
都道府県 書店名
くまざわ書店　アリオ札幌店
くまざわ書店　東神楽店
コーチャンフォー　旭川店
コーチャンフォー　新川通り店
コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店
コーチャンフォー　美しが丘店
コーチャンフォー　北見店
コーチャンフォー　釧路店
ジュンク堂書店　旭川店
ダイヤ書房　本店
紀伊國屋書店　札幌本店
紀伊國屋書店　小樽店
三省堂書店　札幌店
三省堂書店　函館営業所川原店
蔦屋書店　木野店
未来屋書店　桑園店
留萌ブックセンターｂｙ三省堂書店

青森県 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店
こまつ書店　桜田店
こまつ書店　寿町本店
宮脇書店　天童店
松田書店　コム店
ジュンク堂書店　盛岡店
東山堂　三ツ割店
東山堂　都南店
ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店
くまざわ書店　エスパル仙台店
ブックスなにわ　古川店
喜久屋書店　仙台店
紀伊國屋書店　仙台店
宮脇書店　気仙沼
金港堂　大河原店
未来屋書店　名取店
ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店
くまざわ書店　福島エスパル店
ブックエース　上荒川店
岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
鹿島ブックセンター
文芸堂書店　相馬店
天真堂書店　塩山店
天真堂書店　国母店
文教堂　ＪＯＹ松本店
平安堂　あづみ野店
平安堂　伊那店
平安堂　若槻店
平安堂　新長野店
平安堂　諏訪店
平安堂　飯田店
ジュンク堂書店　新潟店
萬松堂
ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ
文苑堂書店　魚津サンプラザ店
文苑堂書店　藤の木店
明文堂書店　高岡射水店
明文堂書店　黒部店
明文堂書店　新入善店
明文堂書店　氷見店

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店
喜久屋書店　宇都宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば
ブックエース　茨大前店
ブックエース　見和店
ブックエース　酒門店
ブックエース　勝田東石川店

福島県

宮城県

北海道

岩手県

山形県

新潟県

長野県

山梨県

茨城県

栃木県

富山県



都道府県 書店名
ブックエース　東海店
ブックエース　日立鮎川店
リブロ　イオンタウン守谷店
丸善　水戸京成店
川又書店　エクセル店
川又書店　県庁店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店
喜久屋書店　太田店
戸田書店　高崎店
戸田書店　前橋本店
戸田書店　中之条店
戸田書店　藤岡店
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店
ＮＥＴ２１ブックスページワン大宮宮原店
くまざわ書店　久喜店
くまざわ書店　飯能店
くまざわ書店　鷲宮店
ジュンク堂書店　大宮高島屋店
ブックエース　春日部１６号線店
リブロ　ららぽーと富士見店
紀伊國屋書店　浦和パルコ店
宮脇書店　行田持田店
宮脇書店　朝霞店
三省堂書店　大宮店
須原屋　コルソ店
大垣書店　ブックスタマ　所沢店
東京旭屋書店　新越谷店
文真堂書店タイムクリップ　北越谷店
くまざわ書店　モラージュ柏店
くまざわ書店　松戸店
ジュンク堂書店　南船橋店
ジュンク堂書店　柏モディ店
ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ
ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店
紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店
紀伊國屋書店　流山おおたかの森店
三省堂書店　そごう千葉店
博文堂書店　君津店
有隣堂　アトレ新浦安店
ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店
ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店
ＮＥＴ２１井上昭島店
ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店
アニメイト　秋葉原本館
オリオン書房　イオンモールむさし村山店
オリオン書房　ルミネ立川店
カルチャーエージェント文教堂　青山一丁目店
くまざわ書店　イーアス高尾店
くまざわ書店　国領店
くまざわ書店　昭島店
くまざわ書店　千住大橋店
くまざわ書店　豊洲店
くまざわ書店コミックランドビーワン八王子店
ジュンク堂書店　吉祥寺店
ジュンク堂書店　池袋本店
スーパーブックス　あおい書店池尻大橋店
スーパーブックス　住吉書房　中目黒ブックセンター
スーパーブックス　芳進堂　ラムラ店
ブックスタマ　武蔵小山店
ブックファースト　アトレ大森店
ブックファースト　ルミネ北千住店
ブックファースト　五反田店

