
書店名 郵便番号 都道府県 住所１

紀伊國屋書店オーロラタウン店 0600042 北海道 札幌市中央区大通西1-14-2

丸善札幌アリオ店 0658518 北海道 札幌市東区北7条東9-2-20　アリオ札幌3Ｆ

ダイヤ書房ピヴォ店 0600062 北海道 札幌市中央区南2条西4-11　ＰＩＶＯＴ6Ｆ

北海道大学生協書籍部北部店 0600817 北海道 札幌市北区北17条西8　北海道大学教養厚生センター2Ｆ

リーブルなにわ 0600061 北海道 札幌市中央区南1条西4-13　日之出ビルＢ1Ｆ・Ｂ2Ｆ

MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店 0600061 北海道 札幌市中央区南一条西１-８-２丸井今井西館B2～４F

札幌弘栄堂書店パセオ西店 0600806 北海道 札幌市北区北6条西4-3-1　パセオ1Ｆ

札幌弘栄堂書店アピア店 0600005 北海道 札幌市中央区北5条西3丁目　札幌駅南口広場地下街

ヴィレッジヴァンガード帯広 0800806 北海道 帯広市東6条南5-14

ジュンク堂書店旭川店 0700031 北海道 旭川市一条通8丁目108番地 フィール旭川1～5F

伊吉書院西店 0391161 青森県 八戸市河原木字神才6-1

ジュンク堂書店秋田店 0100874 秋田県 秋田市千秋久保田町4-2　秋田フォーラス6Ｆ・7Ｆ

ジュンク堂書店盛岡店 0200022 岩手県 盛岡市大通2-8-14　ＭＯＳＳビル3Ｆ・4Ｆ

ヴィレッジヴァンガード北上ビブレ 0240094 岩手県 北上市本通り2-2-1　北上ビブレ4Ｆ

文教堂書店山形南店 9902453 山形県 山形市若宮3-7-8　ジャスコ山形南店2Ｆ

宮脇書店天童店 9940011 山形県 天童市北久野本3-2-28

紀伊國屋書店仙台店 9820011 宮城県 仙台市太白区長町7-20-3　ザ・モール仙台長町3Ｆ

ジュンク堂書店仙台ロフト店 9800021 宮城県 仙台市青葉区中央1-10-10　仙台ロフト7Ｆ

あゆみＢｏｏｋｓ仙台店 9800014 宮城県 仙台市青葉区本町2-3-10　朝日生命本町ビル1Ｆ

丸善仙台アエル店 9806101 宮城県 仙台市青葉区中央1-3-1　アエル1Ｆ

ブックスなにわ仙台泉店 9813121 宮城県 仙台市泉区上谷刈1-7-10

あゆみＢｏｏｋｓ仙台青葉通り店 9800811 宮城県 仙台市青葉区一番町2-4-1　仙台興和ビル1Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオンモール利府店 9810112 宮城県 宮城郡利府町利府字新屋田前22

ジュンク堂書店仙台イービーンズ店 宮城県

ヤマニ書房ラトブ店 9708026 福島県 いわき市平字田町120　ラトブ3Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオン郡山店 9638812 福島県 郡山市松木町2-88　イオンタウン郡山ＳＣおしゃれ館内

ジュンク堂書店郡山店 9638004 福島県 郡山市中町13-1　うすい百貨店9Ｆ

ヴィレッジヴァンガードブーフ郡山 福島県

Ｂｏｏｋｍａｎ’ｓ　Ａｃａｄｅｍｙ前橋店 3710854 群馬県 前橋市大渡町2-3-1

ふじの木書房 3760044 群馬県 桐生市永楽町5-10　ＭＥＧＡドン・キホーテ桐生店3Ｆ

ジュンク堂書店高崎店 群馬県

ブックエース千波ショッピングプラザ店 3100851 茨城県 水戸市千波町2474　千波ショッピングプラザ1Ｆ

川又書店エクセル店 3100015 茨城県 水戸市宮町1-1-1　水戸駅ビルエクセル5Ｆ

ブックエース茨城大学前店 3100055 茨城県 水戸市袴塚3-10-32

リブロひたちなか店 3120005 茨城県 ひたちなか市新光町35　ファッションクルーズ2Ｆ

丸善水戸京成店 3100026 茨城県 水戸市泉町1-6-1　水戸京成百貨店8Ｆ

ささもと書店 3120018 茨城県 ひたちなか市笹野町1-16-1

くまざわ書店土浦店 3000036 茨城県 土浦市大和町9-1　ウララ3Ｆ

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ真岡店 3214363 栃木県 真岡市亀山1-20-4

紀伊國屋書店宇都宮店 3208566 栃木県 宇都宮市馬場通り3-1-1　宇都宮パルコ8Ｆ

一進堂橋上店（CHIENOWA BOOKSTORE） 3510011 埼玉県 朝霞市本町2-13-52　朝霞駅構内

宮脇書店朝霞店 3510011 埼玉県 朝霞市本町1-38-43



紀伊國屋書店浦和パルコ店 3300055 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町11-1　浦和パルコ5Ｆ

