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地　区 住　所 書店名

【北海道】

北海道　札幌市　厚別区　　　　 厚別中央二条５－７－２　サンピアザ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　厚別店

北海道　札幌市　清田区　　　　 美しが丘１条５丁目３７５－１６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コーチャンフォー　美しが丘店

北海道　札幌市　中央区　　　　 北５条西５－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　札幌本店

北海道　札幌市　中央区　　　　 北五条西２－５　札幌ステラプレイス５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　札幌店

北海道　札幌市　東区　　　　　 北７条東９－２－２０　アリオ札幌３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　アリオ札幌店

北海道　旭川市　　　　　　　　 ７条８丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こども冨貴堂

北海道　旭川市　　　　　　　　 宮前１条２－４－１　北彩都あさひかわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コーチャンフォー　旭川店

北海道　河東郡　　　　　　　　 音更町木野大通西１２－１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蔦屋書店　木野店

北海道　小樽市　　　　　　　　 築港１１番　ウィングベイ小樽３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　小樽店

北海道　帯広市　　　　　　　　 西２条南８－１　藤丸６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　帯広藤丸店

北海道　帯広市　　　　　　　　 西４条南１２－３　長崎屋帯広店４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　帯広店

北海道　苫小牧市　　　　　　　 新富町１－８－２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しんどう書店　大成店

北海道　函館市　　　　　　　　 石川町８５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 函館　蔦屋書店

【東北】

青森県　青森市　　　　　　　　 大字浜田字板橋５－４　イトーヨーカ堂１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　青森店

青森県　五所川原市　　　　　　 大字唐笠字藤巻５１７－１　エルムの街２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　五所川原店

青森県　弘前市　　　　　　　　 土手町１２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　弘前店

青森県　八戸市　　　　　　　　 大字河原木字神才６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＮＥＴ２１伊吉書院西店

青森県　八戸市　　　　　　　　 沼館４－７－１１１　ＩＹ八戸沼館店１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　八戸店

岩手県　盛岡市　　　　　　　　 中ノ橋通１－５－２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東山堂

岩手県　盛岡市　　　　　　　　 前潟４－７－１　イオンモール盛岡店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東山堂　イオンモール前潟盛岡店

岩手県　盛岡市　　　　　　　　 本宮７－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東山堂　イオンモール盛岡南店

岩手県　盛岡市　　　　　　　　 盛岡駅前通１－４４　盛岡駅ビル内３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さわや書店　ＯＲＩＯＲＩ店

岩手県　盛岡市　　　　　　　　 本宮４－４０－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

岩手県　花巻市　　　　　　　　 桜台１－１２－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エムズ書店　桜台店

岩手県　宮古市　　　　　　　　 宮町１－３－７　陸中ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かんの書店　本店

岩手県　北上市　　　　　　　　 町分２－５２５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東山堂　北上店

宮城県　仙台市　宮城野区　　　 東仙台４－１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヤマト屋書店　東仙台店

宮城県　仙台市　青葉区　　　　 中央１－１－１　仙台エスパル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　エスパル仙台店

宮城県　仙台市　青葉区　　　　 八幡３－１－５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヤマト屋書店　仙台八幡店

宮城県　仙台市　青葉区　　　　 一番町４－８－１５　仙台三越定禅寺通り館Ｂ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヤマト屋書店　仙台三越店

宮城県　仙台市　青葉区　　　　 一番町４－５－１３　サンシャインビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店

宮城県　仙台市　泉区　　　　　 大沢２－１２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蔦屋書店　仙台泉店

宮城県　気仙沼市　　　　　　　 本郷７－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　気仙沼本郷店

宮城県　柴田郡　　　　　　　　 大河原町小島２－１　フォルテ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金港堂　大河原店

宮城県　石巻市　　　　　　　　 蛇田字金津町１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金港堂　石巻店

宮城県　登米市　　　　　　　　 中田町石森字加賀野３－３－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックセンター湘南　佐沼店

宮城県　登米市　　　　　　　　 南方町新島前４６－１　ロックシティ佐沼内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　佐沼店

秋田県　大館市　　　　　　　　 大田面２３８　イオンＳＣ大館店内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スクラム　大館店

山形県　山形市　　　　　　　　 本町２－４－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八文字屋　本店

山形県　天童市　　　　　　　　 芳賀土地区画整理事業地内３４街区　イオンモール天童２Ｆ　　　　　　　　　　　　　未来屋書店　天童店

山形県　天童市　　　　　　　　 鎌田２－４－１６鍬ノ町２３街区７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＮＤＯ八文字屋

山形県　米沢市　　　　　　　　 堀川町４－６８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こまつ書店　堀川町店

福島県　郡山市　　　　　　　　 富久山町八山田字大森新田３６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

福島県　郡山市　　　　　　　　 下亀田１６－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みどり書房　桑野店

福島県　郡山市　　　　　　　　 長者１－１－５６　ザ・モール郡山２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リブロ　郡山店

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

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

福島県　会津若松市　　　　　　 神指町南四合幕内南１５４　アピタ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　会津若松店

福島県　須賀川市　　　　　　　 高久田境９６－１　メガステージ須賀川１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　須賀川店

福島県　福島市　　　　　　　　 八木田字並柳１６３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩瀬書店　八木田店プラスゲオ

福島県　福島市　　　　　　　　 野田町４－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　ヨークタウン野田店

福島県　福島市　　　　　　　　 南矢野目字西荒田５０－１７　イオン福島３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　福島店

福島県　福島市　　　　　　　　 南矢野目中江１２－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西沢書店　北店

【関東】

茨城県　水戸市　　　　　　　　 笠原町９７８－２５　県開発公社ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川又書店　県庁店

茨城県　つくば市　　　　　　　 研究学園５－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

茨城県　取手市　　　　　　　　 中央町２－５　取手駅ビルボックスヒル内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　取手店

栃木県　宇都宮市　　　　　　　 馬場通り２－３－１２　ラパーク宇都宮５・６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　宇都宮店

栃木県　宇都宮市　　　　　　　 江曽島本町２２－７　アピタ宇都宮店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　アピタ宇都宮店

栃木県　宇都宮市　　　　　　　 インターパーク６－１－１　ＦＫＤショッピングモール宇都宮ＩＰ店２Ｆ　　　　　　　 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店

栃木県　宇都宮市　　　　　　　 今泉町２３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　宇都宮店

栃木県　宇都宮市　　　　　　　 西一の沢町２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 うさぎや　作新学院前店

栃木県　宇都宮市　　　　　　　 宝木町１－３－１３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 落合書店　宝木店

栃木県　下野市　　　　　　　　 医大前３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 うさぎや　自治医大店

栃木県　鹿沼市　　　　　　　　 晃望台２２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店

栃木県　大田原市　　　　　　　 美原１－３５３７－２　東武宇都宮百貨店　大田原店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　 ハートランド　東武大田原店
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地　区 住　所 書店名

栃木県　那須塩原市　　　　　　 島方４５５　イオンＳＣ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博文堂書店　那須塩原店

群馬県　前橋市　　　　　　　　 大渡町２－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックマンズアカデミー　前橋店

群馬県　伊勢崎市　　　　　　　 西小保方町３６８　スマーク伊勢崎２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　伊勢崎店

群馬県　太田市　　　　　　　　 石原町８１　イオン太田ショッピングセンター２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　太田店

埼玉県　さいたま市　浦和区　　 仲町２－３－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 須原屋　本店

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

埼玉県　さいたま市　大宮区　　 吉敷町４丁目２６７－２　コクーン新都心１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　　 桜木町１－６　大宮そごう８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　大宮店

埼玉県　さいたま市　中央区　　 上落合２－３－５　アル－サＢ館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

埼玉県　さいたま市　南区　　　 別所７－６－８－２０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 須原屋　武蔵浦和店

埼玉県　さいたま市　北区　　　 宮原町１－８５４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　宮原店

埼玉県　ふじみ野市　　　　　　 大原２－１－３０　イトーヨーカドー上福岡東店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　上福岡東店

