
書店名 郵便番号 住所

喜久屋書店ＢＯＯＫＪＡＭ東光店 078-8231 北海道旭川市豊岡１条５－３２４－３　コープさっぽろ東光店１Ｆ
旭川冨貴堂　末広店 071-8134 北海道旭川市末広４条３丁目２－１７　
くまざわ書店旭川店 070-0036 北海道旭川市六条通１４－６４　イトーヨーカドー旭川店Ｂ１Ｆ
くまざわ書店釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７　イオン釧路店２Ｆ
紀伊國屋書店厚別店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－７－２　サンピアザ
くまざわ書店手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田一条１１丁目　西友手稲店２Ｆ
紀伊國屋書店オーロラタウン店 060-0042 北海道札幌市中央区大通西１－１４－２　
紀伊國屋書店　札幌本店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西５－７　ｓａｐｐｏｒｏ５５
くまざわ書店アリオ札幌店 065-8518 北海道札幌市東区北７条東９－２－２０　アリオ札幌３Ｆ
アイブックイトーヨーカドー福住店 062-0042 北海道札幌市豊平区福住二条１－２－５　イトーヨーカ堂福住３Ｆ
くまざわ書店士別店 095-0019 北海道士別市大通東１６－３１４３　西條新士別店２Ｆ
紀伊國屋書店小樽店 047-0032 北海道小樽市稲穂２－２２－８　駅前第一ビル２Ｆ
喜久屋書店小樽店 047-0008 北海道小樽市築港１１－５　ウイングベイ小樽５番街２Ｆ
くまざわ書店東神楽店 071-1523 北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条５－１－１　アルティモール東神楽店
紀伊國屋書店千歳店 066-0012 北海道千歳市美々　新千歳空港ターミナルビル２Ｆ
喜久屋書店帯広店 080-0014 北海道帯広市西四条南１２－３　長崎屋帯広店４Ｆ
くまざわ書店帯広店 080-0014 北海道帯広市西四条南２０－１　イオン帯広店２Ｆ
くまざわ書店帯広藤丸店 080-8677 北海道帯広市西二条南８－１　藤丸デパート６Ｆ
くまざわ書店苫小牧店 053-0033 北海道苫小牧市木場町１－６－１　ＭＥＧＡドンキホーテ苫小牧店１Ｆ
くまざわ書店函館ポールスター店 041-0821 北海道函館市港町１－１－２　ポールスターショッピングセンター１Ｆ
くまざわ書店函館店 040-0063 北海道函館市若松町１７－１２　ボーニモリヤ　アネックス館５Ｆ
くまざわ書店中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町３－１０　東武サウスヒルズ
くまざわ書店五所川原店 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１　エルムの街２Ｆ
くまざわ書店弘前店 036-8002 青森県弘前市大字駅前３－２－１　イトーヨーカドー弘前店５Ｆ
紀伊國屋書店弘前店 036-8182 青森県弘前市土手町１２６　
くまざわ書店ＩＹ青森店 030-0843 青森県青森市浜田１－１４－１　イトーヨーカ堂青森店１Ｆ
成田本店　サンロード店 030-8533 青森県青森市緑３－９－２　サンロード青森１Ｆ
くまざわ書店八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館４－７－１１１　イトーヨーカドー八戸沼館店１Ｆ
ＮＥＴ２１伊吉書院類家店 031-0004 青森県八戸市南類家１－３－１　
ブックエキスプレス仙台店　　　　　　　 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１　ＪＲ仙台駅構内３Ｆ　新幹線改札内
ブックエキスプレス仙台北口店　　　　　 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１　ＪＲ仙台駅構内２Ｆ　改札外
くまざわ書店エスパル仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１　エスパル仙台　本館３Ｆ
喜久屋書店仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央４－１－１　イービーンズ５・６Ｆ
金港堂　泉パークタウン店 981-3204 宮城県仙台市泉区寺岡６－５－１　泉パークタウンタピオ北館２Ｆ
紀伊國屋書店　仙台店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２０－３　ザ・モール仙台長町３Ｆ
宮脇書店佐沼店 987-0404 宮城県登米市南方町新島前４６－１　イオンタウン佐沼内
くまざわ書店山形店 990-0039 山形県山形市香澄町１－１－１　エスパル山形５Ｆ
くまざわ書店鶴岡店 997-0031 山形県鶴岡市錦町２－２１　Ｓ－ＭＡＬＬ２Ｆ
くまざわ書店会津若松店 965-0858 福島県会津若松市神指町南四合幕内南１５４　アピタ会津若松店２Ｆ
くまざわ書店郡山エキナカ店 963-8003 福島県郡山市燧田１９５　郡山駅構内２Ｆ
くまざわ書店郡山店 963-8003 福島県郡山市燧田１９５　エスパル郡山店３Ｆ
くまざわ書店須賀川店 962-0837 福島県須賀川市高久田境９６－１　メガステージ須賀川１Ｆ
ブックエキスプレス福島東口店　　　　　　　960-8031 福島県福島市栄町１－１　ＪＲ福島駅構内
くまざわ書店福島エスパル店 960-8031 福島県福島市栄町１－１　エスパル福島店２Ｆ
佐周書店 960-0102 福島県福島市鎌田字下釜５－１　
くまざわ書店福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０－１７　イオン福島３Ｆ
ブックエース　勝田東石川店 312-0052 茨城県ひたちなか市東石川字下屋敷３６１４－１　ヨークタウン内
くまざわ書店取手店 302-0014 茨城県取手市中央町２－５　ボックスヒル取手店３Ｆ
くまざわ書店イーアスつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園５－１９　イーアスつくば３Ｆ
田村書店緑地店 310-0015 茨城県水戸市宮町１－２－４　マイムビルＢ１Ｆ
くまざわ書店宇都宮ＩＰ店 321-0118 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
くまざわ書店アピタ宇都宮店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７　アピタ宇都宮店２Ｆ
くまざわ書店宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町２３７　福田屋ショッピングプラザ宇都宮店３Ｆ
喜久屋書店宇都宮店 320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２　ＭＥＧＡドンキラパーク宇都宮店５Ｆ・６Ｆ
紀伊國屋書店宇都宮店 320-8566 栃木県宇都宮市馬場通り３－１－１　宇都宮パルコ８Ｆ
文真堂佐野店Ｔ・Ｃ 327-0843 栃木県佐野市堀米町２５７７－１　
くまざわ書店鹿沼店 322-0039 栃木県鹿沼市東末広町１０７３　福田屋鹿沼店３Ｆ
文真堂足利助戸店Ｔ・Ｃ 326-0044 栃木県足利市助戸１－６７０－１　
くまざわ書店アシコタウン店 326-0005 栃木県足利市大月町３－２　アシコタウン２Ｆ
くまざわ書店足利コムファースト店 326-0823 栃木県足利市朝倉町２４５　コムファースト３Ｆ
文真堂葉鹿店 326-0143 栃木県足利市葉鹿町１－２４－１　
文真堂阿左美店 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美５９１－１　
くまざわ書店大間々店 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々４０　さくらモール２Ｆ
文真堂大間々店 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々９－１　
