
・全国の展開書店のうち、一部の店舗を掲載しています。
・掲載期間は2021/9/30までの予定です。
・開催期間／開催規模は店舗によって異なります。
・応募シールつきの商品は数に限りがあります。ご了承ください。

県名 市区町村名 書店名
新潟県 新潟市 くまざわ書店　新潟亀田店
新潟県 新潟市 くまざわ書店　新潟西店
新潟県 新潟市 ジュンク堂書店　新潟店
新潟県 新潟市 くまざわ書店　新潟デッキィ店
新潟県 新潟市 紀伊國屋書店　新潟店
新潟県 長岡市 戸田書店　長岡店
新潟県 長岡市 くまざわ書店　長岡店
新潟県 南魚沼市 ゲオ　塩沢店
富山県 下新川郡入善町 明文堂書店　新入善店
富山県 滑川市 明文堂書店　滑川店
富山県 魚津市 文苑堂書店　魚津サンプラザ店
富山県 高岡市 喜久屋書店　高岡店
富山県 高岡市 文苑堂書店　戸出店
富山県 高岡市 文苑堂書店　清水町店
富山県 高岡市 文苑堂書店　福田本店
富山県 高岡市 文苑堂書店　野村店
富山県 黒部市 明文堂書店　黒部店
富山県 射水市 文苑堂書店　小杉店
富山県 射水市 明文堂書店　高岡射水店
富山県 射水市 文苑堂書店　新湊店
富山県 氷見市 明文堂書店　氷見店
富山県 富山市 ツタヤブックストア　藤の木店
富山県 富山市 明文堂書店　富山掛尾店
富山県 富山市 明文堂書店　富山新庄経堂店
富山県 富山市 明文堂書店　富山有沢橋店
富山県 富山市 くまざわ書店　富山店
富山県 富山市 紀伊國屋書店　富山店
富山県 富山市 文苑堂書店　富山豊田店
富山県 富山市 文苑堂書店　本郷店
石川県 加賀市 平和書店　アル・プラザ加賀店
石川県 河北郡津幡町 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ津幡店
石川県 金沢市 金沢ビーンズ明文堂
石川県 金沢市 紀伊國屋書店　金沢大和店
石川県 金沢市 北国書林　アルプラザ店
石川県 金沢市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ金沢店
石川県 鹿島郡中能登町 きくざわ書店　アルプラザ鹿島店
石川県 七尾市 きくざわ書店　ナッピィモール店
石川県 七尾市 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ能登七尾店
石川県 小松市 平和書店　アル・プラザ小松店
石川県 小松市 ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店
石川県 小松市 明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ
石川県 能美市 北国書林　辰口店
石川県 白山市 北国書林　松任店
石川県 白山市 北国書林　アピタ松任店
石川県 野々市 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店
福井県 越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店
福井県 坂井市 ＫａＢｏＳ　三国店
福井県 坂井市 平和書店　アル・プラザアミ店
福井県 鯖江市 平和書店　アル・プラザ鯖江店
福井県 鯖江市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　鯖江店
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福井県 勝山市 ＫａＢｏＳ　勝山店
福井県 小浜市 三洋堂書店　小浜店
福井県 大野市 勝木書店　大野店
福井県 敦賀市 ＫａＢｏＳ　ＭＥＧＡドン・キホーテ敦賀店
福井県 敦賀市 平和書店　アル・プラザ敦賀店
福井県 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店
福井県 福井市 ＫａＢｏＳ　ベル店
福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　ＷＡＳＳＥ店
福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店
福井県 福井市 紀伊國屋書店　福井店
福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店
山梨県 甲斐市 くまざわ書店　双葉店
山梨県 甲斐市 よむよむ　新敷島店
山梨県 甲府市 ジュンク堂書店　岡島甲府店
山梨県 甲府市 よむよむ　フレスポ甲府東店
長野県 松本市 丸善　松本店
長野県 安曇野市 平安堂　あづみ野店
長野県 伊那市 平安堂　伊那店
長野県 駒ヶ根市 三洋堂書店　駒ヶ根店
長野県 上田市 平安堂　上田しおだ野店
長野県 上田市 平安堂　上田店