あゆみＢｏｏｋｓ志木店 3520001 埼玉県 新座市東北2-39-23　高須ビル1Ｆ

ヴィレッジヴァンガード＋ＰＬＵＳイオンレイクタウン店 3430826 埼玉県 越谷市東町2-8　イオンレイクタウンｍｏｒｉ1Ｆ

ブックファーストルミネ大宮店 埼玉県

ヴィレッジヴァンガード川越ルミネ店 埼玉県

書原狭山店 埼玉県

文教堂書店小倉台店 2640007 千葉県 千葉市若葉区小倉町1754

丸善津田沼店 2750026 千葉県 習志野市谷津7-7-1　ブロックＢ棟2・3階

芳林堂書店津田沼店 2740825 千葉県 船橋市前原西2-18-1　津田沼パルコＢ館4Ｆ

ヴィレッジヴァンガードマルイ柏ＶＡＴ店 2770005 千葉県 柏市柏1-1-11　マルイ柏ＶＡＴ8Ｆ

有隣堂新浦安店 2790012 千葉県 浦安市入船1-1-1　アトレ新浦安2Ｆ

ときわ書房本店 2730005 千葉県 船橋市本町4-2-17

山下書店行徳店 2720133 千葉県 市川市行徳駅前2-4-13

くまざわ書店津田沼店 2750016 千葉県 習志野市津田沼1-1-1　ホテルメッツ津田沼4Ｆ・5Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオンモール千葉ニュータウン店 2701392 千葉県 印西市中央北3-2　イオンモール千葉ニュータウン2Ｆ