文真堂安中店Ｔ・Ｃ 379-0132 群馬県安中市高別当４０６　
文真堂境店 370-0126 群馬県伊勢崎市境下武士２６８８　
くまざわ書店伊勢崎店 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町３４６－３　ＳＭＡＲＫ伊勢崎２Ｆ
文真堂連取本町店 372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町１５－３　
文真堂小桑原店 374-0037 群馬県館林市小桑原町９４９－１　
文真堂瀬戸谷店 374-0021 群馬県館林市瀬戸谷町２２７９－１　
文真堂広沢店 376-0014 群馬県桐生市広沢町間ノ島２０２　
文真堂相生店 376-0011 群馬県桐生市相生町２－３７５－３　
文真堂原町店 377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町原町７１９－１　
文真堂吉井店 370-2107 群馬県高崎市吉井町池１４３０－２　
文真堂六郷店 370-0078 群馬県高崎市上小鳥町４１６－１　
文真堂上中居店 370-0851 群馬県高崎市上中居町８７１－１　
文真堂上並榎店 370-0801 群馬県高崎市上並榎町２５９－３　
文真堂倉賀野店Ｔ・Ｃ 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町５５５－１　
文真堂群馬町店 370-3524 群馬県高崎市中泉町６２４－７　
くまざわ書店高崎店 370-0849 群馬県高崎市八島町２２２　高崎駅東口２Ｆ
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B/A　高崎店 370-0069 群馬県高崎市飯塚町１１５０－５　ウニクス高崎２Ｆ
文真堂渋川中央店Ｔ・Ｃ 377-0007 群馬県渋川市石原１３－１　
文真堂上原店 378-0051 群馬県沼田市上原町１７５６－２３　
文真堂関根店 371-0047 群馬県前橋市関根町１－１１－１　
文真堂小出店 371-0037 群馬県前橋市上小出町２－５－６　
文真堂片貝店 371-0013 群馬県前橋市西片貝町１－２３２　
B/A　前橋店 371-0854 群馬県前橋市大渡町２－３－１　
紀伊國屋書店前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１　けやきウォーク前橋１Ｆ
文真堂大胡店 371-0231 群馬県前橋市堀越町３５１－４　
B/A　太田店 373-0852 群馬県太田市新井町５０２－２　
文真堂新井店Ｔ・Ｃ 373-0852 群馬県太田市新井町５６５－１　
喜久屋書店　太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１　イオンモール太田２Ｆ
文真堂一の宮店 370-2452 群馬県富岡市一ノ宮１７２５　
文真堂大泉店 370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日３－１６－１１　
紀伊國屋書店浦和パルコ店 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１　浦和パルコ５Ｆ
くまざわ書店浦和美園店 339-0026 埼玉県さいたま市岩槻区美園東２－１７－１３　ＵＮＩＣＵＳ浦和美園１Ｆ
紀伊國屋書店さいたま新都心店 330-9559 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーン新都心１Ｆ
ブックエキスプレスディラ大宮店 331-0851 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅北口改札内
くまざわ書店宮原店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店３Ｆ
くまざわ書店東浦和店 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　サミット東浦和２Ｆ
旭屋書店イオンモール浦和美園店 336-8760 埼玉県さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園店３Ｆ
くまざわ書店上福岡店 356-0003 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
文真堂北越谷店Ｔ・Ｃ 343-0025 埼玉県越谷市大澤３－４－２１　北越谷東口ビル１Ｆ
旭屋書店新越谷店 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－１１－４　ＶＡＲＩＥ３Ｆ
くまざわ書店久喜店 346-0003 埼玉県久喜市久喜中央１－１－２０　ＣｏｏｋｉｅＰｌａｚａ３Ｆ
くまざわ書店鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田７－１　アリオ鷲宮ＳＣ１Ｆ
くまざわ書店菖蒲店 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１　モラージュ菖蒲３Ｆ
くまざわ書店アズセカンド店 360-0037 埼玉県熊谷市筑波２－１１５　アズセカンド店
文真堂美土里店 360-0845 埼玉県熊谷市美土里町１－１６９　
文真堂幸手店 340-0155 埼玉県幸手市上高野１４０６　
くまざわ書店上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２－１　ウニクス上里１Ｆ
旭屋書店アリオ上尾店 362-0046 埼玉県上尾市壱丁目３６７　アリオ上尾１Ｆ
くまざわ書店上尾店 362-0036 埼玉県上尾市宮本町１－１　アリコベールまるひろ４Ｆ
旭屋書店志木店 352-0001 埼玉県新座市東北２－３８－１０　Ｓｔ．ＴＯＳＣＡ３Ｆ
紀伊國屋書店川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町２－１１－１　まるひろアネックスＡ　１・２Ｆ
くまざわ書店的場店 350-1107 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棟１
くまざわ書店川越店 350-1122 埼玉県川越市脇田町１０５　アトレマルヒロ６Ｆ
紀伊國屋書店そごう川口店 332-8511 埼玉県川口市栄町３－５－１　そごう川口店９Ｆ
くまざわ書店ララガーデン川口店 332-0028 埼玉県川口市宮町１８－９　ララガーデン川口２Ｆ２１８０
くまざわ書店草加店 340-0034 埼玉県草加市氷川町１９７０　ヴァリエファッション館内
文真堂書店　草加店 340-0032 埼玉県草加市遊馬町２－１　島忠ホームズ草加舎人店２Ｆ
文真堂秩父黒谷店Ｔ・Ｃ 368-0001 埼玉県秩父市黒谷１１９８－１　
くまざわ書店秩父店 368-0031 埼玉県秩父市上野町８０５－１４　ウニクス秩父２Ｆ
紀伊國屋書店入間丸広店 358-0003 埼玉県入間市豊岡１－６－１２　丸広百貨店入間店６Ｆ
いけだ書店　飯能店 357-0038 埼玉県飯能市仲町１１－２１　西武飯能ペペ４Ｆ
くまざわ書店和光店 351-0112 埼玉県和光市丸山台１－９－３　イトーヨーカドー和光店３Ｆ
くまざわ書店蕨錦町店 335-0005 埼玉県蕨市錦町１－１２－１　イトーヨーカドー錦町店２Ｆ
喜久屋書店　千葉ニュータウン店 270-1392 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３Ｆ
くまざわ書店新鎌ヶ谷店 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１２－１　アクロスモール新鎌ケ谷２Ｆ
くまざわ書店四街道店 284-0009 千葉県四街道市中央５番地　イトーヨーカドー四街道店２Ｆ
くまざわ書店ちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西３－４　ショッピングモールｕｎｉｍｏちはら台２Ｆ
住吉書房
市川店 272-0034 千葉県市川市市川１－１－１　シャポー市川Ｂ１Ｆ