埼玉県　桶川市　　　　　　　　 若宮１－５－２　桶川マイン３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸善　桶川店

埼玉県　久喜市　　　　　　　　 菖蒲町菖蒲伊勢浦３５６４　モラージュ菖蒲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店

埼玉県　久喜市　　　　　　　　 久本寺新田２１３－４　アリオ鷲宮１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　鷲宮店

埼玉県　熊谷市　　　　　　　　 肥塚４－１３１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸田書店　熊谷店

埼玉県　戸田市　　　　　　　　 本町４－１５－１　ビーンズ戸田公園２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東武ブックス　ビーンズ戸田公園店

埼玉県　児玉郡　　　　　　　　 上里町七本木２２７２－１　ウニクス上里内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　上里店

埼玉県　所沢市　　　　　　　　 若松町８５３－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　所沢店

埼玉県　新座市　　　　　　　　 東北２－３８－１０　Ｓｔ．ＴＯＳＣＡ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京旭屋書店　志木店

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

埼玉県　川越市　　　　　　　　 脇田町１０５　アトレマルヒロ６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　アトレマルヒロ川越店

埼玉県　川越市　　　　　　　　 的場新町２１－１０　ザ・マーケットプレイス的場　Ｂ－１　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　的場店

埼玉県　川越市　　　　　　　　 新富町２－１１－１　まるひろアネックスＡ　１・２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　川越店

埼玉県　川口市　　　　　　　　 宮町１８－９　ララガーデン川口２Ｆ　２１８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　ララガーデン川口店

埼玉県　川口市　　　　　　　　 並木元町１－７９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 須原屋　アリオ川口店

埼玉県　川口市　　　　　　　　 栄町３－５－１　そごう川口店９Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　そごう川口店

埼玉県　秩父市　　　　　　　　 上野町８０５－１４　ウニクス秩父２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　秩父店

埼玉県　朝霞市　　　　　　　　 本町１－３８－４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　朝霞店

埼玉県　入間市　　　　　　　　 豊岡１－６－１２　丸広百貨店入間店６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　入間丸広店

埼玉県　飯能市　　　　　　　　 栄町２４－４　丸広百貨店飯能店６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸善　丸広百貨店飯能店

埼玉県　和光市　　　　　　　　 丸山台１－９－３　イトーヨーカドー和光店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　和光店

埼玉県　蕨市　　　　　　　　　 錦町１－１２　イトーヨーカドー蕨錦町店内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　蕨錦町店

千葉県　千葉市　稲毛区　　　　 稲毛東３－１９－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　稲毛店

千葉県　千葉市　花見川区　　　 幕張町４－４１７－２５　イト－ヨ－カド－１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　幕張店

千葉県　千葉市　若葉区　　　　 千城台北３－２１－１　ラパ－ク千城台３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ときわ書房　ラパーク千城台店

千葉県　千葉市　中央区　　　　 新町１０００　千葉そごう８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　そごう千葉店

千葉県　千葉市　中央区　　　　 川崎町７－２０　アリオ蘇我２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　蘇我店

千葉県　千葉市　中央区　　　　 新千葉１－１－１　ペリエ千葉６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　ペリエ千葉本店

千葉県　千葉市　美浜区　　　　 豊砂１－１　イオンモール幕張新都心グランドモール１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　 蔦屋書店　イオンモール幕張新都心

千葉県　印西市　　　　　　　　 中央北３－２　イオン千葉ニュータウンショッピングセンター３Ｆ　　　　　　　　　　 喜久屋書店　千葉ニュータウン店

千葉県　印西市　　　　　　　　 原１－２　ＢＩＧＨＯＰガーデンモール印西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　印西牧の原店

千葉県　浦安市　　　　　　　　 舞浜１－４　イクスピアリ内１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸善　舞浜イクスピアリ店

千葉県　鎌ヶ谷市　　　　　　　 初富９２８－２２２５　区画３５－１　アクロスモール新鎌ヶ谷店２Ｆ　　　　　　　　 くまざわ書店　新鎌ケ谷店

千葉県　館山市　　　　　　　　 北条１４１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮沢書店　本店

千葉県　佐倉市　　　　　　　　 上志津１６６３　志津ステーションビル３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ときわ書房　志津ステーションビル店

千葉県　佐倉市　　　　　　　　 寺崎北６－１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すばる書店　佐倉店

千葉県　四街道市　　　　　　　 中央５　イトーヨーカドー四街道店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　四街道店

千葉県　市原市　　　　　　　　 ちはら台西３－４　ＵＮＩＭＯちはら台店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店

千葉県　市川市　　　　　　　　 市川１－１－１　シャポー市川Ｂ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉書房 市川店

千葉県　市川市　　　　　　　　 鬼高１－１－１　ニッケコルトンプラザ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福家書店　市川店

千葉県　習志野市　　　　　　　 谷津７－７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸善　津田沼店

千葉県　松戸市　　　　　　　　 松戸１－１１８１　アトレ６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　松戸店

千葉県　松戸市　　　　　　　　 松戸新田２４５－２６　サミット松戸新田１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　松戸新田店

千葉県　松戸市　　　　　　　　 松戸１３０７－１　伊勢丹松戸店８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　松戸伊勢丹店

千葉県　成田市　　　　　　　　 公津の杜４－５－３　成田ユアエルム３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　公津店

千葉県　成田市　　　　　　　　 ウイング土屋２４　イオン成田ＳＣ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　成田店

千葉県　船橋市　　　　　　　　 本町７－１－１　東武百貨店船橋店５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京旭屋書店　船橋店

千葉県　船橋市　　　　　　　　 浜町２－１－１　ららぽーとそごう２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　ららぽーと店

千葉県　船橋市　　　　　　　　 前原西２－１９－１　津田沼パルコＢ館４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店

千葉県　柏市　　　　　　　　　 柏１－２－２６　柏モディ５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　柏モディ店

千葉県　柏市　　　　　　　　　 大山台２－３－１　モラージュ柏２－２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　モラージュ柏店

千葉県　柏市　　　　　　　　　 末広町１－１　柏高島屋ステーションモール５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　柏高島屋店

千葉県　柏市　　　　　　　　　 南柏中央３－２　キュア・ラ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オークスブックセンター　南柏店

千葉県　柏市　　　　　　　　　 豊町２－５－２５　イオン柏ＳＣ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　柏店

千葉県　八千代市　　　　　　　 八千代台東１－１－１０　ユアエルム八千　代台３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　八千代台店

千葉県　八千代市　　　　　　　 緑が丘２－１－３　イオン緑が丘３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　八千代緑が丘店

千葉県　木更津市　　　　　　　 ほたる野４－２－４８　アピタ木更津店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　木更津店



※在庫状況・展開状況は店舗によって異なります。詳しくは各店舗様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。　

地　区 住　所 書店名

千葉県　木更津市　　　　　　　 太田２－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精文館書店　木更津店

千葉県　流山市　　　　　　　　 西初石６－１８５－２　流山おおたかの森ＳＣ　２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店

東京都　中央区　　　　　　　　 八重洲２－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八重洲ブックセンター　本店

東京都　中央区　　　　　　　　 銀座４－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教文館

東京都　千代田区　　　　　　　 神田神保町１－３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 書泉グランデ

東京都　千代田区　　　　　　　 神田神保町２－５　北沢ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックハウスカフェ

東京都　千代田区　　　　　　　 丸の内１－６－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸善　丸の内本店Ｈゾーン

東京都　千代田区　　　　　　　 有楽町２－１０－１　東京交通会館１，２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　有楽町店

東京都　千代田区　　　　　　　 神田神保町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　神保町本店

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

東京都　杉並区　　　　　　　　 阿佐谷南３－３７－１３　大同ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックショップ書楽

東京都　杉並区　　　　　　　　 梅里１－７－１５　カーニープレイス杉並１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店

東京都　杉並区　　　　　　　　 高円寺北２－６－１　高円寺千歳ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文禄堂　高円寺店

東京都　杉並区　　　　　　　　 上荻１－９－１　荻窪タウンセブン６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文堂書店　荻窪店

