋賀県 草津市 サンミュージックハイパーブックス駒井沢

滋賀県 守山市 サンミュージック　守山店

滋賀県 野洲市 ふたば書房　野洲店

滋賀県 東近江市 三洋堂書店　八日市店

滋賀県 東近江市 サンミュージックハイパーブックス八日市店

京都府 京都市中京区 ふたば書房　御池ゼスト店

京都府 京都市西京区 ふたば書房　洛西店

京都府 亀岡市 宮脇書店　亀岡店

京都府 城陽市 ヴィレッジヴァンガード　アルプラザ城陽

京都府 長岡京市 アバンティブックセンター　長岡店

大阪府 大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店

大阪府 大阪市阿倍野区 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店

大阪府 大阪市淀川区 ブックスタジオ　エキマルシェ新大阪店

大阪府 大阪市平野区 ヴィレッジヴァンガード　イオン喜連瓜破

大阪府 大阪市北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

大阪府 大阪市中央区 ジュンク堂書店　天満橋店

大阪府 堺市西区 紀伊國屋書店　アリオ鳳店

大阪府 堺市北区 紀伊國屋書店　堺北花田店

大阪府 豊中市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店

大阪府 茨木市 ふたば書房　茨木店

大阪府 茨木市 平和書店　アル・プラザ茨木店

大阪府 八尾市 高坂書店　八尾店

大阪府 松原市 丸善　セブンパーク天美店

兵庫県 神戸市東灘区 ジュンク堂書店　神戸住吉店

兵庫県 神戸市須磨区 喜久屋書店　須磨パティオ店

兵庫県 神戸市北区 喜久屋書店　神戸北町店

兵庫県 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店

兵庫県 神戸市西区 ブックフォーラム　伊川谷店



書店都道府県 自治体名 書店名

兵庫県 姫路市 ヴィレッジヴァンガードイオンＭ姫路ＲＣ店

兵庫県 姫路市 喜久屋書店　辻井店

兵庫県 尼崎市 ふたば書房　つかしん店

兵庫県 明石市 ジュンク堂書店　明石店

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 芦屋市 ジュンク堂書店　芦屋店

兵庫県 丹波市 喜久屋書店　柏原店

奈良県 奈良市 啓林堂書店　奈良店

奈良県 奈良市 啓林堂書店　学園前店

奈良県 大和郡山市 ヴィレッジヴァンガード　イオン大和郡山

奈良県 大和郡山市 喜久屋書店　大和郡山店

奈良県 大和郡山市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大和郡山店

奈良県 北葛城郡 ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ西大和店

和歌山県 和歌山市 宮脇書店　和歌山店

鳥取県 鳥取市 喜久屋書店　国府店

鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成コミック店

島根県 浜田市 ブックセンタージャスト　浜田店

島根県 出雲市 今井書店　ゆめタウン出雲店

岡山県 岡山市北区 紀伊國屋書店　エブリイ津高店

岡山県 倉敷市 喜久屋書店　倉敷店

広島県 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 東広島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店

広島県 廿日市市 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

山口県 下関市 くまざわ書店　下関店

徳島県 徳島市 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

徳島県 徳島市 紀伊國屋書店　徳島店

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店　丸亀店

愛媛県 松山市 明屋書店　ＭＥＧＡ平田店

愛媛県 四国中央市 明屋書店　川之江店

高知県 高知市 金高堂

高知県 南国市 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店



書店都道府県 自治体名 書店名

福岡県 福岡市東区 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

福岡県 福岡市東区 メトロ書店　千早店

福岡県 福岡市博多区 くまざわ書店　ららぽーと福岡店

福岡県 福岡市西区 ヴィレッジヴァンガード　イオン福岡伊都

福岡県 飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫ　飯塚店

福岡県 大川市 福岡金文堂　大川店

福岡県 筑紫野市 蔦屋書店　イオンモール筑紫野

福岡県 糟屋郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックガレージ福岡志免店

福岡県 糟屋郡 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　長者原店

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店　長崎店

長崎県 佐世保市 ヴィレッジヴァンガード　させぼ五番街

長崎県 大村市 ヴィレッジヴァンガード　イオン大村

熊本県 熊本市南区 紀伊國屋書店　熊本はません店

熊本県 天草市 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店

熊本県 上益城郡 蔦屋書店　嘉島

大分県 大分市 ヴィレッジヴァンガードパークプレイス大分

大分県 大分市 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

宮崎県 都城市 金海堂　イオン都城店

鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店　鹿児島店

沖縄県 那覇市 ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店

沖縄県 島尻郡 ヴィレッジヴァンガード　イオン南風原