くまざわ書店津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１－１－１　ホテルメッツ津田沼４・５Ｆ
くまざわ書店松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸１１８１　アトレ６Ｆ
くまざわ書店松戸新田店 270-2241 千葉県松戸市松戸新田２４５－２６　サミット松戸新田１Ｆ
くまざわ書店公津店 286-0048 千葉県成田市公津の杜４－５－３　成田ユアエルム３Ｆ
くまざわ書店稲毛店 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１９－３２　ぺリエ稲毛内
くまざわ書店幕張店 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町４－４１７－２５　イトーヨーカドー幕張店１Ｆ
くまざわ書店千葉エキナカ店 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１　千葉ペリエ４Ｆ
くまざわ書店蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町５２－７　アリオ蘇我２Ｆ
くまざわ書店プレナ幕張店 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野２－４　プレナ幕張２Ｆ
くまざわ書店フェリア店 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂４－２－６　ベイサイドモールフェリア４Ｆ
ブックエキスプレス西船橋店　　　　　　 273-0031 千葉県船橋市西船４－２７－７　ＪＲ西船橋駅Ｄｉｌａ西船橋内
くまざわ書店津田沼パルコ店 274-0825 千葉県船橋市前原西２－１９－１　津田沼パルコＢ館４Ｆ
くまざわ書店馬込沢店 273-0047 千葉県船橋市藤原７－２－２　サミット馬込沢２Ｆ
くまざわ書店　ららぽーと店 273-0012 千葉県船橋市浜町２－１－１　ららぽーとＴＯＫＹＯＢＡＹ北館２Ｆ
東京旭屋書店　船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町７－１－１　東武百貨店船橋店５Ｆ
くまざわ書店船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町７－１－１　シャポー船橋Ｂ１Ｆ
くまざわ書店モラージュ柏店 277-0837 千葉県柏市大山台２－３－１　モラージュ柏２　２Ｆ
紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１　セブンパークアリオ柏２Ｆ
くまざわ書店勝田台店 276-0023 千葉県八千代市勝田台１－１０　京成ストア勝田台店３Ｆ
くまざわ書店　八千代台店 276-0032 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
くまざわ書店木更津店 292-0038 千葉県木更津市ほたる野４－２－４８　アピタ木更津店２Ｆ
紀伊國屋書店流山おおたかの森店 270-0121 千葉県流山市西初石６－１８５－２　流山おおたかの森ＳＣ２Ｆ
ブックエキスプレス南流山店 270-0163 千葉県流山市南流山１－２５　ＪＲ南流山駅構内改札内
くまざわ書店船堀店 134-0091 東京都江戸川区船堀４－１－１　タワーホール１Ｆ
フタバ図書ＴＥＲＡ南砂店 136-0075 東京都江東区新砂３－４－３１　ＳＵＮＡＭＯ３Ｆ
くまざわ書店東京テレポート店 135-0064 東京都江東区青海１－２－１　りんかい線東京テレポート駅構内
紀伊國屋書店ららぽーと豊洲店 135-8614 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３Ｆ３０９０
くまざわ書店豊洲店 135-0061 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
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紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場１－５－３０　イトーヨーカドー木場店
くまざわ書店品川店 108-6002 東京都港区港南２－１５－２　品川インターシティ２Ｆ
ブックエキスプレスエキュート品川店　　　　108-0074 東京都港区高輪３－２６－２７　ＪＲ品川駅構内エキュート品川サウス内
くまざわ書店高輪店 108-0074 東京都港区高輪４－１０－１８　ウィング高輪２Ｆ
くまざわ書店アクアシティお台場店 135-0091 東京都港区台場１－７－１　アクアシティお台場４Ｆ
くまざわ書店南千住店 116-0003 東京都荒川区南千住４－７－２　ＬａＬａテラス南千住１Ｆ
紀伊國屋書店西武渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２１－１　西武渋谷店パーキング館１Ｆ
紀伊國屋書店笹塚店 151-0073 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４　笹塚ショッピングモール１Ｆ
紀伊國屋書店新宿南店 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２　タカシマヤタイムズスクエア南館６Ｆ
ブックエキスプレスｂｏｏｋｓｈｅｌｆ 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－５５　ＮＥＷｏＭａｎ新宿２Ｆ
ブックエキスプレス渋谷店　　　　　　　 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１－１　ＪＲ渋谷駅構内　埼京線乗換通路
今井書店ＡＲＥＡ 160-0022 東京都新宿区新宿３－１７－１７　
紀伊國屋書店新宿本店 163-8636 東京都新宿区新宿３－１７－７　
ブックエキスプレス新宿南口店　　　　　 160-0022 東京都新宿区新宿３－３８－１　ＪＲ新宿駅構内　改札内
くまざわ書店都庁店 163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１　東京都庁第一庁舎内１Ｆ・２Ｆ南側
くまざわ書店東京オペラシティ店 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２０－２　東京オペラシティ２Ｆ
紀伊國屋書店玉川高島屋店 158-0094 東京都世田谷区玉川３－１７－１　玉川高島屋ショッピングセンター南館５Ｆ
ブックエキスプレス秋葉原１号店 101-0021 東京都千代田区外神田１－１７－６　ＪＲ秋葉原駅構内　改札内
くまざわ書店大手町店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－３－１　都営三田線大手町駅Ｂ１改札外コンコース
ブックエキスプレスＨＩ　ＢＯＯＫ　　　 100-0005 東京都千代田区丸の内１－９－１　ＪＲ東日本東京駅構内１Ｆサウスコート内
ブックエキスプレス京葉ＳＴ店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－９－１　ＪＲ東京駅構内１Ｆ京葉ストリート内
ブックエキスプレスグランスタ東京店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－９－１　ＪＲ東日本東京駅丸の内地下１Ｆ
紀伊國屋書店大手町ビル店 100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１　大手町ビル１Ｆ
くまざわ書店ＩＹ綾瀬店 120-0005 東京都足立区綾瀬３－４－２５　イトーヨーカドー綾瀬店５Ｆ
文真堂書店足立花畑店 121-0061 東京都足立区花畑５－１３－２　ベルクスモール足立花畑２Ｆ
紀伊國屋書店北千住マルイ店 120-8501 東京都足立区千住３－９２　北千住マルイ８Ｆ
くまざわ書店千住大橋店 120-0038 東京都足立区千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住店１Ｆ