東京都　杉並区　　　　　　　　 荻窪５－３０－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文禄堂　荻窪店

東京都　世田谷区　　　　　　　 玉川１－１４－１　二子玉川ライズＳＣ　テラスマーケット　　　　　　　　　　　　　 二子玉川　蔦屋家電

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

東京都　世田谷区　　　　　　　 北沢２－２５－２１　大丸ピーコック３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　下北沢店

東京都　世田谷区　　　　　　　 経堂２－１－３３　経堂コルティ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　経堂店

東京都　世田谷区　　　　　　　 玉川３－１７－１　玉川高島屋南館５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　玉川高島屋店

東京都　世田谷区　　　　　　　 松原３－２９－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文堂書店　下高井戸店

東京都　葛飾区　　　　　　　　 青戸３－３６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文教堂書店　青戸店

東京都　葛飾区　　　　　　　　 新小岩１－３８－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＮＥＴ２１第一書林　新小岩南口店

東京都　江戸川区　　　　　　　 船堀４－１－１　江戸川区総合区民ホ－ル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　船堀店

東京都　江戸川区　　　　　　　 瑞江２－５－１　ドーミー瑞江１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あゆみＢｏｏｋｓ　瑞江店

東京都　江東区　　　　　　　　 北砂２－１７－１　アリオ北砂店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福家書店　アリオ北砂店

東京都　江東区　　　　　　　　 豊洲３－４－８　スーパービバホーム豊洲２Ｆ専門店街　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　豊洲店

東京都　江東区　　　　　　　　 青海１－１－１０　ダイバーシティ東京プラザ５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヴィレッジヴァンガードダイバーシティ東京

東京都　江東区　　　　　　　　 亀戸５－１－１　亀戸エルナード５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有隣堂　アトレ亀戸店

東京都　港区　　　　　　　　　 高輪４－１０－１８　ウイング高輪２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　高輪店

東京都　港区　　　　　　　　　 台場１－７－１　アクアシティお台場４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　アクアシティお台場店

東京都　港区　　　　　　　　　 芝５－３１－１９　田町全日空ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あゆみＢｏｏｋｓ　田町店

東京都　港区　　　　　　　　　 浜松町２－４－１　世界留易センタ－ビル別館２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 文教堂書店　浜松町店

東京都　渋谷区　　　　　　　　 神南１－２１－３　渋谷ｍｏｄｉ５・６・７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＴＯＫＹＯ

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

東京都　目黒区　　　　　　　　 自由が丘２－１１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不二屋書店

東京都　目黒区　　　　　　　　 上目黒３－７－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中目黒ブックセンター

東京都　目黒区　　　　　　　　 鷹番３－３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店

東京都　品川区　　　　　　　　 小山３－２１－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　武蔵小山店

東京都　品川区　　　　　　　　 東五反田２－１－２　レミィ五反田７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックファースト　レミィ五反田店

東京都　品川区　　　　　　　　 上大崎２－１６－９　アトレ目黒１　５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有隣堂　アトレ目黒店

東京都　文京区　　　　　　　　 関口１－４７－１２　江戸川橋ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成文堂　江戸川橋店

東京都　豊島区　　　　　　　　 西池袋１－１１－１　ルミネ池袋店６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　池袋店

東京都　豊島区　　　　　　　　 東池袋３－１－２　サンシャイン・アルパ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　　　　　　　　 南池袋１－２８－１　西武池袋本店書籍館・別館　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　池袋本店

東京都　練馬区　　　　　　　　 東大泉５－４３－１　ゆめりあフェンテ４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　大泉学園店

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

東京都　墨田区　　　　　　　　 錦糸２－２－１　アルカキット錦糸町９Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　錦糸町店

東京都　墨田区　　　　　　　　 京島１－２－１　イトーヨーカドー曳舟店４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　イトーヨーカドー曳舟店

東京都　墨田区　　　　　　　　 押上１－１－２　東京スカイツリータウン　東京ソラマチ２Ｆ　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　東京ソラマチ店

東京都　台東区　　　　　　　　 花川戸１－４－１　ＥＫＩＭＩＳＥ６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　浅草店

東京都　台東区　　　　　　　　 浅草１－２５　ＲＯＸビル４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リブロ　浅草店

東京都　大田区　　　　　　　　 大森北１－６－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックファースト　アトレ大森店

東京都　大田区　　　　　　　　 西蒲田７－６９－１　東急プラザ蒲田６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アカデミアくまざわ書店　東急蒲田店

東京都　大田区　　　　　　　　 中央２－７－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　田園調布店

東京都　大田区　　　　　　　　 大森北２－１３－２　イトーヨーカドー大森店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店

東京都　大田区　　　　　　　　 蒲田５－１３－１　グランデュオ蒲田東館６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　グランデュオ蒲田店

東京都　板橋区　　　　　　　　 徳丸２－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　板橋店

東京都　足立区　　　　　　　　 千住３－９２　北千住マルイ８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　北千住マルイ店

東京都　足立区　　　　　　　　 西新井栄町１－２０－１　アリオ西新井３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　西新井店

東京都　足立区　　　　　　　　 橋戸町１－１３　ポンテポンタグランデＴｏｋｙｏ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　千住大橋店

東京都　荒川区　　　　　　　　 南千住４－７－２　ＬａＬａテラス南千住１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　南千住店

東京都　国分寺市　　　　　　　 南町３－２０－３　セレオ国分寺５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヴィレッジヴァンガード　セレオ国分寺店

東京都　国分寺市　　　　　　　 南町３－２０－３　ＣＥＬＥＯ国分寺８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　国分寺店

東京都　国立市　　　　　　　　 中１－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増田書店

東京都　国立市　　　　　　　　 富士見台２－１４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　調布店

東京都　稲城市　　　　　　　　 矢野口２２８４－１　アメリア稲城ＳＣ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　稲城店

東京都　羽村市　　　　　　　　 栄町１－３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　小作店



※在庫状況・展開状況は店舗によって異なります。詳しくは各店舗様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。　

地　区 住　所 書店名

東京都　小金井市　　　　　　　 本町６－１４－９　イトーヨーカドー武蔵小金井店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　ＩＹ武蔵小金井店

東京都　小金井市　　　　　　　 本町５－１１－２　ＭＥＧＡドンキホーテ武蔵小金井駅前店Ｂ１　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

東京都　昭島市　　　　　　　　 田中町５６２－１　モリタウン２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　昭島店

東京都　清瀬市　　　　　　　　 元町１－４－５　西友新清瀬店４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢＯＯＫＳいいだ　クレア店

東京都　青梅市　　　　　　　　 千ヶ瀬町４－３２７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　千ケ瀬店

東京都　多摩市　　　　　　　　 関戸１－１１－１　京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　Ａ館３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　桜ヶ丘店

東京都　多摩市　　　　　　　　 落合１－４６－１　ココリア多摩センター５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

東京都　町田市　　　　　　　　 原町田６－１２－２０　町田小田急スカイタウン８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 久美堂　小田急町田店

東京都　町田市　　　　　　　　 本町田　９９６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 久美堂　本町田店

東京都　町田市　　　　　　　　 根岸町２３０－７　アメリア町田根岸店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　町田根岸店

東京都　調布市　　　　　　　　 国領町８－２－６４　イトーヨーカドー３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　国領店

東京都　調布市　　　　　　　　 下石原３－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　西調布店

東京都　調布市　　　　　　　　 仙川町１－４３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文堂書店　仙川店

東京都　東村山市　　　　　　　 野口町１－４６　ワンズプラザ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　東村山店

東京都　東大和市　　　　　　　 仲原４－２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　東大和店

東京都　日野市　　　　　　　　 高幡１１６－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文堂書店　高幡店

東京都　八王子市　　　　　　　 浅川町５５０－１　八王子ショッピングセンター２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　イーアス高尾店

東京都　八王子市　　　　　　　 旭町２－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　八王子店

東京都　八王子市　　　　　　　 狭間町１４６２－１　イトーヨーカドー３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　　　　　　　 旭町１－１　八王子ナウ８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有隣堂　セレオ八王子店