長野県 上田市 くまざわ書店　上田店
長野県 諏訪市 平安堂　諏訪店
長野県 千曲市 平安堂　更埴店
長野県 長野市 平安堂　若槻店
長野県 長野市 平安堂　川中島店
長野県 長野市 平安堂　東和田店
長野県 長野市 平安堂　新長野店
長野県 飯田市 平安堂　座光寺店
長野県 飯田市 平安堂　飯田店
岐阜県 可児郡御嵩町 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩店
岐阜県 可児市 三洋堂書店　下恵土店
岐阜県 海津市 三洋堂書店　南濃店
岐阜県 各務原市 三洋堂書店　各務原店
岐阜県 関市 三洋堂書店　新関店
岐阜県 関市 三洋堂書店　せき東店
岐阜県 岐阜市 三洋堂書店　芥見店
岐阜県 岐阜市 三洋堂書店　市橋店
岐阜県 岐阜市 丸善　岐阜店
岐阜県 岐阜市 大垣書店　岐阜高島屋店
岐阜県 岐阜市 三洋堂書店　長良店
岐阜県 岐阜市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ長森店
岐阜県 岐阜市 くまざわ書店　柳津店
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 郡上市 三洋堂書店　大和店
岐阜県 恵那市 三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店
岐阜県 恵那市 コスモブックセンター
岐阜県 高山市 三洋堂書店　ルビットタウン高山店
岐阜県 高山市 三洋堂書店　こくふ店
岐阜県 高山市 三洋堂書店　高山店
岐阜県 山県市 三洋堂書店　高富店
岐阜県 瑞穂市 三洋堂書店　穂積店
岐阜県 瑞浪市 三洋堂書店　瑞浪中央店
岐阜県 多治見市 三洋堂書店　たじみ店
岐阜県 多治見市 三洋堂書店　多治見南店
岐阜県 大垣市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店
岐阜県 大垣市 喜久屋書店　大垣店
岐阜県 大垣市 平和書店　アル・プラザ鶴見店
岐阜県 大垣市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店



岐阜県 大垣市 三洋堂書店　大垣バロー店
岐阜県 中津川市 三洋堂書店　中つ川店
岐阜県 中津川市 三洋堂書店　ルビットタウン中津川店
岐阜県 土岐市 三洋堂書店　土岐店
岐阜県 美濃加茂市 三洋堂書店　みのかも店
岐阜県 美濃加茂市 くまざわ書店　美濃加茂店
岐阜県 不破郡垂井町 三洋堂書店　垂井店
岐阜県 本巣郡北方町 いけだ書店　北方店
岐阜県 本巣市 三洋堂書店　本巣店
岐阜県 揖斐郡大野町 三洋堂書店　大野店
岐阜県 養老郡養老町 三洋堂書店　養老店
静岡県 掛川市 明屋書店　掛川西郷店
静岡県 湖西市 明屋書店　イケヤ湖西店
静岡県 三島市 くまざわ書店　三島店
静岡県 駿東郡清水町 マルサン書店　サントムーン店
静岡県 沼津市 マルサン書店　仲見世店
静岡県 沼津市 谷島屋　ららぽーと沼津店
静岡県 沼津市 マルサン書店　駅北店
静岡県 焼津市 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店
静岡県 静岡市 戸田書店　柏屋店
静岡県 静岡市 谷島屋　パルシェ店
静岡県 静岡市 ＮＥＴ２１吉見書店竜南店
静岡県 静岡市 谷島屋　流通通り店
静岡県 静岡市 谷島屋　マークイズ静岡店
静岡県 静岡市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店
静岡県 静岡市 ＮＥＴ２１吉見書店長田店
静岡県 静岡市 戸田書店　江尻台店
静岡県 静岡市 ＭＡRＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店新静岡店
静岡県 藤枝市 戸田書店　藤枝東店
静岡県 磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店
静岡県 磐田市 谷島屋　磐田店
静岡県 磐田市 谷島屋　アピタ磐田店
静岡県 浜松市 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店
静岡県 浜松市 明屋書店　イケヤ高丘店
静岡県 浜松市 谷島屋　浜松本店
静岡県 浜松市 明屋書店　浜松渡瀬店
静岡県 浜松市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店
静岡県 浜松市 谷島屋　サンストリート浜北店
静岡県 浜松市 谷島屋　本沢合店
静岡県 浜松市 谷島屋　三方原店
静岡県 富士宮市 谷島屋　富士宮店
静岡県 富士宮市 大垣書店　イオンモール富士宮店
静岡県 富士宮市 戸田書店　富士宮店
静岡県 富士市 戸田書店　富士店
静岡県 富士市 谷島屋　富士店
愛知県 あま市 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店
愛知県 安城市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店
愛知県 安城市 くまざわ書店　三河安城店
愛知県 一宮市 くまざわ書店　一宮店
愛知県 稲沢市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店
愛知県 稲沢市 くまざわ書店　稲沢店
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 岡崎市 くまざわ書店　岡崎北店
愛知県 刈谷市 くまざわ書店　刈谷店
愛知県 岩倉市 くまざわ書店　岩倉店
愛知県 犬山市 くまざわ書店　犬山店
愛知県 江南市 三洋堂書店　江南店
愛知県 江南市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店



愛知県 高浜市 三洋堂書店　高浜Ｔぽーと店
愛知県 春日井市 三洋堂書店　鳥居松店
愛知県 春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
愛知県 小牧市 三洋堂書店　こまき店
愛知県 瀬戸市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ瀬戸店
愛知県 瀬戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店
愛知県 瀬戸市 三洋堂書店　ひしの店
愛知県 清須市 三洋堂書店　清洲店
愛知県 西春日井郡豊山町 紀伊國屋書店　名古屋空港店
愛知県 西尾市 三洋堂書店　シャオ西尾店
愛知県 西尾市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店
愛知県 西尾市 三洋堂書店　西尾店
愛知県 知多郡阿久比町 くまざわ書店　阿久比店
愛知県 知立市 丸善　アピタ知立店
愛知県 知立市 三洋堂書店　知立店
愛知県 長久手市 くまざわ書店　長久手店
愛知県 長久手市 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店
愛知県 東海市 くまざわ書店　東海荒尾店
愛知県 東海市 ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店
愛知県 東海市 三洋堂書店　大田川店
愛知県 日進市 三洋堂書店　かぐ山店
愛知県 日進市 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店
愛知県 半田市 三洋堂書店　乙川店
愛知県 半田市 三洋堂書店　半田店
愛知県 半田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店
愛知県 尾張旭市 三洋堂書店　城山店
愛知県 碧南市 三洋堂書店　碧南店
愛知県 豊川市 三洋堂書店　豊川店
愛知県 豊田市 三洋堂書店　梅坪店
愛知県 豊田市 三洋堂書店　本新店
愛知県 名古屋市 丸善　イオンタウン千種
愛知県 名古屋市 三洋堂書店　当知店
愛知県 名古屋市 三洋堂書店　志段味店
愛知県 名古屋市 三洋堂書店　いりなか店
愛知県 名古屋市 三洋堂書店　新開橋店
愛知県 名古屋市 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店
愛知県 名古屋市 くまざわ書店　名西店
愛知県 名古屋市 くまざわ書店　千代田橋店
愛知県 名古屋市 丸善　アスナル金山店
愛知県 名古屋市 ジュンク堂書店　名古屋栄店
愛知県 名古屋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
愛知県 名古屋市 三洋堂書店　中野橋店
愛知県 名古屋市 三省堂書店　名古屋本店
愛知県 名古屋市 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店
愛知県 名古屋市 くまざわ書店　名古屋南店
愛知県 名古屋市 くまざわ書店　アピタ名古屋北店
愛知県 名古屋市 三洋堂書店　よもぎ店
愛知県 名古屋市 丸善　ヒルズウォーク徳重店
愛知県 名古屋市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店
愛知県 名古屋市 丸善　名古屋本店
愛知県 名古屋市 ジュンク名古屋
愛知県 弥富市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店