くまざわ書店浅草店 111-0033 東京都台東区花川戸１－４－１　ＥＫＩＭＩＳＥ６Ｆ
ブックエキスプレス新幹線上野店　　　　 110-0005 東京都台東区上野７－１－１　ＪＲ上野駅構内１Ｆ　新幹線改札内
ブックエキスプレスエキュート上野店　　　　110-0005 東京都台東区上野７－１－１　ＪＲ上野駅構内３Ｆエキュート上野内
くまざわ書店京急蒲田店 144-0052 東京都大田区蒲田４－５０－１１　ウィングキッチン京急蒲田Ｍ２Ｆ
くまざわ書店蒲田店 144-0052 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IY大森店 143-0016 東京都大田区大森北２－１３－１　イトーヨーカドー大森店３Ｆ
くまざわ書店田園調布店 145-0071 東京都大田区田園調布２－６２－４　東急スクエアガーデンサイト２Ｆ
くまざわ書店晴海トリトン店 104-0053 東京都中央区晴海１－８－１６　晴海アイランドスクウエア南商業施設２Ｆ
ブックエキスプレス大崎店 141-0032 東京都品川区大崎１－２１－４　ＪＲ大崎駅構内　北改札内
文教堂　大崎店 141-0032 東京都品川区大崎１－６－５　大崎ニューシティ５号館１Ｆ
ブックエキスプレス駒込店　　　　　　　 170-0003 東京都豊島区駒込２－１－１　ＪＲ駒込駅構内　改札内
くまざわ書店池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋１－１１－１　ルミネ池袋６Ｆ
旭屋書店池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋１－１－２５　東武百貨店池袋店７Ｆ
ブックエキスプレスアトレヴィ 巣鴨店 170-0002 東京都豊島区巣鴨１－１６－８　アトレヴィ巣鴨４Ｆ
旭屋書店アトレヴィ大塚店 170-0005 東京都豊島区南大塚３－３３－１　アトレヴィ大塚４Ｆ
くまざわ書店西武池袋店 171-0022 東京都豊島区南池袋１－２８－１　西武池袋駅Ｂ１Ｆ
ブックエキスプレスエキュート赤羽店　　　　　　　115-0045 東京都北区赤羽１－１－１　ＪＲ赤羽駅北口改札構内
くまざわ書店錦糸町店 130-0013 東京都墨田区錦糸２－２－１　アルカキット錦糸町９Ｆ
くまざわ書店大泉学園店 178-0063 東京都練馬区東大泉５－４３－１　ゆめりあフェンテ４Ｆ
くまざわ書店稲城店 206-0812 東京都稲城市矢野口２２８４－１　アメリア稲城ショッピングセンター１Ｆ
紀伊國屋書店国分寺店 185-0021 東京都国分寺市南町３－２０－３　ＣＥＬＥＯ国分寺８Ｆ
くまざわ書店武蔵小金井北口店 184-0004 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ＩＹ武蔵小金井店 184-0004 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
ブックエキスプレスディラ拝島店 196-0003 東京都昭島市松原町４－１４－４　ＪＲ拝島駅Ｄｉｌａ拝島内
くまざわ書店昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５６２－１　モリタウン本館２Ｆ
くまざわ書店永山店 206-0025 東京都多摩市永山１－４　グリナード永山３Ｆ
くまざわ書店桜ケ丘店 206-0011 東京都多摩市関戸１－１１－１　聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＡ館７Ｆ
くまざわ書店町田根岸店 194-0034 東京都町田市根岸町２３０－７　アメリア町田根岸店２Ｆ
くまざわ書店国領店 182-0022 東京都調布市国領町８－２－６４　イトーヨーカドー国領店３Ｆ
くまざわ書店東大和店 207-0022 東京都東大和市桜が丘２－１４２－１　イトーヨーカドー東大和店２Ｆ
くまざわ書店日野店 191-0011 東京都日野市日野本町３－１１－７　
くまざわ書店みなみ野店 192-0916 東京都八王子市みなみ野１－２－１　アクロスモール八王子みなみ野２Ｆ
くまざわ書店八王子店 192-0083 東京都八王子市旭町２－１１　
くまざわ書店IY八王子店 193-0941 東京都八王子市狭間町１４６２－１　イトーヨーカドー八王子店３Ｆ
くまざわ書店八王子南口店 192-0904 東京都八王子市子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子１Ｆ
くまざわ書店西八王子店 193-0835 東京都八王子市千人町２－２０－３　
紀伊國屋書店吉祥寺東急店 180-8519 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－３－１　東急百貨店吉祥寺店８Ｆ
くまざわ書店けやき台店 190-0001 東京都立川市若葉町１－７－１　若葉けやきモールＢ棟２Ｆ
くまざわ書店長津田店 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４－７－１　アピタ長津田店１Ｆ
くまざわ書店港北店 224-0003 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
紀伊國屋書店ららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１　ららぽーと横浜３Ｆ　３５０９０
紀伊國屋書店横浜みなとみらい店 231-8331 神奈川県横浜市中区桜木町１－１－７　Ｃｏｌｅｔｔｅ・Ｍａｒｅみなとみらい５Ｆ
ブックエキスプレスCIAL桜木町店　　　 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１－１　ＪＲ桜木町駅構内　シァル桜木町内
有隣堂　たまプラーザテラス店 225-8535 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１・２Ｆ
紀伊國屋書店横浜店 220-8510 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１　そごう横浜店７Ｆ
ブックエキスプレス横浜南口店 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１６－１　ＪＲ横浜駅南口改札内
くまざわ書店ランドマーク店 220-8105 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
くまざわ書店三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２－１９　三ツ境相鉄ライフ３Ｆ
くまざわ書店新横浜店 222-0033 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
天一書房　綱島店 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西１－６－１９　綱島コア１５
八重洲ブックセンター　京急上大岡店 233-8556 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６Ｆ
くまざわ書店能見台店 236-0058 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
ブックエキスプレスアトレ大船店 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間１－８－１　アトレ大船１Ｆ
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住吉書房
新杉田店 235-0033 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
元住吉店 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月１－２２－７　
紀伊國屋書店武蔵小杉店 211-0004 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