東京都　府中市　　　　　　　　 西原町１－６－２　府中クレッセ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蔦屋書店　フレスポ府中店

東京都　武蔵村山市　　　　　　 榎１－１－３－３０１１　イオンモールむさし村山ミュー３Ｆ　　　　　　　　　　　　 オリオン書房イオンモールむさし村山店

東京都　武蔵野市　　　　　　　 境南町２－３－６　イトーヨーカドー武蔵境店西館５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 八重洲ブックセンター　ＩＹ武蔵境店

東京都　武蔵野市　　　　　　　 吉祥寺本町１－５－１　吉祥寺パルコ６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヴィレッジヴァンガード　オンザコーナー店

東京都　武蔵野市　　　　　　　 吉祥寺本町１－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 パルコブックセンター　吉祥寺店

東京都　武蔵野市　　　　　　　 吉祥寺南町２－１－２５　キラリナ京王吉祥寺７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文堂書店　吉祥寺店

東京都　武蔵野市　　　　　　　 吉祥寺本町１－１１－５　コピス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　吉祥寺店

東京都　福生市　　　　　　　　 福生１０７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスタマ　福生店

東京都　立川市　　　　　　　　 若葉町１－７－１　若葉けやきモール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　けやき台店

東京都　立川市　　　　　　　　 曙町２－１－１　駅ビル　ルミネ７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オリオン書房　ルミネ立川店

東京都　立川市　　　　　　　　 曙町２－９２－４３　パークアベニュービル３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オリオン書房　ノルテ店

神奈川県　横浜市　磯子区　　　 杉田１－１－１　らびすた新杉田２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉書房　新杉田店

神奈川県　横浜市　金沢区　　　 能見台東３－１　イトーヨーカドー能見台店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　能見台店

神奈川県　横浜市　戸塚区　　　 川上町９１－１　モレラ東戸塚２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉書房　東戸塚店

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

神奈川県　横浜市　港南区　　　 上大岡西１－６－１　京急百貨店上大岡店カルチャー館９Ｆ　　　　　　　　　　　　　八重洲ブックセンター　京急上大岡店

神奈川県　横浜市　港南区　　　 港南台３－１－３　バ－ズ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜書房　バーズ店

神奈川県　横浜市　港北区　　　 新横浜３－４　新横浜プリンスペペ４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　新横浜店

神奈川県　横浜市　港北区　　　 師岡町７００　トレッサ横浜北棟２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有隣堂　トレッサ横浜店

神奈川県　横浜市　港北区　　　 日吉２－１－１　日吉東急百貨店南館３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天一書房　日吉店

神奈川県　横浜市　神奈川区　　 神之木町２－３０　ピアゴ大口店Ｂ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ大口店

神奈川県　横浜市　瀬谷区　　　 三ツ境２－１９　三ツ境相鉄ライフ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　三ツ境店

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

神奈川県　横浜市　西区　　　　 南幸１－４－Ｂ１　ダイヤモンド地下街　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有隣堂　横浜駅西口店

神奈川県　横浜市　青葉区　　　 すすき野２－１－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　本厚木店

神奈川県　横浜市　泉区　　　　 緑園４－２－１７　緑園アーバンプラザ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックポート２０３　緑園店

神奈川県　横浜市　鶴見区　　　 鶴見中央１－１－１　シャル鶴見５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　鶴見店

神奈川県　横浜市　都筑区　　　 中川中央１－２５－１　ノースポート・モール３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店

神奈川県　横浜市　都筑区　　　 中川中央１－３１－１　モザイクモール港北Ｂ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　　　 池辺町４０３５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

神奈川県　横浜市　緑区　　　　 長津田みなみ台４－７－１　アピタ長津田１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　長津田店

神奈川県　川崎市　宮前区　　　 鷺沼１－１　さぎ沼とうきゅう４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　さぎ沼店

神奈川県　川崎市　幸区　　　　 堀川町７２－１　ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸善　ラゾーナ川崎店

神奈川県　川崎市　高津区　　　 溝ノ口１－３－１　ノクティプラザ１　７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文教堂書店　溝ノ口駅前店

神奈川県　川崎市　川崎区　　　 駅前本町８　ＤＩＣＥビル４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックファースト　あおい川崎店

神奈川県　川崎市　中原区　　　 木月１－２２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉書房　本店

神奈川県　川崎市　中原区　　　 上小田中４－２－１　アルカード武蔵中原２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉書房 武蔵中原 店

神奈川県　川崎市　中原区　　　 新丸子東３－１１３５－１　グランツリー武蔵小杉３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　武蔵小杉店

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

神奈川県　相模原市　緑区　　　 大山町１－２２　アリオ橋本１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店

神奈川県　愛甲郡　　　　　　　 愛川町角田字小沢下原５８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 久美堂　愛川店

神奈川県　綾瀬市　　　　　　　 深谷３７３４－１　綾瀬タウンヒルズＳ・Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　綾瀬店

神奈川県　伊勢原市　　　　　　 板戸８　エムアイプラザ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 久美堂　伊勢原店

神奈川県　伊勢原市　　　　　　 桜台１－３－３　伊勢原とうきゅう４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文教堂書店　伊勢原店

神奈川県　横須賀市　　　　　　 本町２－１－１２　ショッパ－ズプラザ横須賀内　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　横須賀店

神奈川県　横須賀市　　　　　　 久里浜４－４－１０　ウィング久里浜４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　久里浜店

神奈川県　横須賀市　　　　　　 平成町３－２１－４　ＬＩＶＩＮよこすか２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文教堂　ＬＩＶＩＮよこすか店

神奈川県　横須賀市　　　　　　 若松町２－３０　横須賀モアーズシティ７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店



※在庫状況・展開状況は店舗によって異なります。詳しくは各店舗様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。　

地　区 住　所 書店名

神奈川県　海老名市　　　　　　 中央１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　海老名店

神奈川県　鎌倉市　　　　　　　 大船１－２５－３０　西友大船店６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　大船店

神奈川県　鎌倉市　　　　　　　 大船１－４－１　大船ルミネウィング６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アニール

神奈川県　鎌倉市　　　　　　　 岡本１１８８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文教堂書店　大船モール店

神奈川県　茅ヶ崎市　　　　　　 元町１－１－５０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川上書店　ラスカ店

神奈川県　茅ヶ崎市　　　　　　 元町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長谷川書店　ネスパ茅ヶ崎店

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

神奈川県　秦野市　　　　　　　 入船町１２－１　イオン秦野店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　秦野店

神奈川県　大和市　　　　　　　 下鶴間１－３－１　イトーヨーカドー大和鶴間店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　大和鶴間店

神奈川県　大和市　　　　　　　 つきみ野１－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　つきみ野店

神奈川県　藤沢市　　　　　　　 辻堂新町４－３－５　ミスターマックス湘南藤沢ＳＣ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　 ＫａＢｏＳ　藤沢店

神奈川県　藤沢市　　　　　　　 湘南台１－１２－２　相鉄ロ－ゼンアネックス内　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文華堂　湘南台店

神奈川県　藤沢市　　　　　　　 石川６－２－１　イトーヨーカドー湘南台３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　湘南台店

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

神奈川県　藤沢市　　　　　　　 辻堂新町４－１－１　湘南モールＦＩＬＬ　２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　辻堂湘南モール店

神奈川県　藤沢市　　　　　　　 南藤沢２－１－１　藤沢名店ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有隣堂　藤沢店

神奈川県　藤沢市　　　　　　　 辻堂神台１－３－１　テラスモール湘南４Ｆ　４０１区画　　　　　　　　　　　　　　 有隣堂　テラスモール湘南店

神奈川県　平塚市　　　　　　　 万田２０７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 サクラ書店　高村店

神奈川県　平塚市　　　　　　　 宝町１－１　平塚ステ－ションビル５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 サクラ書店　駅ビル店

【甲信越・北陸】

新潟県　三条市　　　　　　　　 荒町２－２５－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 知遊堂　三条店