千葉県

茨城県

埼玉県

群馬県

東京都



都道府県 書店名
ブックファースト　新宿店
ブックファースト　中野店
丸善　お茶の水店
丸善　有明ガーデン店
紀伊國屋書店　玉川高島屋店
紀伊國屋書店　国分寺店
紀伊國屋書店　新宿本店　Ｃｏｍｉｃ＆ＤＶＤフォレスト
啓文堂書店　高尾店
啓文堂書店　多摩センター店
啓文堂書店　府中本店
啓文堂書店　北野店
三省堂書店　アトレ秋葉原１
三省堂書店　下北沢店
三省堂書店　経堂店
三省堂書店　神保町本店
三省堂書店　成城店
三省堂書店　池袋本店
三省堂書店　東京ソラマチ店
三省堂書店　東京駅一番街店
三省堂書店　有楽町店
書泉グランデ
書泉ブックタワー
増田書店
増田書店　北口店
竹島書店　江古田南口店
竹島書店　高砂店
八重洲ブックセンター　アリオ葛西店
八重洲ブックセンター　イトーヨーカドー武蔵境店
八重洲ブックセンター　石神井公園店
八重洲ブックセンター　本店
明屋書店　中野ブロードウェイ店
明正堂　アトレ上野店
有隣堂　グランデュオ蒲田店
コーチャンフォー　若葉台店
ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　秋葉原店
サクラ書店　高村店
ジュンク堂書店　藤沢店
スーパーブックス　住吉書房　新丸子駅前店
スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店
ブックスキタミ　港南台店
ブックファースト　青葉台店
ブックポート２０３　栗平店
伊勢原書店　秦野店
丸善　ラゾーナ川崎店
丸善　横浜みなとみらい店
紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店
紀伊國屋書店　横浜店
紀伊國屋書店　武蔵小杉店
三省堂書店　海老名店
三省堂書店　小田原店
三省堂書店　新横浜店
中村書店　本店
天一書房　綱島店
八重洲ブックセンター　京急上大岡店
文教堂書店　溝ノ口本店
未来屋書店　秦野店
有隣堂　アトレ川崎店
有隣堂　ららぽーと湘南平塚店
有隣堂　横浜駅西口店
有隣堂　戸塚モディ店
有隣堂　厚木店
有隣堂　藤沢店
アマノ　有玉店
ブックセンター豊文堂　豊岡店
マルサン書店　駅北店

神奈川県

東京都

静岡県



都道府県 書店名
戸田書店　富士宮店
谷島屋　ららぽーと磐田店
谷島屋　浜松本店
谷島屋　流通通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店
ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店
カルコス　扶桑店
くまざわ書店　岩倉店
くまざわ書店　長久手店
くまざわ書店　名古屋南店
ジュンク堂書店　名古屋栄店
丸善　アスナル金山店
丸善　イオンタウン千種店
丸善　ヒルズウォーク徳重店
三省堂書店　名古屋本店
白沢書店
未来屋書店　有松店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　カラフルタウン岐阜店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店
カルコス　本店
くまざわ書店　柳津店
コスモブックセンター
三省堂書店　岐阜店
本のがんこ堂　アクア店
本のがんこ堂　野洲店
ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店
宮脇書店　亀岡店
宮脇書店　福知山店
大垣書店　烏丸三条店
大垣書店　四条店
平和書店　らぽーる東舞鶴店
ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店
アニメイト　大阪日本橋店
ジュンク堂書店　大阪本店
ジュンク堂書店　天満橋店
ジュンク堂書店　難波店
ブックスＢ
ブックパルデューク書店　箕面店
ブックファースト　曽根店
ブックファースト　豊中店
ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場
丸善　八尾アリオ店
喜久屋書店　漫画館阿倍野店
紀伊國屋書店　梅田本店
大垣書店　高槻店
田村書店　南茨木店
文教堂書店　淀屋橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店
うかいや書店　石守店
うかいや書店　太子南店
くまざわ書店　コロワ甲子園店
ジュンク堂書店　三宮駅前店
ジュンク堂書店　三宮店
ジュンク堂書店　神戸住吉店
ジュンク堂書店　姫路店
ジュンク堂書店　明石店
未来屋書店　姫路大津店

大阪府

岐阜県

愛知県

京都府

滋賀県

静岡県

兵庫県



都道府県 書店名
宮脇書店　和歌山店
本と文具ツモリ　西部店

奈良県 喜久屋書店　橿原店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店
ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店
ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店
ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店
ゲオ　鈴鹿磯山店
喜久屋書店　倉敷店
津山ブックセンター
ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店
ジュンク堂書店　広島駅前店
フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店
啓文社　ゆめタウン呉店
廣文館　フジグラン広島店
廣文館　新幹線店
今井書店　ゆめタウン出雲店
今井書店　ゆめタウン浜田店
今井書店　安来プラーナ店
今井書店　学園通り店
今井書店　出雲店
今井書店　木次マルシェリーズ店
今井書店グループセンター店
宮脇書店　境港店
今井書店　アプト店
今井書店　吉成コミック店
今井書店　境港店
今井書店　錦町店
今井書店　湖山メディア館
今井書店　倉吉パープルタウン店
今井書店　倉吉店
本の学校　今井ブックセンター

香川県 宮脇書店　南本店
愛媛県 明屋書店　川之江店
高知県 金高堂

くまざわ書店　下関店
ブックランド都野　宇部店
宮脇書店　宇部店
宮脇書店　徳山店
Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店
ジュンク堂書店　福岡店
フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店
ブックスタジオ　博多駅店
ブックセンタークエスト　小倉本店
ブックセンタークエスト　大手町店
丸善　博多店
喜久屋書店　小倉店
紀伊國屋書店　久留米店
紀伊國屋書店　福岡本店
未来屋書店　笹丘店

佐賀県 くまざわ書店　佐賀店
ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店
ブックランドＴＡＣＫ
くまざわ書店　大分店
ジュンク堂書店　大分店

熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂
ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店
ブックスミスミ　オプシア店
ブックスミスミ　七ツ島店
ブックセンターリリーズ　姶良店

宮崎県 田中書店　妻ヶ丘本店
ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店
ジュンク堂書店　那覇店

沖縄県

鹿児島県

大分県

長崎県

福岡県

山口県

鳥取県

島根県

広島県

岡山県

三重県

和歌山県