住吉書房
武蔵中原
店 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中４－２－１　ビーンズ武蔵中原２Ｆ
丸善ラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１　１Ｆ７１０３０　
北野書店本店 212-0027 神奈川県川崎市幸区新塚越２０１　ルリエ新川崎２Ｆ
くまざわ書店さぎ沼店 216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１　さぎ沼とうきゅう４Ｆ
くまざわ書店橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２　アリオ橋本店１Ｆ
紀伊國屋書店相模原伊勢丹店 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野４－４－３　伊勢丹相模原店４Ｆ
くまざわ書店相模大野店 252-0303 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Ａ棟６Ｆ
くまざわ書店相模原店 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原１－１－１９　相模原ｉｔ’ｓ４Ｆ
くまざわ書店大和店 242-0017 神奈川県大和市大和東１－１－１　大和プロス３Ｆ
くまざわ書店大和鶴間店 242-0001 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
ＮＥＴ２１平塚サクラ駅ビル店 254-0034 神奈川県平塚市宝町１－１　平塚ラスカ５Ｆ
ブックエキスプレスリエール藤沢店　　　 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢１－２　リエール藤沢店３Ｆ
くまざわ書店辻堂湘南モール店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－１－１　湘南モールＦＩＬＬ２Ｆ
くまざわ書店綾瀬店 252-1103 神奈川県綾瀬市深谷３７３４－１　綾瀬タウンヒルズショッピングセンター２Ｆ
くまざわ書店新逗子店 249-0006 神奈川県逗子市逗子５－１－６　京急新逗子駅ビルニート２Ｆ
くまざわ書店大船店 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－２５－３０　西友大船店６Ｆ
くまざわ書店横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２　ショッパーズプラザ横須賀３Ｆ
くまざわ書店久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜４－４－１０　ウイング久里浜４Ｆ
くまざわ書店上越店 943-0146 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　バロー上越モール１Ｆ
くまざわ書店　新潟亀田店 950-0157 新潟県新潟市江南区鵜ノ子４－４６６　アピタ新潟亀田店２Ｆ
くまざわ書店新潟西店 950-2023 新潟県新潟市西区小新４７４番地　アピタ新潟西店２Ｆ
くまざわ書店新潟デッキィ店 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江４－１２－２０　デッキィ４０１　Ｂ１Ｆ
紀伊國屋書店　新潟店 950-0088 新潟県新潟市中央区万代１－５－１　ラブラ万代６Ｆ
くまざわ書店長岡店 940-2093 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
明文堂書店　新入善店 939-0627 富山県下新川郡入善町椚山１１７８　
紀伊國屋書店富山店 930-0083 富山県富山市総曲輪３－８－６　総曲輪フェリオ７Ｆ
喜久屋書店高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３　イオンモール高岡２Ｆ
くまざわ書店富山店 930-0835 富山県富山市上冨居３－８－３８　アピタ富山東１Ｆ
金沢ビーンズ明文堂書店 920-8203 石川県金沢市鞍月５－１５８　
紀伊國屋書店金沢大和店 920-8550 石川県金沢市香林坊１－１－１　香林坊大和７Ｆ
紀伊國屋書店福井店 910-0006 福井県福井市中央１－９－２０　福井西武新館５Ｆ
くまざわ書店双葉店 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木６４５－１　ラザウォーク甲斐双葉１Ｆ
くまざわ書店伊那店 396-0021 長野県伊那市伊那５１９８　アピタ伊那店３Ｆ
くまざわ書店ＧＡＺＡ広丘店 399-0702 長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１　コミュニティマーケットプラザＧＡＺＡ広丘
くまざわ書店南松本店 390-0834 長野県松本市高宮中１－２０　イトーヨーカドー南松本店３Ｆ
くまざわ書店上田店 386-0025 長野県上田市天神３－５－８　アリオ上田２Ｆ
くまざわ書店長野店 381-0034 長野県長野市高田字高田１７５８－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ長野店２Ｆ
平安堂東和田店 381-0038 長野県長野市東和田５０５－１　
平安堂長野店 380-8539 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
くまざわ書店岐阜店 500-8462 岐阜県岐阜市加納神明町６－１　アピタ岐阜店３Ｆ
自由書房新高島屋店 500-8876 岐阜県岐阜市日ノ出町２－２５　岐阜高島屋９Ｆ
くまざわ書店柳津店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野３－３－６　カラフルタウン岐阜２Ｆ
喜久屋書店大垣店 503-0808 岐阜県大垣市三塚町丹瀬４６３－１　イオンタウン大垣２Ｆ
くまざわ書店大垣店 503-0015 岐阜県大垣市林町６－８０－２１　アクアウォーク大垣２Ｆ
くまざわ書店中津川店 508-0034 岐阜県中津川市淀川町３－８　アピタ中津川店１Ｆ
くまざわ書店美濃加茂店 505-0023 岐阜県美濃加茂市野笹町２－５－６５　アピタ美濃加茂店２Ｆ
くまざわ書店北方店 501-0438 岐阜県本巣郡北方町平成２－３　アピタ北方店２Ｆ
くまざわ書店三島店 411-0838 静岡県三島市中田町９－３０　日清プラザ　イトーヨーカドー３Ｆ
くまざわ書店沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町１－１－１　アントレ１Ｆ
くまざわ書店鳴海店 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３－２３２　なるぱーく１Ｆ
くまざわ書店名古屋北店 462-0032 愛知県名古屋市北区辻町９－１　アピタ名古屋北店３Ｆ
くまざわ書店千代田橋店 464-0011 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
くまざわ書店名西店 451-0064 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ヅヤ３Ｆ
くまざわ書店名古屋港店 455-0804 愛知県名古屋市港区当知２－１５０１　ポートウォークみなと３Ｆ
くまざわ書店東海通店 455-0018 愛知県名古屋市港区港明１－１０－２８　アピタ東海通点１Ｆ
くまざわ書店豊田店 471-0027 愛知県豊田市喜多町１－１４０　ギャザビル３Ｆ
くまざわ書店東海荒尾店 476-0003 愛知県東海市荒尾町山王前２０　アピタ東海荒尾店２Ｆ
くまざわ書店長久手店 480-1124 愛知県長久手市戸田谷９０１－１　アピタ長久手店２Ｆ
くまざわ書店大口店 480-0100 愛知県丹羽郡大口町丸２－３６　アピタ大口店２Ｆ
紀伊國屋書店名古屋空港店 480-0288 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