新潟県　十日町市　　　　　　　 上島丑７９２　妻有ショッピングセンタ－内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックス平沢　妻有ショッピングセンター店

新潟県　上越市　　　　　　　　 樋場新町土地区画整理事業地内１６街区３３外　バロー上越ＳＭ１Ｆ　　　　　　　　　くまざわ書店　上越店

新潟県　上越市　　　　　　　　 加賀町１２－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 知遊堂　上越国府店

新潟県　新潟市　江南区　　　　 鵜ノ子４－４６６　アピタ新潟亀田店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　新潟亀田店

新潟県　新潟市　秋葉区　　　　 程島１８７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＮＥＴ２１英進堂新潟店

新潟県　新潟市　西区　　　　　 小新白鳥４７４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　新潟西店

新潟県　新潟市　西区　　　　　 寺尾東２－９－４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蔦屋書店　ペルパルレ寺尾店

新潟県　新潟市　中央区　　　　 古町通６－９５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 萬松堂

新潟県　新潟市　中央区　　　　 上近江４－１２－２０　デッキィ４０１Ｂ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　新潟デッキィ店

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

新潟県　長岡市　　　　　　　　 千秋２－２７８　リバーサイド千秋アピタモール２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　長岡店

新潟県　長岡市　　　　　　　　 堺町字浦田３３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸田書店　長岡店

山梨県　甲斐市　　　　　　　　 志田柿木６４５－１　ラザウォーク甲斐双葉１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　双葉店

長野県　長野市　　　　　　　　 南千歳１－１－１　ながの東急百貨店　別館シェルシェ２・３Ｆ　　　　　　　　　　　 平安堂　新長野店

長野県　長野市　　　　　　　　 稲田１－１４－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安堂　若槻店

長野県　長野市　　　　　　　　 川中島町御厨字堂野９４６－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安堂　川中島店

長野県　長野市　　　　　　　　 東和田５０５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安堂　東和田店

長野県　安曇野市　　　　　　　 豊科南穂高１１１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安堂　あづみ野店

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

長野県　松本市　　　　　　　　 中央２－２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井書店

長野県　松本市　　　　　　　　 深志１－３－１１　コングロＭ　Ｂ１・１・２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ　松本店

長野県　上田市　　　　　　　　 天神　２－４－８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安堂　上田店

長野県　飯田市　　　　　　　　 鼎名古熊６６０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安堂　飯田店

富山県　富山市　　　　　　　　 上冨居３－８－３８　アピタ富山東１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　富山店

富山県　富山市　　　　　　　　 掛尾町１８０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　本館

石川県　金沢市　　　　　　　　 鞍月５－１５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢ビーンズ明文堂

【東海】

岐阜県　岐阜市　　　　　　　　 日の出町２－２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自由書房　ＥＸ高島屋店

岐阜県　岐阜市　　　　　　　　 丸野３－３－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　柳津店

岐阜県　多治見市　　　　　　　 本町１－２　駅前プラザテラ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東文堂本店　ＴＥＲＡ店

岐阜県　大垣市　　　　　　　　 林町６－８０－２１　アクアウォーク大垣２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店

岐阜県　大垣市　　　　　　　　 三塚町丹瀬４６３－１　ロックシティＳ・Ｃイースト館２Ｆ　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　大垣店

岐阜県　美濃加茂市　　　　　　 野笹町２丁目字紙屋上４１５　アピタ美濃加茂２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　美濃加茂店

岐阜県　本巣郡　　　　　　　　 北方町北方　アピタ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いけだ書店　北方店

静岡県　静岡市　葵区　　　　　 黒金町４９　ＪＲ静岡駅ビルパルシェ５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　パルシェ店

静岡県　静岡市　葵区　　　　　 柚木１９１　ＭＡＲＫ　ＩＳ　静岡　２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　マークイズ静岡店

静岡県　静岡市　葵区　　　　　 千代田７－１０－３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　流通通り店

静岡県　静岡市　駿河区　　　　 石田１－５－１　アピタ静岡店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店

静岡県　浜松市　西区　　　　　 入野町６２１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

静岡県　浜松市　西区　　　　　 志都呂２－３７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店

静岡県　浜松市　中区　　　　　 砂山町６－１　浜松メイワン８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　浜松本店

静岡県　浜松市　浜北区　　　　 平口２８６１　サンストリート浜北１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　サンストリート浜北店

静岡県　浜松市　浜北区　　　　 貴布祢１２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店

静岡県　島田市　　　　　　　　 宝来町８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 焼津谷島屋　アピタ島田店

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

静岡県　磐田市　　　　　　　　 今之浦３－１－１１　アピタ磐田店１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　アピタ磐田店

静岡県　御殿場市　　　　　　　 茱萸沢９５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店



※在庫状況・展開状況は店舗によって異なります。詳しくは各店舗様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。　

地　区 住　所 書店名

静岡県　三島市　　　　　　　　 中田町９－３０　イトーヨーカドー３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　三島店

静岡県　富士宮市　　　　　　　 宮北町９３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷島屋　富士宮店

静岡県　牧之原市　　　　　　　 細江濱田１３７１－１　ピアゴ榛原店１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ榛原店

愛知県　名古屋市　港区　　　　 当知２－１５０１　ポートウォークみなと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　名古屋港店

愛知県　名古屋市　西区　　　　 名西２－３３－８　イッツ　ボナンザシティ　ヨシズヤ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　名西店

愛知県　名古屋市　千種区　　　 千代田橋２－１－１　アピタ千代田橋店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　千代田橋店

愛知県　名古屋市　千種区　　　 青柳町５－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 らくだ書店　本店

愛知県　名古屋市　千種区　　　 千種２－１６０１－２　イオン千種ＳＣ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ザ・リブレット　イオン千種店

愛知県　名古屋市　千種区　　　 星ケ丘元町１４－１４　星ケ丘三越５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ザ・リブレット　星ケ丘三越店５Ｆ

愛知県　名古屋市　中川区　　　 富田町戸田土地整理組合３４街区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県　名古屋市　中村区　　　 名駅１－１－４　ジェイアール名古屋高島屋１１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　名古屋高島屋店

愛知県　名古屋市　中村区　　　 名駅１－１－３　タカシマヤゲートモール８Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　名古屋本店

愛知県　名古屋市　東区　　　　 矢田南４－１０２－３　イオンナゴヤドーム前ＳＣ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　ナゴヤドーム前店

愛知県　名古屋市　南区　　　　 豊田４－９－４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　名古屋南店

愛知県　名古屋市　北区　　　　 水草町１－６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 らくだ書店　城北店

愛知県　名古屋市　緑区　　　　 篠の風２－２５１　平和堂グリーンプラザ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正文館書店　緑区グリーンプラザ店

愛知県　名古屋市　緑区　　　　 浦里３－２３２　なるぱーく１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　鳴海店

愛知県　名古屋市　緑区　　　　 鳴海町徳重１８－４４　ヒルズウォーク徳重ガーデンズＢ１　　　　　　　　　　　　　 ザ・リブレット　徳重店

愛知県　あま市　　　　　　　　 甚目寺町坂牧坂塩１３９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店

愛知県　安城市　　　　　　　　 箕輪町正福田８４－１　アピタラフーズコア安城店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　三河安城店

愛知県　一宮市　　　　　　　　 栄３－１－１　アスティ一宮内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三省堂書店　一宮店

愛知県　一宮市　　　　　　　　 両郷町１－２　テラスウォーク一宮２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　一宮店

愛知県　稲沢市　　　　　　　　 天池五反田町１　アピタ稲沢店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　稲沢店

愛知県　稲沢市　　　　　　　　 尾張西部拠点地区１３街区　リーフウォーク稲沢アピタ棟２Ｆ　　　　　　　　　　　　ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店

愛知県　岡崎市　　　　　　　　 戸崎町外山３８－５　イオンタウン岡崎店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　岡崎店

愛知県　岡崎市　　　　　　　　 日名北町４－４６　アピタ岡崎北店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　岡崎北店