ヴィレッジヴァンガード千葉パルコ店 2600013 千葉県 千葉市中央区中央2-2-2　千葉パルコ8Ｆ

浅野書店 2770005 千葉県 柏市柏1-1-20　スカイプラザ柏Ｂ1Ｆ

八重洲ブックセンター丸井柏店 2770005 千葉県 柏市柏1-1-11　マルイ柏ＶＡＴ7Ｆ

KUMAZAWA BOOKSTORE ららぽーと店 千葉県

ブックファーストルミネ北千住店 1200026 東京都 足立区千住旭町42-2　ルミネ北千住店8Ｆ

文教堂書店三鷹駅店 1810013 東京都 三鷹市下連雀3-46-4　三鷹ロンロン4Ｆ

丸善＆ジュンク堂書店　渋谷店 1500043 東京都 渋谷区道玄坂2-24-1　東急百貨店本店７階

あおい書店町田店 1940013 東京都 町田市原町田6-2-6　町田モディ8Ｆ

山下書店綾瀬東口店 1200005 東京都 足立区綾瀬3-1-32　綾瀬駅東口

三鷹の森書店 1810013 東京都 三鷹市下連雀3-27-8　ムサシ三鷹ビル1Ｆ

増田書店 1860004 東京都 国立市中1-9-1　増田ビル内

福家書店新宿サブナード店 1600021 東京都 新宿区歌舞伎町1　サブナード1号

三省堂書店新宿店 1600023 東京都 新宿区西新宿1-1-3　小田急マンハッタンヒルズ10Ｆ

三省堂書店成城店 1570066 東京都 世田谷区成城6-5-34　成城コルティ2Ｆ

明和書店練馬店 1760001 東京都 練馬区練馬1-5-10

山下書店渋谷南口店 1500002 東京都 渋谷区渋谷3-19-1　オミビル1Ｆ

大盛堂書店渋谷駅前店 1500042 東京都 渋谷区宇田川町22-1

山下書店東銀座店 1048422 東京都 中央区築地4-1-1　東劇ビル1Ｆ

あおい書店品川駅前店 1080075 東京都 港区港南2-16-1　品川イーストワンタワー2Ｆ

芳林堂書店高田馬場店 1690075 東京都 新宿区高田馬場1-26-5　Ｆ１ビル3Ｆ・4Ｆ・5Ｆ

紀伊國屋書店新宿南店 1510051 東京都 渋谷区千駄ケ谷5-24-2　タカシマヤタイムズスクエア

紀伊國屋書店ららぽーと豊洲店 1358614 東京都 江東区豊洲2-4-9　アーバンドックららぽーと豊洲3Ｆ・30900

玉川学園購買部 1940041 東京都 町田市玉川学園6-1-1

丸善丸の内本店 1000005 東京都 千代田区丸の内1-6-4丸の内オアゾショップ＆レストラン1〜4階

丸善お茶の水店 1010062 東京都 千代田区神田駿河台2-8　瀬川ビル1Ｆ

丸善アークヒルズ店 1076003 東京都 港区赤坂1-12-32　アーク森ビル3Ｆ

有隣堂アトレ目黒店 1410021 東京都 品川区上大崎2-16-7　アトレ目黒１・Ｂ館3Ｆ・4Ｆ

有隣堂アトレ恵比寿店 1500022 東京都 渋谷区恵比寿南1-5-5　アトレ恵比寿5080



三省堂　アトレ秋葉原店 1010021 東京都 千代田区外神田1-17-6　アトレ秋葉原1 2階

博文堂書店下北沢店 1550031 東京都 世田谷区北沢2-24-3

リブロ池袋本店 1710022 東京都 豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店

リブロ吉祥寺店 1800004 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1　吉祥寺パルコＢ2Ｆ

リブロ調布店 1820026 東京都 調布市小島町1-38-1　調布パルコ5Ｆ

リブロ渋谷店 1500042 東京都 渋谷区宇田川町15-1　渋谷パルコパートⅠ・Ｂ1Ｆ

リブロ青山店 1070061 東京都 港区北青山2-12-16　北青山吉川ビルＢ1Ｆ

オリオン書房ルミネ店 1900012 東京都 立川市曙町2-1-1　ルミネ立川店8Ｆ

オリオン書房サザン店 1900023 東京都 立川市柴崎町3-2-1　サザン2Ｆ

オリオン書房ノルテ店 1900012 東京都 立川市曙町2-42-1　パークアベニュー3Ｆ

啓文堂書店吉祥寺店 1800003 東京都 武蔵野市吉祥寺南町2-1-25　ユザワヤ吉祥寺店Ｂ1Ｆ

啓文堂書店高幡店 1910031 東京都 日野市高幡116-10　京王高幡ショッピングセンター内

青山ブックセンター本店 1500001 東京都 渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山ガーデンフロア（B2F）

青山ブックセンター六本木店 1060032 東京都 港区六本木6-1-20富山電気ビル（1F）

青山ブックセンター　丸ビル店 1006304 東京都 千代田区丸の内2-4-1　丸の内ビルディング4Ｆ

ブックエキスプレス　京葉ストリート店 1000005 東京都 千代田区丸の内1-9-1　JR東日本東京駅構内１階　京葉ストリート内

ＢＯＯＫ　ＥＸＰＲＥＳＳ　ｅｃｕｔｅ上野店 1100005 東京都 台東区上野7-1-1　ＪＲ上野駅構内3Ｆ

あゆみＢｏｏｋｓ平和台店 1790085 東京都 練馬区早宮2-17-41　やかた平和台ビル1Ｆ

あゆみＢｏｏｋｓ早稲田店 1620045 東京都 新宿区馬場下町62-4　芝田ビル1Ｆ

颯爽堂 1670042 東京都 杉並区西荻北2-11-6　ル・シェールハル西荻1Ｆ

あゆみＢｏｏｋｓ五反田店 1410031 東京都 品川区西五反田1-31-1　日本生命五反田ビル1Ｆ

あゆみＢｏｏｋｓ小石川店 1120002 東京都 文京区小石川2-22-2　和順ビル1Ｆ

教文館 1040061 東京都 中央区銀座4-5-1

ブックファースト銀座コア店 1040061 東京都 中央区銀座5-8-20　銀座コア6Ｆ

あおい書店六本木店 1060032 東京都 港区六本木6-1-24　ラピロス六本木1Ｆ・2Ｆ

あおい書店五反田店 1410031 東京都 品川区西五反田1-18-9　五反田ＮＴビル1Ｆ

あおい書店中野本店 1640001 東京都 中野区中野4-3-1　中野サンクォーレ1Ｆ・2Ｆ

オリオン書房イオンモールむさし村山・ミュー店 2080022 東京都 武蔵村山市榎1-1-33011　イオンモールむさし村山・ミュー3Ｆ

三省堂書店池袋店 1710022 東京都 豊島区南池袋1－28－1　西武池袋本店 9階 南

新栄堂書店新宿パークタワー店 1631090 東京都 新宿区西新宿3-7-1　新宿パークタワーＢ1Ｆ

書原本店（杉並店） 1660015 東京都 杉並区成田東4-39-8　芝万ビル2Ｆ

書原大川端ＲＣ２１店 1040051 東京都 中央区佃2-2-7　大川端ＲＣ２１・1Ｆ

Ｂｏｏｋｓ書原晴海店 1040053 東京都 中央区晴海1-8-16　晴海トリトン3Ｆ

ヴィレッジヴァンガード吉祥寺店 1800004 東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-13-11　アイビルＢ1Ｆ

ヴィレッジヴァンガード三軒茶屋店 1540024 東京都 世田谷区三軒茶屋1-34-12-1Ｆ・2Ｆ

ヴィレッジヴァンガード自由が丘店 1520035 東京都 目黒区自由が丘1-25-8　自由が丘ミキオビルＢ1Ｆ

丸善多摩センター店 2060033 東京都 多摩市落合1-46-1　ココリア多摩センター5F

ジュンク堂書店池袋店 1710022 東京都 豊島区南池袋2-15-5

ブックファーストルミネ新宿１店 1600023 東京都 新宿区西新宿1-1-5　ルミネ新宿ルミネ１・5Ｆ

ブックファースト新宿店 1600023 東京都 新宿区西新宿1-7-3　モード学園コクーンタワーＢ2Ｆ・Ｂ1Ｆ・1Ｆ

ブックファースト自由が丘店 1520035 東京都 目黒区自由が丘1-8-21　メルサ自由が丘ＰａｒｔⅠ・Ｂ1Ｆ

ツタヤ浜田山店 1680065 東京都 杉並区浜田山3-37-15

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＯＫＹＯ　ＲＯＰＰＯＮＧＩ 1060032 東京都 港区六本木6-11-1　六本木ヒルズ六本木けやき坂通り



丸善日本橋店 東京都

文教堂浜松町店 東京都

ＢＯＯＫ　ＥＸＰＲＥＳＳ六本木ヒルズ店 東京都

あゆみ荻窪店 東京都

ヴィレッジヴァンガード池袋アルタ 東京都

蔦屋代官山 東京都

東京堂書店ふじみ野店 東京都

HappyScienceGINZA 東京都

文教堂書店鵠沼店 2510037 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸6-10

ジュンク堂書店藤沢店 2510052 神奈川県 藤沢市藤沢559　ビックカメラ藤沢店7Ｆ・8Ｆ

芳林堂書店関内店 2310016 神奈川県 横浜市中区真砂町3-33　ＣＥＲＴＥ4Ｆ

有隣堂横浜駅東口ルミネ店 2200011 神奈川県 横浜市西区高島2-16-1　ルミネ横浜6Ｆ

有隣堂戸塚モディ店 2440003 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町10　ラピス戸塚１・4Ｆ

有隣堂川崎ＢＥ店 2100007 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町26-1　川崎ＢＥ6Ｆ

有隣堂たまプラーｻﾞテラス店 2250002 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-1-2たまプラーザテラスゲートプラザ1F・2F

伊勢治書店ダイナシティ店 2500872 神奈川県 小田原市中里208　ダイナシティウエスト4Ｆ

あおい書店横浜店 2200005 神奈川県 横浜市西区南幸2-16-1

くまざわ書店ランドマーク店 2208172 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークプラザ5Ｆ

文華堂湘南台店 2520804 神奈川県 藤沢市湘南台1-12-2

くまざわ書店相模大野店 2280803 神奈川県 相模原市相模大野3-8-1　小田急相模大野ステーションスクエア6Ｆ

ヴィレッジヴァンガード小田原アプリ店 2500011 神奈川県 小田原市栄町2-9-33　アプリ4Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　トレッサ横浜店 2220002 神奈川県 横浜市港北区師岡町700　トレッサ横浜3階

ブックファースト青葉台店 2278555 神奈川県 横浜市青葉区青葉台2-1-1　青葉台東急スクエアＳ－１別館3Ｆ・4Ｆ

青馬堂書店 2300001 神奈川県 横浜市鶴見区矢向6-12-11

住吉書房日吉店 2230062 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1-18-21　塚本ビル1F

伊勢原書店渋沢店 2591316 神奈川県 秦野市沼代新町5-31

ブックス二宮逗子店 2490006 神奈川県 逗子市逗子2-6-32

ＴＳＵＴＡＹＡ寒川店 2530105 神奈川県 高座郡寒川町岡田1081

天真堂書店塩山店 4040036 山梨県 甲州市塩山熊野88-1

ジュンク堂書店岡島甲府店 4000031 山梨県 甲府市丸の内1-21-15　岡島百貨店6Ｆ

文信堂長岡店 9400061 新潟県 長岡市城内町1-611-1　駅ビルセゾン2Ｆ

知遊堂赤道店 9500063 新潟県 新潟市東区上王瀬町2-19

ヴィレッジヴァンガード新潟ビルボードプレイス 9500909 新潟県 新潟市中央区八千代2-1-2　万代シティビルボードプレイス4Ｆ

ジュンク堂書店新潟店 9500917 新潟県 新潟市中央区笹口1-1　プラーカ１・Ｂ1Ｆ・1Ｆ

平安堂長野店 3800825 長野県 長野市末広町1355-5　ウエストプラザ長野

長野ステーションビル改造社書店 3800823 長野県 長野市南千歳1-22-6　長野ステーションビルミドリ4Ｆ

リブロ松本店 3900811 長野県 松本市中央1-10-30　松本パルコＢ1Ｆ

富山大学生協五福店書籍部 9300887 富山県 富山市五福3190

喜久屋書店高岡店 9330813 富山県 高岡市下伏間江383　イオンモール高岡2Ｆ

ヴィレジヴァンガードﾌｪｱモール福井店 9100802 福井県 福井市大和田町32-23　ﾌｪｱモール福井1Ｆ

紀伊國屋書店福井店 9100006 福井県 福井市中央1-9-20　だるまや西武新館5Ｆ

うつのみや柿木畠本店 9208722 石川県 金沢市広坂1-1-30

ブックスふかざわ 9218164 石川県 金沢市久安3-400



ブックスふかさわラパーク店 9218043 石川県 金沢市西泉4-11　ラパーク金沢2Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオンかほく店 9291126 石川県 かほく市内日角タ25　イオンかほくショッピングセンター1Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオン金沢示野店 9200058 石川県 金沢市示野中町79街区1　イオン金沢示野ショッピングセンター1Ｆ

ヴィレッジヴァンガード金沢ラブロ店 9200981 石川県 金沢市片町2-2-5　ラブロ片町Ｂ1Ｆ

ｎｅｗ　ｓｔｙｌｅイオン各務原店 5040943 岐阜県 各務原市那加萱場町3-8　イオン各務原ショッピングセンター3Ｆ

Ｍ＆Ｊ新静岡店 4208508 静岡県 静岡市葵区鷹匠1丁目1番1号　新静岡セノバ5階

ヴィレッジヴァンガードプレ葉ウォーク浜北店 4348502 静岡県 浜松市浜北区貴布祢1200　プレ葉ウォーク浜北2Ｆ

焼津谷島屋登呂田店 4250036 静岡県 焼津市西小川2-1-8

アマノアクト北店 4300929 静岡県 浜松市中区中央3-1-23

谷島屋曲金店 4228006 静岡県 静岡市駿河区曲金2-7-55

イケヤ文楽館磐田東店 4380088 静岡県 磐田市富士見台8-23

谷島屋高松店 4228036 静岡県 静岡市駿河区敷地1-27-3

清水町吐夢書店サントムーン店 4110907 静岡県 駿東郡清水町伏見５８－１

谷島屋ららぽーと磐田店 4380801 静岡県 磐田市高見丘1200　ららぽーと磐田1Ｆ

谷島屋新流通店 4200803 静岡県 静岡市葵区千代田7-10-33

本の王国ザザシティ浜松店 4300933 静岡県 浜松市中区鍛冶町100-1　ザザシティ浜松中央館Ｂ1Ｆ

ヴィレッジヴァンガード浜松アクトシティ店 4307704 静岡県 浜松市中区板屋町111-2　浜松アクトシティアクトタワー4Ｆ

谷島屋浜松本店 4300926 静岡県 浜松市中区砂山町6-1　ＪＲ浜松駅ビル・メイワン8Ｆ

イケヤ文学館湖西店 静岡県

三省堂書店一宮店 4910858 愛知県 一宮市栄3-1-1　アスティ一宮1Ｆ

正文館書店知立八ツ田店 4720012 愛知県 知立市八ツ田町曲り57-1「4/8イベント使用物販」

らくだ書店東郷店 4700155 愛知県 愛知郡東郷町白鳥2-20-1

豊川堂カルミア店 4400075 愛知県 豊橋市花田町西宿無番地　カルミア4Ｆ

ザ・リブレット　ダイヤモンドシティキリオ店（リブレット一宮）4930001 愛知県 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1　ダイヤモンドシティキリオ3F

ジュンク堂書店名古屋店 4500002 愛知県 名古屋市中村区名駅3-25-9　堀内ビル1Ｆ

いまじん春日井南店 4860917 愛知県 春日井市美濃町2-3

精文館書店 4408517 愛知県 豊橋市広小路1-6

あおい書店安城店 4460057 愛知県 安城市三河安城東町1-22-7

カルコス一宮店 4910847 愛知県 一宮市大和町宮地花池字出町裏６４

ヴィレッジヴァンガードパパ 4650015 愛知県 名古屋市名東区若葉台1416

ヴィレッジヴァンガード高蔵寺店 4870026 愛知県 春日井市不二町2-11-5

ブックセンター名豊大府店 4740053 愛知県 大府市柊山町1-98　リソラ大府ショッピングテラス内

ＴＳＵＴＡＹＡ瀬戸共栄通店 4890809 愛知県 瀬戸市共栄通3-13

アムル 4860918 愛知県 春日井市如意申町7-1-8

磨里書房アスナル店（ＭＡＲＩ書房アスナル店） 4600022 愛知県 名古屋市中区金山1-17-1　アスナル金山1Ｆ

ブックセンター名豊緑店 4580021 愛知県 名古屋市緑区滝ノ水5-2113

未来屋書店名古屋みなと店 4550055 愛知県 名古屋市港区品川町2-1-6　イオンみなとベイシティ3Ｆ

鎌倉文庫サンロード店 4500002 愛知県 名古屋市中村区名駅4-7-25　ナゴヤ地下街サンロード内

リブロ名古屋店 4600008 愛知県 名古屋市中区栄3-29-1　名古屋パルコ東館4Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオンララパーク店 5160007 三重県 伊勢市小木町曽弥538　イオンララパークＳＣ2Ｆ

ブック・スクウェア　ララパーク店 5160007 三重県 伊勢市小木町曽弥538　イオンララパークＳＣ1Ｆ

宮脇書店明和店 5150348 三重県 多気郡明和町中村1223　ジャスコ明和店内

本の王国文化センター前店 5140061 三重県 津市一身田上津部田字ロノ坪115-1



奥山銘木店 5140027 三重県 津市大門3-1

ガケ書房 6068286 京都府 京都市左京区北白川下別当町33

恵文社一乗寺店 6068184 京都府 京都市左京区一乗寺払殿町10

福島文進堂福知山本店 6200940 京都府 福知山市駅南町2-20

ヴィレッジヴァンガード京都北山 6038055 京都府 京都市北区上賀茂高縄手町89　ラヴァーズコートビル内

ブックファースト桂店 6158073 京都府 京都市西京区桂野里町17　ミュー阪急桂4Ｆ

ブックファースト京都店 6001001 京都府 京都市下京区四条通河原町北東角　コトクロス阪急河原町3Ｆ～6Ｆ

ヴィレッジヴァンガード京都西院店 6150021 京都府 京都市右京区西院三蔵町9　リエス西院1Ｆ

ＦＵＴＡＢＡ＋京都マルイ店 6008001 京都府 京都市下京区四条通河原町東入真町68　京都マルイ6Ｆ

ジュンク堂書店難波店 5560017 大阪府 大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル3Ｆ・ＢＦ1

旭屋書店なんばCITY店 5420076 大阪府 大阪市中央区難波5-1-60なんばCITY　B2

ブックスキオスク新大阪店 5320011 大阪府 大阪市淀川区西中島5-16-1　JR新大阪駅改札内

ブックスタジオ 5300001 大阪府 大阪市北区梅田３－１－１大阪フロートコート２Ｆ

ブックスファミリア外環羽曳野店 5830862 大阪府 羽曳野市尺度19-1

キャップ書店河内長野店 5860015 大阪府 河内長野市本町24-1　ノバティながの北館4Ｆ

キャップ書店千林店 5350002 大阪府 大阪市旭区大宮3-19-3　サンベルファム1Ｆ

ブックファースト梅田３階店 5300012 大阪府 大阪市北区芝田1-1-2　阪急梅田駅3Ｆ

ジュンク堂大阪本店 5300003 大阪府 大阪市北区堂島アバンザ１～３F

ジュンク堂書店天満橋店 5400032 大阪府 大阪市中央区天満橋京町1-1　京阪シティーモール7Ｆ

ブックファースト淀屋橋店 5410041 大阪府 大阪市中央区北浜3-6-14

ビッグウイル阿倍野店 5450052 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30　ＨＯＯＰ6Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店 5300013 大阪府 大阪市北区茶屋町7-20　チャスカ茶屋町Ｂ1Ｆ～7Ｆ

ヴィレッジヴァンガードなんばパークス店 5560011 大阪府 大阪市浪速区難波中2-10-70　なんばパークス5Ｆ

紀伊國屋書店京橋店 5340024 大阪府 大阪市都島区東野田町-1-38京阪モール2F

ブックファースト梅田店 5300001 大阪府 大阪市北区梅田1-12-39　新阪急ビル1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ 5420071 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-8-19　浪速道頓堀ビル

リブロ　イオンモール鶴見店 5380053 大阪府 大阪市鶴見区鶴見4-17-1　イオンモール鶴見リーファ4Ｆ

ＦＵＴＡＢＡ＋大丸心斎橋店 5428501 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1　大丸心斎橋店北館12Ｆ

旭屋書店堂島地下街店 5300002 大阪府 大阪市北区曽根崎新地　堂島地下街3

ブックファースト梅田２階店 5300012 大阪府 大阪市北区芝田1-1-3　阪急梅田駅2Ｆ

スタンダード　ブックストア 5420086 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-2-12　クリスタグランドビルＢ1Ｆ・1Ｆ

ブックファースト蛍池店 5600033 大阪府 豊中市蛍池中町3-2-1　ルシオーレ3Ｆ

ブックファースト曽根店 5610802 大阪府 豊中市曽根東町3-1-1　ＴＩＯ阪急曽根1Ｆ

アセンスアメリカ村店 5420086 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-16-1

心斎橋アセンス 5420085 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-6-10

旭屋書店梅田地下街店 大阪府

喜久屋書店橿原店 6340837 奈良県 橿原市曲川町7-20-1　イオンモール橿原アルル3階

宮脇書店大和高田店 6350015 奈良県 大和高田市幸町3-18　オークタウン大和高田店5Ｆ

喜久屋書店草津 5250067 滋賀県 草津市新浜町３００番地（イオンモール草津　２Ｆ）

サンミュージックＨＹＰＥＲ　ＢＯＯＫＳ　ＮＡＧＡＨＡＭＡ店 5260021 滋賀県 長浜市八幡中山町681

本のがんこ堂アクア店 5230891 滋賀県 近江八幡市鷹飼町179　アクア２１・3Ｆ

天晨堂ビバシティＢ．Ｃ 5220044 滋賀県 彦根市竹ケ鼻町43-2

紀伊國屋書店加古川店 6750065 兵庫県 加古川市加古川町篠原町字三ツ升21-8　ヤマトヤシキ加古川店6Ｆ



ジュンク堂書店芦屋店 6590092 兵庫県 芦屋市大原町9-1-304　ラポルテ東館3Ｆ

福家書店三宮店 6500021 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-10-1　さんちか３番街

キャップ書店立花店 6600052 兵庫県 尼崎市七松町1-1-1　立花ジョイタウン3Ｆ

ブックスキヨスク尼崎店 6600808 兵庫県 尼崎市潮江1-1-1　ＪＲ尼崎駅構内

ブックファースト西宮店 6638204 兵庫県 西宮市高松町6-20　阪急西宮北口駅構内2Ｆ

ジュンク堂書店三宮店 6500021 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-6-18

ジュンク堂書店三宮駅前店 6510096 兵庫県 神戸市中央区雲井通6-1-15　サンシティビル7Ｆ・8Ｆ

ジュンク堂書店西宮店 6638035 兵庫県 西宮市北口町1-1　アクタ西宮西館4F

ヴィレッジヴァンガードつかしん店 6610001 兵庫県 尼崎市塚口本町4-8-1　つかしんひがしまち南館4Ｆ

うかいや書店太子南店 6711535 兵庫県 揖保郡太子町蓮常寺字豆田281-2

ジュンク堂書店姫路店 6700914 兵庫県 姫路市豆腐町222　プリエ姫路2Ｆ

ダイハン書房岡本店 6580072 兵庫県 神戸市東灘区岡本１丁目12-14

天久堂書店 6590024 兵庫県 芦屋市南宮町11-1

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店 6638204 兵庫県 西宮市高松町14-2　阪急西宮ガーデンズ4Ｆ

喜久屋書店西神中央店 6512273 兵庫県 神戸市西区糀台５－２－３（プレンティ１番館３Ｆ）

宮脇書店洲本店 6560021 兵庫県 洲本市塩屋1-1-8　ジャスコ新洲本ＳＣ2Ｆ

アミーゴ書店六甲道店 6570027 兵庫県 神戸市灘区永手町４丁目２番１号フォレスタ六甲Ｂ1

ジュンク堂書店住吉店 6580051 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 住吉ターミナルビル４F

ブックファースト六甲店 6570065 兵庫県 神戸市灘区宮山町3-1-25　六甲阪急ビル2Ｆ

未来屋書店尼崎店 兵庫県

NET21ブックランドサンクス宝塚トリオ店 兵庫県

紀伊國屋書店広島店 7300011 広島県 広島市中区基町6-27　広島センタービル6Ｆ

廣文館広島駅ビル店 7320822 広島県 広島市南区松原町2-37　広島ステーションビルＡＳＳＥ5Ｆ

ジュンク堂書店広島駅前店 7320822 広島県 広島市南区松原町9-1　福屋広島駅前店10Ｆ

丸善＆ジュンク堂書店広島店 7300021 広島県 広島市中区胡町5-22　天満屋八丁堀店　7・8F

フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店 7320822 広島県 広島市南区松原町2-22

啓文社ポートプラザ店 7208523 広島県 福山市入船町3-1-25　ポートプラザ1Ｆ

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン呉店 7370029 広島県 呉市宝町5-10　ゆめタウン呉2Ｆ

今井書店吉成店 6800874 鳥取県 鳥取市叶310

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン出雲店 6930063 島根県 出雲市大塚町650-1　ゆめタウン出雲店2Ｆ

丸善岡山シンフォニービル店 7000822 岡山県 岡山市北区表町1-5-1　岡山シンフォニービル地下1階

三省堂書店岡山駅店 7000024 岡山県 岡山市北区駅元町1-1　サンステーションテラス岡山北館2Ｆ

啓文社岡山本店 7000973 岡山県 岡山市北区下中野377-1

ヴィレッジヴァンガード岡山ＬＯＴＺ店 7000821 岡山県 岡山市北区中山下1-11-54　岡山ＬＯＴＺ6Ｆ

ヴィレッジヴァンガード山口 7530851 山口県 山口市黒川572-4

金高堂本店 7800841 高知県 高知市帯屋町1-13-14

ジュンク堂書店松山店 7900011 愛媛県 松山市千舟町5-7-1　エスパス松山ビル

ヴィレッジヴァンガードパルティフジ衣山店 7918025 愛媛県 松山市衣山1-188　パルティフジ衣山1Ｆ

ヴィレッジヴァンガードエミフルＭＡＳＡＫＩ店 7913120 愛媛県 伊予郡松前町筒井850　エミフルＭＡＳＡＫＩエミモール2Ｆ

ヴィレッジヴァンガードフジグラン重信店 7910216 愛媛県 東温市野田3-1-13　フジグラン重信2Ｆ

宮脇書店新居浜本店 愛媛県

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン徳島 7711201 徳島県 板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１ゆめタウン徳島２Ｆ

紀伊國屋書店高松店 7600029 香川県 高松市丸亀町1-1　高松丸亀町壱番街3Ｆ



ヴィレッジヴァンガードイオン八幡東店 8050071 福岡県 北九州市八幡東区東田3-2-102　イオン八幡東ＳＣ2Ｆ

ヴィレッジヴァンガードジャスコ穂波店 8200081 福岡県 飯塚市枝国長浦666-48　ジャスコ穂波店1Ｆ

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン大牟田店 8360807 福岡県 大牟田市旭町2-28-1　ゆめタウン大牟田2Ｆ

ヴィレッジヴァンガード福岡大名店 8100041 福岡県 福岡市中央区大名1-2-16　キララパーク大名1Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオン若松店 8080103 福岡県 北九州市若松区二島1-3-1　イオン若松ショッピングセンター2Ｆ

紀伊國屋書店ゆめタウン博多店 8120055 福岡県 福岡市東区東浜1-1-1　ゆめタウン博多2Ｆ

積文館書店新天町本店 8100001 福岡県 福岡市中央区天神2-8-215

ＢＯＯＫＳあんとくみずま店 8300101 福岡県 久留米市三潴町早津崎892

くまざわ書店小倉店 8020001 福岡県 北九州市小倉北区浅野1-1-1　小倉駅ビルアミュプラザ5Ｆ

紀伊國屋書店久留米店 8390865 福岡県 久留米市新合川1-2-1　ゆめタウン久留米2Ｆ

黒木書店六本松店 8100035 福岡県 福岡市中央区梅光園1-1-14　ファミリープラザ1Ｆ

ジュンク堂書店福岡店 8100001 福岡県 福岡市中央区天神1-10-13　メディアモール天神1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ・4Ｆ

リブロ福岡天神店 福岡県

書斎りーぶる 福岡県

紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県

ヴィレッジヴァンガード　ラフォーレ小倉 福岡県

紀伊國屋書店佐賀店 8490915 佐賀県 佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内22街区　ゆめタウン佐賀2Ｆ

ジュンク堂書店大分店 8700035 大分県 大分市中央町1-2-7　大分フォーラス7Ｆ

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン別府店 8740943 大分県 別府市楠町382-7　ゆめタウン別府3Ｆ

ヴィレッジヴァンガード大分フォーラス店 8700035 大分県 大分市中央町1-2-7　大分フォーラス3Ｆ

県立長崎シーボルト大学生協書籍部 8512130 長崎県 西彼杵郡長与町まなび野1-1-1

スペース・エム城栄店 8528034 長崎県 長崎市城栄町8-6

ブックスオックスフォード貝津店 8540063 長崎県 諌早市貝津町2237-1

紀伊國屋書店長崎店 8500035 長崎県 長崎市元船町10-1　夢彩都4Ｆ

金龍堂佐世保店 8570134 長崎県 佐世保市瀬戸越4-6-1　大野モール2Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオンモールミエル都城店 8850023 宮崎県 都城市栄町4672-5　イオンモールＭｉＥＬＬ都城駅前2Ｆ

ヴィレッジヴァンガードＬＤイオン宮崎店 8800834 宮崎県 宮崎市新別府町江口862-1　イオンモール宮崎2Ｆ

蔦屋書店宮崎高千穂通り 8800805 宮崎県 宮崎市橘通東4-8-1　カリーノ宮崎1Ｆ

長崎書店 8600845 熊本県 熊本市上通町6-23

喜久屋書店熊本店 8600807 熊本県 熊本市下通1-3-10　ダイエー熊本下通店6Ｆ

ヴィレッジヴァンガードゆめタウンはません店 8620965 熊本県 熊本市田井島1-2-1　ゆめタウンはません2Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオンモール熊本店 8613106 熊本県 上益城郡嘉島町上島字長池2232　イオンモール熊本クレア2Ｆ

ヴィレッジヴァンガード熊本パルコ 8608584 熊本県 熊本市手取本町5-1　パルコ熊本店8Ｆ

蔦屋書店熊本三年坂 8600801 熊本県 熊本市安政町1-2　カリーノ下通店1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ

丸善天文館店 8920827 鹿児島県 鹿児島市中町3-15　ヴィストラルビル内

ジュンク堂書店鹿児島店 8920826 鹿児島県 鹿児島市呉服町6-5マルヤガーデンズ５・６階

旭屋イオン鹿児島店 8910115 鹿児島県 鹿児島市東開町7　イオン鹿児島ショッピングセンター2Ｆ

ジュンク堂書店那覇店 9000013 沖縄県 那覇市牧志1-19-29　1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオン北谷店 9040115 沖縄県 中頭郡北谷町美浜8-3　ジャスコ北谷店2Ｆ

ヴィレッジヴァンガードイオン南風原店 9011104 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平264　イオン南風原ＳＣ2Ｆ

宮脇書店嘉手納店 9040205 沖縄県 中頭郡嘉手納町字兼久下原372-2　ネーブルカデナ南館1Ｆ

リブロ　リウボウブックセンター店 9008503 沖縄県 那覇市久茂地1-1-1　デパートリウボウ7Ｆ

宮脇書店浦添店 9012131 沖縄県 浦添市牧港5-6-3