くまざわ書店桃花台店 485-0814 愛知県小牧市古雅１－１　ピアーレアピタ桃花台２Ｆ
くまざわ書店犬山店 484-0073 愛知県犬山市天神町１－１　犬山キャスター２Ｆ
くまざわ書店岩倉店 482-0024 愛知県岩倉市旭町１－２５　アピタ岩倉店２Ｆ
くまざわ書店刈谷店 448-0841 愛知県刈谷市南桜町２－５６－１　アピタ刈谷店３Ｆ
くまざわ書店蒲郡店 443-0034 愛知県蒲郡市港町１７－１０　アピタ蒲郡店２Ｆ
くまざわ書店岡崎北店 444-0911 愛知県岡崎市日名北町４－４６　アピタ岡崎北店２Ｆ
くまざわ書店稲沢店 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町１　アピタ稲沢２Ｆ
くまざわ書店一宮店 491-0022 愛知県一宮市両郷町１－２　テラスウォーク一宮２Ｆ
くまざわ書店木曽川店 493-0001 愛知県一宮市葉栗郡木曽川町黒田八ノ通５１－４　アピタ木曽川店２Ｆ
くまざわ書店安城店 446-0065 愛知県安城市大東町９－３１　ザモール安城２Ｆ
くまざわ書店三河安城店 446-0058 愛知県安城市三河安城南町１－４－８　ピアゴラフーズコア三河安城店２Ｆ
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くまざわ書店伊賀上野店 518-0007 三重県伊賀市服部町尾崎１７８８　アピタ伊賀上野店１Ｆ
くまざわ書店松阪店 515-2121 三重県松阪市市場庄町１２６６－１　アピタ松阪店１Ｆ
本の王国　文化センター前店 514-0061 三重県津市一身田上津部田字ロノ坪１１５－１　
未来屋書店　鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２　イオンモール鈴鹿２Ｆ
大垣書店　フォレオ大津一里山店 520-2153 滋賀県大津市一里山７－１－１　フォレオ大津一里山１Ｆ
紀伊國屋書店大津店 520-0806 滋賀県大津市打出浜１４－３０　大津パルコ５Ｆ
喜久屋書店草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００　イオンモール草津２Ｆ
くまざわ書店長浜店 526-0845 滋賀県長浜市小堀町４５０　アルプラザ２Ｆ
大垣書店　ダイヤモンドシティ店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１－０９１　イオンモール京都五条２Ｆ
くまざわ書店　京都ポルタ店 600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町　京都駅地下街Ｐｏｒｔａ６０４号
くまざわ書店四条烏丸店 600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町２０　四条烏丸ＦＴスクエアーＢ１Ｆ
旭屋書店イオン洛南店 601-8327 京都府京都市南区吉祥院御池町３１　イオン洛南店２Ｆ
大垣書店イオンモール京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６　イオンモール京都桂川店１Ｆ
くまざわ書店桃山店 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２　ＭＯＭＯテラス２Ｆ
くまざわ書店けいはんな店 619-0238 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１Ｆ
紀伊國屋書店高槻店 569-1196 大阪府高槻市白梅町４－１　高槻オーロラモール５Ｆ
田村書店富田店 569-1144 大阪府高槻市大畑町１３－１　ダイエー摂津冨田店
くまざわ書店津久野店 593-8329 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
福家書店　アリオ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　アリオ鳳アリオモール３Ｆ　３３００
天牛堺書店　光明池店 590-0138 大阪府堺市南区鴨谷台２－２－１　サンピア１Ｆ
紀伊國屋書店泉北店 590-0115 大阪府堺市南区茶山台１－３－１　パンジョ４Ｆ
紀伊國屋書店　堺北花田店 591-8008 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４Ｆ
旭屋書店　京阪守口店 570-0038 大阪府守口市河原町８－３　京阪百貨店７Ｆ
パルネット狭山店 589-0013 大阪府大阪狭山市茱萸木７－１１７５　
喜久屋書店阿倍野店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３１　アポロビル２Ｆ
くまざわ書店阿倍野店 545-0052 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Ｂ１Ｆ
紀伊國屋書店本町店 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３　大阪国際ビルディング１Ｆ
喜久屋書店心斎橋店 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３－４－１２　東急ハンズ心斎橋店Ｂ１Ｆ
旭屋書店なんばＣＩＴＹ店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０　なんばＣＩＴＹ　本館Ｂ２Ｆ
旭屋書店天王寺ＭＩＯ店 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９　天王寺ＭｉＯ９Ｆ
くまざわ書店天王寺店 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－４８　天王寺ミオプラザ館３Ｆ
紀伊國屋書店京橋店 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２－１－３８　京阪モール２Ｆ
紀伊國屋書店グランドビル店 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－４７　阪急グランドビル１Ｆ
紀伊國屋書店梅田本店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－３　阪急三番街
旭屋書店梅田地下街店 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２丁目　梅田地下街５－２
紀伊國屋書店グランフロント大阪店 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０　グランフロント大阪南館６Ｆ
くまざわ書店ポーズなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２－１０－７０　なんばパークス５Ｆ
田村書店上新庄店 533-0006 大阪府大阪市東淀川区上新庄２－２４－２４　阪急プラザ内
田村書店西九条店 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条１－３２－１７　0
喜久屋書店ＢＦ　新石切店 579-8026 大阪府東大阪市弥生町２－４３　新石切プラザ内
喜久屋書店富田林店 584-0082 大阪府富田林市向陽台３－１－１　エコールロゼ３Ｆ
田村書店ららぽーと和泉店 594-1157 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
田村書店千里中央店 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－３－３２１　せんちゅうパル３Ｆ・４Ｆ
田村書店南茨木店 567-0876 大阪府茨木市天王２－５－１０　阪急グリーンプラザ内
田村書店千里丘店 566-0001 大阪府摂津市千里丘１－１　千里丘駅東口ビル
田村書店南千里店 565-0862 大阪府吹田市津雲台１－１－３０　ガーデンモール南千里２Ｆ
田村書店吹田さんくす店 564-0027 大阪府吹田市朝日町２－１５１　吹田さんくす２番館１Ｆ