愛知県　岡崎市　　　　　　　　 羽根町小豆坂３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県　岡崎市　　　　　　　　 洞町字的場１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県　刈谷市　　　　　　　　 南桜町２－５６－１　アピタ刈谷店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　刈谷店

愛知県　岩倉市　　　　　　　　 旭町１－２５　アピタ岩倉店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　岩倉店

愛知県　春日井市　　　　　　　 美濃町２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県　瀬戸市　　　　　　　　 西本地町２－２２２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

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　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　名古屋空港店

愛知県　丹羽郡　　　　　　　　 大口町丸２－３６　アピタ大口店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いけだ書店　大口店

愛知県　知多郡　　　　　　　　 阿久比町椋岡字徳吉１－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　阿久比店

愛知県　知多郡　　　　　　　　 東浦町大字緒川字申新田二区６７－８　イオン東浦ＳＣ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　ザ・リブレット　イオン東浦店

愛知県　知立市　　　　　　　　 八ツ田町曲り５７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正文館書店　知立八ツ田店

愛知県　長久手市　　　　　　　 戸田谷９０１－１　アピタ長久店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　長久手店

愛知県　東海市　　　　　　　　 荒尾町山王前２０　アピタ東海荒尾店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　東海荒尾店

愛知県　東海市　　　　　　　　 荒尾町別出シ１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精文館書店　荒尾店

愛知県　豊田市　　　　　　　　 広路町１－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精文館書店　新豊田店

愛知県　豊明市　　　　　　　　 前後町宮前１５００－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精文館書店　豊明店

三重県　津市　　　　　　　　　 久居明神町風早２５３４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　久居インター店

三重県　伊勢市　　　　　　　　 船江１－１０－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

三重県　四日市市　　　　　　　 芝田１－１０－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

三重県　松阪市　　　　　　　　 市場庄１２６６－１　アピタ松阪三雲店１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　松阪店

三重県　鈴鹿市　　　　　　　　 算所町字山之相４１７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

【近畿】

滋賀県　大津市　　　　　　　　 今堅田３－１１－１　イズミヤ堅田店１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イズミヤ　堅田店アミーゴ

滋賀県　大津市　　　　　　　　 一里山７－１－１　フォレオ大津一里山１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大垣書店　フォレオ大津一里山店

滋賀県　草津市　　　　　　　　 野路１－１７－２　フェリエ南草津２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アバンティブックセンター　南草津店

滋賀県　草津市　　　　　　　　 大路１－１－１　ガーデンシティ草津Ｂ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　滋賀草津店

滋賀県　長浜市　　　　　　　　 小堀町４５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いけだ書店　長浜店

京都府　京都市　右京区　　　　 山ノ内池尻町１－１　京都ファミリ－３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大垣書店　京都ファミリー店

京都府　京都市　下京区　　　　 四条通河原町西入真町５２　高島屋京都店６階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大垣書店　高島屋京都店

京都府　京都市　下京区　　　　 烏丸通塩小路下ル東塩小路町９０１　京都駅ビル専門店街ザ・キューブＢ１　　　　　　三省堂書店　京都駅店

京都府　京都市　左京区　　　　 高野西開町３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ　洛北店

京都府　京都市　中京区　　　　 河原町通三条下ル２丁目山崎町２５１　京都ＢＡＬ地下１階・２階　　　　　　　　　　ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店

京都府　京都市　中京区　　　　 烏丸通三条上ル御倉町８５－１　ＫＤＸ烏丸ビル１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 大垣書店　烏丸三条店

京都府　京都市　中京区　　　　 西ノ京栂尾町１－６　Ｂｉｖｉ二条１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大垣書店　二条駅店

京都府　京都市　南区　　　　　 東九条西山王町３１　アバンティビル内フィスミー京都店６Ｆ　　　　　　　　　　　　 アバンティブックセンター　京都店

京都府　京都市　南区　　　　　 吉祥院御池町３１　イオン洛南店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旭屋書店　イオン洛南店

京都府　京都市　伏見区　　　　 桃山町山ノ下３２　ＭＯＭＯ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　桃山店

京都府　京都市　北区　　　　　 北大路通室町西入ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大垣書店　ビブレ店

京都府　城陽市　　　　　　　　 富野荒見田１１２　アルプラザ城陽３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡアルプラザ城陽店

京都府　相楽郡　　　　　　　　 精華町精華台９－２－４　ユータウンけいはんな西館　　　　　　　　　　　　　　　　 アカデミア　けいはんな店

京都府　長岡京市　　　　　　　 開田４－７－１　イズミヤ長岡店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アバンティーブックセンター　長岡店

京都府　福知山市　　　　　　　 篠尾小字沢１１８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店



※在庫状況・展開状況は店舗によって異なります。詳しくは各店舗様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。　

地　区 住　所 書店名

京都府　木津川市　　　　　　　 相楽台１－１　イオン高の原ＳＣ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　高の原店

京都府　久世郡　　　　　　　　 久御山町森南大内１５６－１　イオン久御山ＳＣ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　久御山店

大阪府　大阪市　阿倍野区　　　 阿倍野筋１－６－１　ヴィラあべのウォークＢ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　阿倍野店

大阪府　大阪市　阿倍野区　　　 阿倍野筋１－５－１　あべのルシアス２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　阿倍野店子ども館

大阪府　大阪市　西区　　　　　 千代崎３－１３－１　イオンモール大阪ドームシティ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　大阪ドームシティ店

大阪府　大阪市　西成区　　　　 岸里１－１－９　ショップ南海内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天牛堺書店　天下茶屋店

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

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 リブロ　イオンモール鶴見店

大阪府　大阪市　天王寺区　　　 悲田院町１０－３９　天王寺Ｍｉｏ９Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旭屋書店　天王寺ＭｉＯ店

大阪府　大阪市　天王寺区　　　 上本町６－１－５５　近鉄百貨店上本町店内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　上本町店

大阪府　大阪市　都島区　　　　 友渕町２－１３－３４　ベルファ都島３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　都島店

大阪府　大阪市　東淀川区　　　 大隅１－６－１２　かみしんプラザＢ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　東淀川店

大阪府　大阪市　北区　　　　　 梅田３－１－３　ルクアイーレ９Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梅田　蔦屋書店

大阪府　大阪市　北区　　　　　 芝田１－１－３　阪急三番街　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　梅田本店Ｂゾーン

大阪府　大阪市　浪速区　　　　 湊町１－２－３　マルイト難波ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　難波店

大阪府　堺市　堺区　　　　　　 鉄砲町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天牛堺書店　イオンモール堺鉄砲町店

大阪府　堺市　西区　　　　　　 下田町２０－１　イトーヨーカドー津久野店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　津久野店

大阪府　堺市　西区　　　　　　 鳳南町３－１９９－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福家書店　アリオ鳳店

大阪府　堺市　南区　　　　　　 原山台５－９－８　クロスモールＡ館２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アバンティブックセンター　原山台店

大阪府　堺市　南区　　　　　　 茶山台１－３－１　パンジョ４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　泉北店

大阪府　堺市　北区　　　　　　 中百舌鳥町３－４２８－２　ダイエ－内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　なんばパークス店

大阪府　堺市　北区　　　　　　 東浅香山町４－１－１２－１３６　イオンモール堺北花田プラウ４Ｆ　　　　　　　　　紀伊國屋書店　堺北花田店

大阪府　岸和田市　　　　　　　 春木若松町２１－１　ラパーク岸和田２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アバンティブックセンターラパーク岸和田店

大阪府　寝屋川市　　　　　　　 早子町２３－１－１０４　アドバンス１号館４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　寝屋川店

大阪府　吹田市　　　　　　　　 千里万博公園２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ

大阪府　吹田市　　　　　　　　 山田南１－１　イズミヤ千里丘店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　千里丘店

大阪府　泉南市　　　　　　　　 りんくう南浜３－１２　イオンモール泉南２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　りんくう泉南店

大阪府　大阪狭山市　　　　　　 くみの木７－１１７５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 パルネット　狭山店