蔦屋東香里店 573-0075 大阪府枚方市東香里３－３－１３　
紀伊國屋書店　加古川店 675-0065 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
くまざわ書店加古川店 675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町２　グリーンモール本館３Ｆ
喜久屋書店須磨パティオ店 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－３　須磨パティオ３番館２Ｆ
喜久屋書店神戸学園都市店 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町１－４　キャンパススクェア内
喜久屋書店西神中央店 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５－２－３　プレンティ１番館３Ｆ
紀伊國屋書店　西神店 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５－９－４　そごう西神店５Ｆ
紀伊國屋書店神戸店 651-8511 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
喜久屋書店東急プラザ新長田店 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町５－５－１　東急プラザ新長田２１３
喜久屋書店北神戸店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１　イオンモール神戸北２Ｆ
喜久屋書店神戸北町店 651-1233 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
喜久屋書店西鈴蘭台店 651-1131 兵庫県神戸市北区北五葉１－１－１　西鈴神鉄ビル２Ｆ
田村書店伊川谷店 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬５４１－１　0
旭屋書店甲子園店 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町１－１００　ららぽーと甲子園２Ｆ
紀伊國屋書店川西店 666-0033 兵庫県川西市栄町１１－１　モザイクボックス４Ｆ
田村書店川西店 666-0033 兵庫県川西市栄町２５－１　アステ川西２Ｆ
喜久屋書店ＢＦ　相生店 678-0031 兵庫県相生市旭３－７－６　コープデイズ相生店内
喜久屋書店柏原店 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪２６５－１　コープエコー柏原１Ｆ
喜久屋書店Ｂｏｏｋｓちえのわ店 656-0332 兵庫県南あわじ市湊１１０　ショッピングセンターシーパーク内
くまざわ書店あまがさき店 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１－３－１　あまがさきキューズモール３Ｆ
田村書店武庫之荘北店 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘１－２－１０　0
喜久屋書店ＢＦ　花田店 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川字東戸出６６　ヤマダストア内
喜久屋書店姫路店 670-0055 兵庫県姫路市神子岡前３－１２－１７　ザモール姫路４Ｆ
喜久屋書店豊岡店 668-0023 兵庫県豊岡市加広町７－３２　コープデイズ豊岡２Ｆ
喜久屋書店明石駅ビル店 673-0891 兵庫県明石市大明石町１－１－２３　ピオレ明石西館１Ｆ
くまざわ書店明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前１－１８　イトーヨーカドー明石店３Ｆ
田村書店猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１　イオン猪名川店内
喜久屋書店ショップひろせ店 667-0131 兵庫県養父市上野１６９０－５　
旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町３０２７　イオンモール奈良登美ケ丘３Ｆ
喜久屋書店橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１　イオンモール橿原アルル３Ｆ
喜久屋書店大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町７４１　イオンモール大和郡山２Ｆ
くまざわ書店奈良店 630-8012 奈良県奈良市二条大路南１－３－１　イトーヨーカドー奈良店４Ｆ
くまざわ書店和歌山ＭＩＯ店 640-8331 和歌山県和歌山市美園町５－６１　和歌山ＭＩＯ４Ｆ
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今井書店境港店 684-0033 鳥取県境港市上道町３２９７　
今井書店　倉吉パープルタウン店 682-0023 鳥取県倉吉市山根５５７－１　倉吉ＳＣパープルタウン２Ｆ
倉吉今井書店 682-0806 鳥取県倉吉市昭和町２－２５４　
今井書店吉成店 680-0874 鳥取県鳥取市叶３１０　
今井書店　湖山店 680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東４－８５　
今井書店田園町店 680-0803 鳥取県鳥取市田園町４－３３６　
今井書店　アプト店 689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋３７１　アプト内
今井書店　錦町店 683-0811 鳥取県米子市錦町３－９０　
本の学校 　今井ブックセンター 683-0801 鳥取県米子市新開２－３－１０　
今井書店米子しんまち天満屋店 683-0805 鳥取県米子市西福原２－１－１０　米子しんまち天満屋３Ｆ
今井書店プラーナ店 692-0011 島根県安来市安来町７６１－４　安来プラーナ店内
今井書店木次マルシェリーズ店 699-1311 島根県雲南市木次町里方３０－２　
今井書店出雲店 693-0066 島根県出雲市高岡町１２３７－１　
今井書店ゆめタウン出雲店 693-0063 島根県出雲市大塚町６５０－１　ゆめタウン出雲店２Ｆ
松江今井書店　学園通り店 690-0825 島根県松江市学園２－３３－８　
今井書店 殿町店 690-0887 島根県松江市殿町６３　
今井書店グループセンター店 690-0058 島根県松江市田和山町８８　
今井書店ゆめタウン浜田店 697-0052 島根県浜田市港町２２７－１　イズミゆめタウン浜田店３Ｆ
ＴＳＵＴＡＹＡ高屋店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋字大田５０　
紀伊國屋書店クレド岡山店 700-0821 岡山県岡山市北区中山下１－８－４５　ＮＴＴクレド岡山ビル５Ｆ
紀伊國屋書店エブリイ津高店 701-1145 岡山県岡山市北区横井上８３－３　エブリイＯｋａｎａｋａ津高３Ｆ
喜久屋書店津山店 708-0001 岡山県津山市小原１２９－３　
喜久屋書店倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１　イオンモール倉敷２Ｆ
くまざわ書店安芸店 731-4311 広島県安芸郡坂町北新地２－３－３０　フジグラン安芸店内
フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 735-8588 広島県安芸郡府中町大須２－１－１－３０２２　
アルパークブックガーデン廣文館 733-0841 広島県広島市西区井口明神１－１６－１　アルパーク西棟４Ｆ
フタバ図書アルティアルパーク北棟店 733-0863 広島県広島市西区草津南４－７－１　アルパーク北棟２Ｆ
紀伊國屋書店広島店 730-0011 広島県広島市中区基町６－２７　広島センタービル６Ｆ
紀伊國屋書店ゆめタウン広島店 734-0007 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廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良２－２－１　ゆめタウン廿日市３Ｆ
くまざわ書店ふくやま店 720-0067 広島県福山市西町１－１－１　エフピコＲｉＭ１Ｆ
くまざわ書店下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町４－４－７　シーモールｅｓｔ４Ｆ
ブックランド都野　サンリブ下松店 744-0027 山口県下松市南花岡６－８－１　サンリブ下松店２Ｆ
文榮堂ゆめタウン山口店 753-0214 山口県山口市大内御堀１３０９－１　
宮脇書店　徳山店 745-0823 山口県周南市周陽１－２－２３　
ブックスサンピア都野 742-0031 山口県柳井市南町４－５－３　ゆめタウン柳井店内
紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野東中須８８－１　ゆめタウン徳島２Ｆ
紀伊國屋書店徳島店 770-8511 徳島県徳島市寺島本町西１－５　そごう徳島店８Ｆ
ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 763-0093 香川県丸亀市郡家町１８６０－１　
紀伊國屋書店丸亀店 763-0055 香川県丸亀市新田町１５０　ゆめタウン丸亀２Ｆ
紀伊國屋書店高松店 760-0029 香川県高松市丸亀町１－１　高松丸亀町壱番街３Ｆ
宮脇書店　本店 760-0029 香川県高松市丸亀町４－８　
くまざわ書店高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン高松２Ｆ
くまざわ書店ＣＯＭ高松店 760-0011 香川県高松市浜ノ町１－２０　ＣＯＭ高松２Ｆ
宮脇書店　南本店 761-8071 香川県高松市伏石町２１３９－１１　
明屋書店　平井店 791-0243 愛媛県松山市平井町甲２３５２　
紀伊國屋書店いよてつ高島屋店 790-8587 愛媛県松山市湊町５－１－１　いよてつ高島屋７Ｆ
紀伊國屋書店久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川１－２－１　ゆめタウン久留米２Ｆ
ＴＳＵＴＡＹＡ前原店 819-1102 福岡県糸島市高田５－２３－６　
明屋書店　くりえいと宗像店 811-4184 福岡県宗像市くりえいと１－４－６　
リブロ　春日店 816-0814 福岡県春日市春日５－１７　ザ・モール春日２Ｆ
フタバ図書　ＴＥＲＡ福岡東店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木　１９２－１－２００１イオンモール福岡２Ｆ
積文館書店　筑紫野店 818-0081 福岡県筑紫野市針摺東３－３－１　ゆめタウン内
くまざわ書店筑紫野店 818-0034 福岡県筑紫野市美しが丘南１－１２－１　筑紫野ベレッサ２Ｆ
紀伊國屋書店天神イムズ店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－７－１１　ＩＭＳ４Ｆ
積文館書店　天神地下街店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２地下３号　
紀伊國屋書店ゆめタウン博多店 812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－１－１　ゆめタウン博多２Ｆ
紀伊國屋書店福岡本店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１　博多バスターミナル６Ｆ
くまざわ書店若松店 808-0103 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
喜久屋書店小倉南店 800-0221 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２Ｆ
くまざわ書店サンリブもりつね店 802-0972 福岡県北九州市小倉南区守恒１－１１－２５　サンリブもりつね２Ｆ
くまざわ書店サンリブ小倉店 800-0255 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
喜久屋書店小倉店 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１　ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍ９Ｆ
くまざわ書店小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１　小倉駅アミュプラザ店６Ｆ
紀伊國屋書店佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀２Ｆ
くまざわ書店佐賀店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町尼寺３５３５　イオンＳＴ大和１Ｆ
紀伊國屋書店長崎店 850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１　ゆめタウン夢彩都４Ｆ
くまざわ書店佐世保店 857-0871 長崎県佐世保市本島町４－７　ＴＷＩＮＫＬＥ　Ｂ１Ｆ
紀伊國屋書店熊本光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７－３３－１　ゆめタウン光の森２Ｆ
紀伊國屋書店熊本はません店 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－２－１　ゆめタウンはません内
くまざわ書店熊本店 860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町８－１　鶴屋百貨店東館５Ｆ
くまざわ書店くまなん店 860-0833 熊本県熊本市中央区平成３－２３－３０　サンリブシティくまなん３Ｆ
紀伊國屋書店大分店 870-0161 大分県大分市明野東１－１－１　あけのアクロスタウン二番街２Ｆ
紀伊國屋書店アミュプラザおおいた 870-0831 大分県大分市要町１－１４　アミュプラザおおいた４Ｆ
くまざわ書店大分店 870-0174 大分県大分市公園通り西２－１　パークプレイス大分２Ｆ
旭屋書店イオンモール宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１－２３２　イオンモール宮崎２Ｆ
くまざわ書店延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１　延岡ニューシティ１Ｆ
紀伊國屋書店鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１－１　アミュプラザ鹿児島４Ｆ
くまざわ書店鹿屋店 893-0016 鹿児島県鹿屋市白崎町４－１　プラッセだいわ鹿屋店３Ｆ
くまざわ書店与次郎店 890-0062 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２Ｆ
ジュンク堂書店  那覇店 900-0013 沖縄県那覇市牧志１－１９－２９　Ｄｎａｈａ内
くまざわ書店那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２　イオン那覇店３Ｆ
球陽堂書房那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプレイス２Ｆ
くまざわ書店サンエー八重瀬店 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原波平原９５－１　サンエー八重瀬シティ１Ｆ
くまざわ書店西原店 903-0102 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅１３０－２０２　
くまざわ書店マチナト店 901-2133 沖縄県浦添市城間２００８－１　サンエーマチナトシティ２Ｆ
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