大阪府　大東市　　　　　　　　 赤井１－４－１　京阪百貨店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわすみのどう店

大阪府　東大阪市　　　　　　　 岩田町３－１２－２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヤシマ書店

大阪府　東大阪市　　　　　　　 弥生町２－４３　新石切プラザ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックフォーラム喜久屋書店　新石切店

大阪府　八尾市　　　　　　　　 沼１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イズミヤ　八尾店アミーゴ

大阪府　富田林市　　　　　　　 向陽台３－１－１　エコールロゼ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　富田林店

大阪府　豊中市　　　　　　　　 緑丘４－１　イオン豊中緑丘ショッピングセンター２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 大垣書店　豊中緑丘店

大阪府　和泉市　　　　　　　　 室堂町８２４－３６　ＣＯＭＢＯＸ光明池店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　コムボックス光明池店

大阪府　和泉市　　　　　　　　 あゆみ野４－４－７　三井ショッピングパーク　ららぽーと和泉　４Ｆ　　　　　　　　 田村書店　ららぽーと和泉店

兵庫県　神戸市　須磨区　　　　 中落合２－２－１　須磨パティオ１番館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流泉書房　パティオ店

兵庫県　神戸市　須磨区　　　　 中落合２－２－３　パティオ３番館２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　須磨パティオ店

兵庫県　神戸市　垂水区　　　　 舞多聞東２－１－４５　ブルメール舞多聞２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　舞多聞店

兵庫県　神戸市　垂水区　　　　 天ノ下町１－１　ウエステ垂水東館２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　垂水店

兵庫県　神戸市　西区　　　　　 糀台５－９－４　そごう西神店５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　西神店

兵庫県　神戸市　西区　　　　　 学園西町１－４　キャンパススクエア内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　神戸学園都市店

兵庫県　神戸市　西区　　　　　 森友３－７－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イズミヤ　神戸玉津店アミーゴ

兵庫県　神戸市　西区　　　　　 押部谷町福住５７８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　西神南店

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

兵庫県　神戸市　西区　　　　　 竜が岡１－２１－１　イズミヤ西神戸店１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　西神戸店

兵庫県　神戸市　中央区　　　　 脇浜海岸通２－２－３　ブルメールＨＡＴ神戸２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　ＨＡＴ神戸店

兵庫県　神戸市　中央区　　　　 小野柄通８－１－８　そごう神戸店新館５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　神戸店

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

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

兵庫県　神戸市　長田区　　　　 若松町５－５－１　東急プラザ新長田２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　東急プラザ新長田店

兵庫県　神戸市　灘区　　　　　 永手町４－２－１　フォレスタ六甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　六甲道店

兵庫県　神戸市　兵庫区　　　　 中之島２－１－１　イオンモール神戸南　２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　神戸南店

兵庫県　神戸市　北区　　　　　 日の峰２－６－１　コアキタマチショッピングセンター３Ｆ　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　神戸北町店

兵庫県　神戸市　北区　　　　　 藤原台中町１－２－２　エコールリラ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　新藤原台店

兵庫県　神戸市　北区　　　　　 上津台８－１－１　イオン神戸ショッピングセンター２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　北神戸店

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

兵庫県　伊丹市　　　　　　　　 藤ノ木１－１－１－３４３　イオンモール伊丹テラス３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　伊丹店

兵庫県　加古川市　　　　　　　 別府町緑町２　イト－ヨ－カド－加古川店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　加古川店

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　　　　　　　　　　　　紀伊國屋書店　加古川店

兵庫県　加古川市　　　　　　　 東神吉町出河原８６２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　加古川店

兵庫県　三田市　　　　　　　　 駅前町２－１　三田駅前１番館キッピーモール４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 アバンティブックセンター　三田駅前店

兵庫県　三田市　　　　　　　　 弥生が丘１－１－１　フローラ８８　２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　フラワータウン店

兵庫県　三田市　　　　　　　　 けやき台１－６－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　三田ウッディタウン店

兵庫県　西宮市　　　　　　　　 甲子園八番町１－１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旭屋書店　ららぽーと甲子園店

兵庫県　西宮市　　　　　　　　 小松北町１－６－４４　コープ西宮東店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　西宮東店

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

兵庫県　川西市　　　　　　　　 栄町１１－１　モザイクボックス４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　川西店
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地　区 住　所 書店名

兵庫県　尼崎市　　　　　　　　 潮江１－３－１　ＣＯＣＯＥあまがさき３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　あまがさき店

兵庫県　明石市　　　　　　　　 二見町西二見１４５４　イトーヨーカドー明石西二見店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　明石店

兵庫県　明石市　　　　　　　　 大明石町１－１－２３　ピオレ明石西館１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　明石駅ビル店

奈良県　奈良市　　　　　　　　 西御門町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓林堂書店　奈良店

奈良県　奈良市　　　　　　　　 西大寺東町２－４－１　ならファミリー専門店街４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　奈良店

奈良県　大和郡山市　　　　　　 下三橋町７４１　イオンモール大和郡山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　大和郡山店

和歌山県　和歌山市　　　　　　 新生町７－２０　イズミヤ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アミーゴ書店　和歌山店

和歌山県　和歌山市　　　　　　 広瀬中ノ丁２－９７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　和歌山店

【中国・四国】

鳥取県　鳥取市　　　　　　　　 田園町４－３３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井書店　田園町店

鳥取県　鳥取市　　　　　　　　 湖山町東４－８５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井書店　湖山店

鳥取県　倉吉市　　　　　　　　 山根５５７－１　パープルタウン２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井書店　倉吉パープルタウン店

鳥取県　米子市　　　　　　　　 新開２－３－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本の学校　今井ブックセンター

島根県　松江市　　　　　　　　 田和山町８８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井書店グループセンター店

島根県　益田市　　　　　　　　 高津７－１７－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックセンタージャスト　高津店

島根県　益田市　　　　　　　　 あけぼの東町９－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　益田店

島根県　出雲市　　　　　　　　 高岡町１２３７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井書店　出雲店

島根県　出雲市　　　　　　　　 渡橋町１０３６　イオンモール出雲３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井書店　ＡＲＥＡ

島根県　邑智郡　　　　　　　　 邑南町矢上３８９２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ３

岡山県　倉敷市　　　　　　　　 水江１　イオン倉敷ショッピングセンター２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　倉敷店

岡山県　倉敷市　　　　　　　　 寿町１２－２　アリオ倉敷２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　アリオ倉敷店

岡山県　津山市　　　　　　　　 河辺１１５０－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 津山ブックセンター

広島県　広島市　安佐南区　　　 緑井５－２２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　緑井天満屋店

広島県　広島市　安佐南区　　　 祇園３－２－１　イオンモール広島祇園２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フタバ図書　ＧＩＧＡ祗園店

広島県　広島市　安佐北区　　　 亀崎１－１－６　フジグラン３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　フジグラン高陽店

広島県　広島市　佐伯区　　　　 八幡１－２４－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　サンリブ五日市店

広島県　広島市　西区　　　　　 井口明神１－１６－１　アルパーク西棟４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アルパークブックガーデン廣文館

広島県　広島市　中区　　　　　 基町６－２７　アクア広島センター街６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　広島店

広島県　広島市　中区　　　　　 本通１－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　金座街本店

広島県　広島市　中区　　　　　 宝町２－１　フジグラン広島店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　フジグラン広島店

広島県　広島市　中区　　　　　 新天地２番８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸田書店　三川店

広島県　広島市　南区　　　　　 松原町２－３７　広島ステ－ションビル５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　広島駅ビル店

広島県　広島市　南区　　　　　 皆実町２－８－１７　ゆめタウン広島３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

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

広島県　三原市　　　　　　　　 城町２－１３－１　イオン三原店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文社　イオン三原店

広島県　三次市　　　　　　　　 南畑敷町２２８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　フレスタ三次店

広島県　三次市　　　　　　　　 十日市町東４－１－３０　サングリーン１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　サングリーン三次店

広島県　東広島市　　　　　　　 高屋町杵原中央１７７６　イオン高屋ＳＣ内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　イオン高屋ＳＣ店

広島県　廿日市市　　　　　　　 下平良２－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

広島県　福山市　　　　　　　　 三之丸町３０－１　サンステーションテラス福山２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 廣文館　福山駅ビル店

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

広島県　福山市　　　　　　　　 春日町５－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文社　コア春日店

広島県　福山市　　　　　　　　 緑町１－３０　みどり町モール内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文社　ＢＯＯＫＳ　ＰＬＵＳ　緑町

広島県　福山市　　　　　　　　 神辺町川北１５３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啓文社　コア神辺店

広島県　福山市　　　　　　　　 新涯町３－２１－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店

広島県　安芸郡　　　　　　　　 府中町大須２－１－１－３０２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店

山口県　下関市　　　　　　　　 竹崎町４－４－７　ダイエー下関店内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　下関店

山口県　下関市　　　　　　　　 長府才川１－４４－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　長府店

山口県　防府市　　　　　　　　 八王子２－８－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　ゆめタウン防府店

山口県　防府市　　　　　　　　 植松５５１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　コスパ防府店

徳島県　徳島市　　　　　　　　 万代町６－４１－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山助学館　本店

徳島県　三好郡　　　　　　　　 東みよし町加茂１９１２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山助学館　三加茂店

徳島県　板野郡　　　　　　　　 松茂町中喜来前原東壱番越８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附家書店　松茂店

香川県　高松市　　　　　　　　 三条町中所６０８－１　ｙｏｕｍｅタウン２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　高松店

香川県　高松市　　　　　　　　 伏石町１４６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　南本店

香川県　高松市　　　　　　　　 常盤町１－３－１　瓦町ＦＬＡＧ７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　高松店

香川県　丸亀市　　　　　　　　 新田町１５０　ゆめタウン丸亀２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　丸亀店

高知県　高知市　　　　　　　　 帯屋町２－２　チェントロ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金高堂

高知県　香南市　　　　　　　　 野市町西野２６１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金高堂　野市店

【九州・沖縄】

福岡県　福岡市　中央区　　　　 天神１－１０－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュンク堂書店　福岡店

福岡県　福岡市　中央区　　　　 天神２－５－３５　岩田屋本店本館７Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リブロ　福岡天神店

福岡県　福岡市　中央区　　　　 笹丘１－２８－７４　ダイエー笹丘店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未来屋書店　笹丘店

福岡県　福岡市　博多区　　　　 博多駅中央街２－１　福岡交通センタ－ビル６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　福岡本店

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　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　若松店

福岡県　北九州市　小倉南区　　 下曽根新町１０－１　サニーサイドモール小倉店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　小倉南店

福岡県　北九州市　小倉南区　　 守恒１－２５０－１　サンリブもりつね２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　　 上葛原２－１４－１　サンリブシティ小倉２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アカデミア　サンリブシティ小倉店



※在庫状況・展開状況は店舗によって異なります。詳しくは各店舗様にお問い合わせくださいますようお願いいたします。　

地　区 住　所 書店名

福岡県　北九州市　小倉北区　　 京町３－１－１　セントシティ北九州アイム９Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喜久屋書店　小倉店

福岡県　北九州市　小倉北区　　 馬借１－４－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックセンタークエスト　小倉本店

福岡県　嘉麻市　　　　　　　　 鴨生４４６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　エーブック稲築店

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

福岡県　宮若市　　　　　　　　 本城７３４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　エーブック宮若店

福岡県　行橋市　　　　　　　　 西宮市３－８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡金文堂　行橋店

福岡県　糸島市　　　　　　　　 志摩津和崎宮ノ元２９－１　イオンＳｕＣ志摩店内　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡金文堂　志摩店

福岡県　飯塚市　　　　　　　　 秋松８７９－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　エーブック飯塚店

福岡県　飯塚市　　　　　　　　 中４２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　エーブック幸袋店

福岡県　飯塚市　　　　　　　　 飯塚１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元野木書店

佐賀県　佐賀市　　　　　　　　 大和町尼寺３５３５　イオンショッピングセンター大和１Ｆ　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　佐賀店

佐賀県　伊万里市　　　　　　　 新天町字浜ノ浦５４９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積文館書店　伊万里店

佐賀県　唐津市　　　　　　　　 神田２１１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　唐津店

長崎県　佐世保市　　　　　　　 大塔町１４－２　イオン大塔ＳＣ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡金文堂　イオン大塔店

長崎県　佐世保市　　　　　　　 日野町８８８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金明堂書店　日野店

長崎県　佐世保市　　　　　　　 本島町４－７　ＴＷＩＮＫＬＥＢ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　佐世保店

長崎県　長崎市　　　　　　　　 尾上町１－１　アミュプラザ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メトロ書店　本店

熊本県　熊本市　中央区　　　　 手取本町８－１　鶴屋百貨店東館５Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ツルヤブックセンター

熊本県　熊本市　東区　　　　　 上南部町２－２－２　ゆめタウンサンピアン内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　サンピアン店

熊本県　熊本市　南区　　　　　 田井島１－２－１　ゆめタウンはません３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　熊本はません店

熊本県　宇城市　　　　　　　　 松橋町字園田９２７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　松橋店

熊本県　球磨郡　　　　　　　　 錦町西字打越７１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明屋書店　錦店

熊本県　山鹿市　　　　　　　　 鹿校通３－１１０３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　山鹿店

熊本県　天草市　　　　　　　　 亀場町食場後山下７４０　ジャスコ本渡店２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスまるぶん　イオン天草店

熊本県　八代市　　　　　　　　 建馬町３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　ゆめタウン八代店

大分県　大分市　　　　　　　　 大字玉沢字楠本７５５　トキハわさだタウン２街区３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 リブロ　大分わさだ店

大分県　大分市　　　　　　　　 公園通り西２－１　パークプレイス大分２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　大分店

大分県　大分市　　　　　　　　 明野東１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　大分店

大分県　大分市　　　　　　　　 府内町２－１－４　トキハ本店６Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リブロ　大分トキハ店

大分県　大分市　　　　　　　　 王子南町３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　大分本店

大分県　速見郡　　　　　　　　 日出町１１２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　日出店

大分県　日田市　　　　　　　　 城町１－４９３－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　城町店

大分県　別府市　　　　　　　　 山の手町１５－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　青山店

大分県　別府市　　　　　　　　 楠町３８２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　ゆめタウン別府店

大分県　由布市　　　　　　　　 挾間町北方７７　イオン挾間店内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　挾間店

宮崎県　宮崎市　　　　　　　　 大淀３－１１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　南宮崎店

宮崎県　延岡市　　　　　　　　 旭町２－２－１　延岡ニュ－シティ店１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　延岡ニューシティ店

宮崎県　都城市　　　　　　　　 都北町５９７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　都北店

宮崎県　日向市　　　　　　　　 日知屋古田町６１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明林堂書店　イオンタウン日向店

鹿児島県　鹿児島市　　　　　　 中央町１－１　アミュプラザ鹿児島１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀伊國屋書店　鹿児島店

鹿児島県　鹿児島市　　　　　　 山田町３１０－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックセンターめいわ　中山店

鹿児島県　鹿児島市　　　　　　 与次郎１－１１－１　フレスポジャングルパーク　２階　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　与次郎店

沖繩県　那覇市　　　　　　　　 おもろまち４－４－９－２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 球陽堂書房　那覇メインプレイス店

沖繩県　那覇市　　　　　　　　 金城５－１０－２　ジャスコ那覇店３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くまざわ書店　那覇店

沖繩県　那覇市　　　　　　　　 安里１－５－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 球陽堂書房　西原店

沖繩県　宜野湾市　　　　　　　 大山７－１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　大山店

沖繩県　宜野湾市　　　　　　　 宇地泊５５８－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　コンベンションシティ店

沖繩県　糸満市　　　　　　　　 潮崎町２－２　しおざきシティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　糸満店

沖繩県　石垣市　　　　　　　　 字真栄里２９２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブックスやいま


