
・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～8/31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。
・フェア帯付の商品は数に限りがあります。ご了承ください。

県名 書店名

北海道

くまざわ書店　函館ポールスター店/くまざわ書店　アリオ札幌店/紀伊國屋書店　札幌本店/コーチャンフォー　ミュンヘ
ン大橋店/コーチャンフォー　新川通り店/コーチャンフォー　美しが丘店/コーチャンフォー　旭川店/ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュ
ンク堂書店　札幌店/文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店/文教堂書店　札幌ルーシー店/文教堂書店　函館昭和店/喜久屋書
店　帯広店/喜久屋書店　小樽店/くまざわ書店　手稲店/くまざわ書店　釧路店/くまざわ書店　東神楽店/紀伊國屋書
店　厚別店/三省堂書店　札幌店/コーチャンフォー　釧路店/コーチャンフォー　北見店/ジュンク堂書店　旭川店/函館
栄好堂　丸井今井店/大垣書店　マルヤマクラス店/大垣書店　東光ストア円山店/大垣書店　東光ストア行啓通店/ゲ
オ　札幌手稲店/ゲオ　千歳駅前店/ゲオ　滝川東町店/ゲオ　室蘭東町店/ゲオ　伊達インター店/ゲオ　北見南大通店
/ゲオ　中標津店

青森県
くまざわ書店　五所川原店/ＮＥＴ２１伊吉書院類家店/くまざわ書店　青森店/くまざわ書店　八戸店/ＮＥＴ２１伊吉書院
西店/ジュンク堂書店　弘前中三店/ブックスモア　青森中央店

岩手県
東山堂　イオンモール前潟盛岡店/東山堂　イオンモール盛岡南店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店/東山堂　北上店/東
山堂　三ツ割店/東山堂　肴町本店/東山堂　川徳店/東山堂　都南店/ジュンク堂書店　盛岡店

宮城県
八文字屋書店/八文字屋書店　セルバ店/くまざわ書店　アリオ仙台泉店/くまざわ書店　エスパル仙台店/紀伊國屋書
店　仙台店/丸善　仙台アエル店/ＮＥＴ２１ブックセンターササエ古川店

秋田県
ブックスモア　鷹巣店/ジュンク堂書店　秋田店/ブックスモア　大館店/ブックスモア　本荘店/ブックスモア　湯沢店/ブッ
クスモア　秋田潟上店/ブックスモア　大曲店

山形県
八文字屋　北店/ＴＥＮＤＯ八文字屋/八文字屋　長井店/こぴあ八文字屋ＰＳ/八文字屋　鶴岡店/八文字屋　本店/丸井
八文字屋/みずほ八文字屋/戸田書店　山形店/戸田書店　三川店

福島県

くまざわ書店　須賀川店/くまざわ書店　福島店/岩瀬書店　富久山店プラスゲオ/岩瀬書店　八木田店プラスゲオ/ブッ
クエース　イオンモールいわき小名浜店/くまざわ書店　会津若松店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店/岩瀬書店　会津若
松駅前店/岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店/岩瀬書店　福島駅西口店/岩瀬書店　鎌田店/リブロ　郡山店/ブック
エース　植田店/ブックエース　上荒川店/ジュンク堂書店　郡山店/ゲオ　ヨークタウン福島野田店

茨城県

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野う
しく店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店/
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店/川又書店
県庁店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば/三洋堂書店　石岡店/くまざわ書店　取手店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店/Ｗｏ
ｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ
千代田店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店/
リブロ　つくばキュート店/リブロ　ひたちなか店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店/ブックエース　見和店/ブックエース　茨
大前店/ブックエース　勝田東石川店/川又書店　エクセル店/ブックエース　日立鮎川店/ブックエース　坂東店/ブック
エース　下妻店/ブックエース　下館店/ブックエース　結城店/ブックエース　新取手店/ＮＥＴ２１かもじや本店駅ビル店/
ＮＥＴ２１ＢＴベル水海道店/ＮＥＴ２１ブックシアターベル　マスダ店/丸善　水戸京成店/丸善　日立店

栃木県
くまざわ書店　宇都宮インターパーク店/くまざわ書店　宇都宮店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店
/喜久屋書店　宇都宮店/くまざわ書店　足利コムファースト店/くまざわ書店　鹿沼店/くまざわ書店　アピタ宇都宮店/
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店/ゲオ　大平店/ゲオ　間々田店/ゲオ　佐野高萩店

群馬県
くまざわ書店　伊勢崎店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店/紀伊國屋書店　前橋店/喜久屋書店　太田
店/くまざわ書店　大間々店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店/戸田書店　桐生店/ゲオ　館林店/ゲオ　藤岡店/ゲオ　笠懸店

埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン/明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田/ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店/くまざわ書店　ララガーデン川
口店/ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店/くまざわ書店　蕨錦町店/くまざわ書店　的場店/くまざわ書店　宮原店/くまざわ書店　鷲
宮店/ブックファースト　ルミネ川越店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店/紀伊國屋書店　さいたま新都心店/紀伊國屋書店　浦和
パルコ店/東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店/旭屋書店　アリオ上尾店/パルコブックセンター　新所沢店/リブロ
ピオニウォーク東松山店/リブロ　ららぽーと富士見店/リブロ　鴻巣店/リブロ　ララガーデン春日部店/明文堂書店　川
口末広店/文教堂書店　朝霞マルエツ店/文教堂書店　川口駅店/文教堂書店　東川口店/文教堂書店　岩槻店/文教
堂　熊谷駅店/須原屋　本店/須原屋　川口前川店/須原屋　コルソ店/須原屋　熊谷店/須原屋　アリオ川口店/須原屋
武蔵浦和店/くまざわ書店　秩父店/くまざわ書店　草加ＶＡＲＩＥ店/いけだ書店　上尾店/くまざわ書店　イオンタウンふ
じみ野店/くまざわ書店　浦和美園店/くまざわ書店　和光店/くまざわ書店　入間店/くまざわ書店　飯能店/くまざわ書
店　上里店/ブックファースト　ルミネ大宮店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店/紀伊國屋書店　入間丸
広店/紀伊國屋書店　川越店/東京旭屋書店　新越谷店/東京旭屋書店　志木店/三省堂書店　大宮店/リブロ　東松山
店/ブックセンターよむよむビバモール埼玉大井/リブロ　川越店/リブロ　小手指店/ブックセンターよむよむ　坂戸入西
店/よむよむＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ本庄/ブックセンターよむよむ　草加松原店/ブックセンターよむよむ　草加谷塚
駅前店/ブックセンターよむよむ　鶴ヶ島脚折店/ブックエース　春日部１６号線店/ブックエース　杉戸店/ＮＥＴ２１ブック
スページワン大宮宮原店/丸善　桶川店/ジュンク堂書店　大宮高島屋店/丸善　丸広百貨店東松山店/丸善　丸広百貨
店飯能店/ブックマルシェ　上尾店/ゲオ　大沼店/ゲオ　新行田店/ゲオ　毛呂山店/ゲオ　鴻巣店/ゲオ　草加新田店/
ゲオ　フレスポ八潮店

千葉県

ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店/くまざわ書店　モラージュ柏店/くまざわ書店　四街道店/くまざわ書店　蘇我店/くまざわ
書店　柏高島屋店/くまざわ書店　ららぽーと店/ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店/くまざわ書店　新鎌ケ谷店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ
東金店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店/ＷｏｎｄｅｒＧＯ
Ｏ　千葉ニュータウン店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店/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/丸
善　津田沼店/三洋堂書店　岬店/三洋堂書店　市原牛久店/文教堂書店　浦安西友店/文教堂書店　茂原店/福家書
店　市川店/喜久屋書店　松戸店/喜久屋書店　千葉ニュータウン店/くまざわ書店　幕張店/くまざわ書店　ペリエ西千
葉店/くまざわ書店　ペリエ千葉本店/くまざわ書店　シャポー本八幡店/くまざわ書店　松戸店/くまざわ書店　公津店/く
まざわ書店　木更津店/くまざわ書店　稲毛店/くまざわ書店　八千代台店/くまざわ書店　松戸新田店/ＡＣＡＤＥＭＩＡくま
ざわ書店　津田沼Ｐ店/有隣堂　アトレ新浦安店/ブックファースト　シャポー市川店/ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店/紀伊國
屋書店　セブンパークアリオ柏店/東京旭屋書店　船橋店/ブックエース　成田赤坂店/ジュンク堂書店　柏モディ店/丸
善　舞浜イクスピアリ店/ジュンク堂書店　南船橋店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ君津店/ゲオ　富里店

東京都

くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店/くまざわ書店　田町店/くまざわ書店　南千住店/くまざわ書店　イトーヨーカドー
綾瀬店/くまざわ書店　西新井店/くまざわ書店　錦糸町店/くまざわ書店　千住大橋店/くまざわ書店　大泉学園店/くま
ざわ書店　国領店/くまざわ書店　イーアス高尾店/くまざわ書店　東大和店/くまざわ書店　桜ヶ丘店/くまざわ書店　昭
島店/有隣堂　ららぽーと豊洲店/有隣堂　ららぽーと立川立飛店/有隣堂　セレオ八王子店/ブックファースト　ルミネ北
千住店/ブックファースト　中野店/ブックファースト　アトレ吉祥寺店/紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店/紀伊國屋
書店　新宿本店/紀伊國屋書店　笹塚店/紀伊國屋書店　玉川高島屋店/紀伊國屋書店　国分寺店/東京旭屋書店　池
袋店/三省堂書店　池袋本店/三省堂書店　神保町本店/コーチャンフォー　若葉台店/リブロ　浅草店/リブロ　エミオ富
士見台店/リブロ　大泉店/リブロ　光が丘店/リブロ　花小金井店/リブロ　ひばりが丘店/ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　ｎｏｎｏｗａ国
立店/パルコブックセンター　調布店/オリオン書房　ルミネ立川店/リブロ　国領店/オリオン書房　ノルテ店/リブロ　南
町田グランベリーパーク店/オリオン書房　イオンモールむさし村山店/ブックセンターよむよむザ・モールみずほ店/リブ
ロ　田無店/ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店/ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店/ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店
/丸善　日本橋店/丸善　丸の内本店/ジュンク堂書店　池袋本店/ジュンク堂書店　吉祥寺店/ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩セン
ター店/ジュンク堂書店　立川高島屋店/書泉芳林堂書店　高田馬場店/文教堂書店　市ヶ谷店/文教堂書店　人形町店
/文教堂書店　広尾店/文教堂書店　赤坂店/文教堂書店　大崎店/文教堂書店　二子玉川店/文教堂書店　青戸店/文
教堂書店　赤羽店/文教堂書店　グリーンコート店/文教堂書店　中野坂上店/文教堂書店　南大沢店/文教堂書店　河
辺店/文教堂書店　小平店/文教堂書店　成瀬店/文教堂書店　あきる野とうきゅう店/明屋書店　中野ブロードウェイ店/
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急蒲田店/くまざわ書店　田園調布店/くまざわ書店　グランデュオ蒲田店/くまざわ書店
船堀店/くまざわ書店　品川店/くまざわ書店　アクアシティお台場店/くまざわ書店　東京オペラシティ店/くまざわ書店
浅草店/くまざわ書店　豊洲店/くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店/くまざわ書店　八王子みなみ野店/くまざわ
書店　調布店/くまざわ書店　稲城店/くまざわ書店　ＩＹ武蔵小金井店/くまざわ書店　八王子店/くまざわ書店　西八王
子店/くまざわ書店　永山店/くまざわ書店　イトーヨーカドー八王子店/くまざわ書店　町田根岸店/くまざわ書店　武蔵
小金井北口店/くまざわ書店　八王子南口店/有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店/ＳＴＯＲＹ　ＳＴＯＲＹ/有隣堂　アトレ目黒店/
有隣堂　アトレ大井町店/有隣堂　グランデュオ蒲田店/有隣堂　アトレ恵比寿店/有隣堂　アトレ亀戸店/有隣堂　錦糸
町テルミナ店/有隣堂　シャポー小岩店/有隣堂　アトレヴィ三鷹店/有隣堂　町田モディ店/ブックファースト　五反田店/
ブックファースト　アトレ大森店/ブックファースト　新宿店/ブックファースト　ルミネ町田店/紀伊國屋書店　西武渋谷店/
紀伊國屋書店　吉祥寺東急店/紀伊國屋書店　小田急町田店/東京旭屋書店　アトレヴィ大塚店/三省堂書店　成城店
/三省堂書店　下北沢店/三省堂書店　有楽町店/三省堂書店　経堂店/三省堂書店　東京ソラマチ店/あゆみＢｏｏｋｓ
瑞江店/あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店/リブロ　福生店/オリオン書房　サザン店/オリオン書房　アレア店/ＮＥＴ２１第一書林
新小岩南口店/ＮＥＴ２１第一書林　新小岩北口店/ＮＥＴ２１秀文堂方南町店/ＮＥＴ２１往来堂書店　千駄木店/ＮＥＴ２１
千歳船橋店/ＮＥＴ２１井上昭島店/ＮＥＴ２１今野西荻窪店/ＮＥＴ２１ブックスページワン北綾瀬店/ＮＥＴ２１隆文堂　西国
分寺店/ＮＥＴ２１ブックスページワン　板橋店/丸善　新宿京王店/丸善　メトロ・エム後楽園店/ジュンク堂書店　大泉学
園店/丸善　お茶の水店/丸善　有明ガーデン店

神奈川県

ＫａＢｏＳ　宮前平店/ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店/くまざわ書店　綾瀬店/くまざわ書店　能見台店/くまざわ書店　アピタテラス
横浜綱島店/くまざわ書店　湘南台店/くまざわ書店　横須賀店/くまざわ書店　鶴見店/くまざわ書店　長津田店/くまざ
わ書店　さぎ沼店/くまざわ書店　辻堂湘南モール店/ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店/有隣堂　たまプラーザテラス
店/有隣堂　トレッサ横浜店/有隣堂　横浜駅西口店/有隣堂　ららぽーと湘南平塚店/有隣堂　テラスモール湘南店/有
隣堂　新百合ヶ丘エルミロード店/有隣堂　ららぽーと海老名店/ブックファースト　モザイクモール港北店/ブックファース
ト　青葉台店/紀伊國屋書店　横浜店/紀伊國屋書店　武蔵小杉店/紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店/リブロ　港北東
急ＳＣ店/ジュンク堂書店　藤沢店/丸善　ラゾーナ川崎店/スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店/ＢＯＯＫ　ＢＯＸ
文華堂/Ｂｏｏｋプラザ文華堂/文教堂　ＬＩＶＩＮよこすか店/文教堂書店　中山とうきゅう店/文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店/
文教堂書店　溝ノ口駅前店/文教堂書店　溝ノ口本店/文教堂書店　湘南とうきゅう店/文教堂書店　伊勢原店/文教堂
書店　Ｒ４１２店/文教堂書店　立場店/文教堂書店　鎌倉とうきゅう店/文教堂書店　葉山店/ＫａＢｏＳ　藤沢店/北野書
店　本店/くまざわ書店　相模原店/くまざわ書店　相模大野店/くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店/くまざわ書店
マークイズみなとみらい店/くまざわ書店　大和店/くまざわ書店　大船店/くまざわ書店　本厚木店/くまざわ書店　ランド
マーク店/くまざわ書店　さがみ野店/くまざわ書店　久里浜店/くまざわ書店　新横浜店/くまざわ書店　大和鶴間店/有
隣堂　アトレ川崎店/有隣堂　ラスカ小田原店/有隣堂　トレアージュ白旗店/有隣堂　ルミネ横浜店/有隣堂　センター南
駅店/有隣堂　本店/有隣堂　厚木店/有隣堂　戸塚モディ店/有隣堂　東急プラザ戸塚店/有隣堂　ミウィ橋本店/有隣
堂　武蔵小杉東急スクエア店/有隣堂　淵野辺店/有隣堂　藤沢店/ブックファースト　ボーノ相模大野店/紀伊國屋書店
西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店/紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店/紀伊國屋書店　イオンモール座間店/三省堂書店　海老
名店/三省堂書店　新横浜店/ブックセンターよむよむ　原当麻駅前店/ブックセンターよむよむ　横浜仲町台店/ＮＥＴ２
１中原ＢＬ武蔵小杉店/ＮＥＴ２１井上鶴見ミナール店/丸善　横浜みなとみらい店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ戸塚店/Ｂ
ＯＯＫＳえみたす　大口店

新潟県
くまざわ書店　新潟西店/くまざわ書店　新潟亀田店/くまざわ書店　新潟デッキィ店/くまざわ書店　長岡店/紀伊國屋書
店　新潟店/戸田書店　長岡店/ジュンク堂書店　新潟店/ゲオ　塩沢店

富山県

明文堂書店　高岡射水店/文苑堂書店　藤の木店/文苑堂書店　野村店/文苑堂書店　福田本店/文苑堂書店　富山豊
田店/文苑堂書店　小杉店/明文堂書店　滑川店/明文堂書店　新入善店/明文堂書店　黒部店/明文堂書店　富山新
庄経堂店/明文堂書店　富山有沢橋店/明文堂書店　富山掛尾店/明文堂書店　氷見店/喜久屋書店　高岡店/くまざわ
書店　富山店/紀伊國屋書店　富山店/文苑堂書店　魚津サンプラザ店/文苑堂書店　清水町店/文苑堂書店　本郷店/
文苑堂書店　戸出店/文苑堂書店　新湊店

石川県

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店/金沢ビーンズ明文堂/北国書林　アルプラザ店/きくざわ書店　アルプラザ鹿
島店/きくざわ書店　ナッピィモール店/ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店/明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ/明文堂書店　ＴＳＵ
ＴＡＹＡ能登七尾店/北国書林　松任店/北国書林　アピタ松任店/北国書林　辰口店/平和書店　アル・プラザ加賀店/平
和書店　アル・プラザ小松店/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ津幡店/紀伊國屋書店　金沢大和店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ金
沢店

福井県

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店/ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店/ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店/ＫａＢｏＳ　ベル店/三洋堂書店　小
浜店/ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店/ＫａＢｏＳ　敦賀アピタ店/ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　鯖江店/ＫａＢｏＳ　三国店/ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　Ｗ
ＡＳＳＥ店/ＫａＢｏＳ　勝山店/勝木書店　大野店/平和書店　アル・プラザ敦賀店/平和書店　アル・プラザアミ店/平和書
店　アル・プラザ鯖江店/紀伊國屋書店　福井店

山梨県
朗月堂　本店/くまざわ書店　双葉店/ブックセンターよむよむ　フレスポ甲府東店/ブックセンターよむよむ　新敷島店/
ジュンク堂書店　岡島甲府店

長野県
三洋堂書店　駒ヶ根店/くまざわ書店　ＧＡＺＡ広丘店/くまざわ書店　上田店/平安堂　新長野店/平安堂　飯田店/平安
堂　伊那店/平安堂　若槻店/平安堂　川中島店/平安堂　東和田店/平安堂　座光寺店/平安堂　上田しおだ野店/平
安堂　諏訪店/平安堂　更埴店/平安堂　あづみ野店/ＭＡＲＵＺＥＮ　松本店

岐阜県

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店/くまざわ書店　柳津店/丸善　岐阜店/大垣書店　岐阜高島屋店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩
店/三洋堂書店　ルビットタウン高山店/三洋堂書店　多治見南店/三洋堂書店　瑞浪中央店/三洋堂書店　ルビットタウ
ン中津川店/三洋堂書店　中つ川店/三洋堂書店　土岐店/三洋堂書店　せき東店/三洋堂書店　こくふ店/三洋堂書店
高山店/三洋堂書店　本巣店/三洋堂書店　大野店/三洋堂書店　養老店/三洋堂書店　穂積店/三洋堂書店　みのか
も店/三洋堂書店　高富店/三洋堂書店　新関店/三洋堂書店　下恵土店/三洋堂書店　南濃店/三洋堂書店　長良店/
三洋堂書店　大和店/三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店/三洋堂書店　各務原店/三洋堂書店　たじみ店/三洋堂書店
芥見店/三洋堂書店　市橋店/三洋堂書店　大垣バロー店/三洋堂書店　垂井店/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ長森店/平和
書店　アル・プラザ鶴見店/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店/喜久屋書店　大垣店/コスモブックセンター/くまざ
わ書店　美濃加茂店/いけだ書店　北方店

静岡県

谷島屋　富士宮店/谷島屋　マークイズ静岡店/谷島屋　ららぽーと沼津店/谷島屋　ららぽーと磐田店/谷島屋　アピタ
磐田店/谷島屋　富士店/谷島屋　浜松本店/谷島屋　イオンモール浜松志都呂店/くまざわ書店　三島店/ＮＥＴ２１吉見
書店長田店/ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店/大垣書店　イオンモール富士宮店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ
浜北店/マルサン書店　サントムーン店/マルサン書店　駅北店/明屋書店　浜松渡瀬店/明屋書店　イケヤ高丘店/明
屋書店　イケヤ湖西店/明屋書店　掛川西郷店/谷島屋　パルシェ店/谷島屋　流通通り店/谷島屋　三方原店/谷島屋
サンストリート浜北店/谷島屋　本沢合店/谷島屋　磐田店/ＮＥＴ２１吉見書店竜南店/戸田書店　富士店/戸田書店　富
士宮店/戸田書店　藤枝東店/ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店/ＢＯＯＫＳえみたす
アピタ富士吉原店/ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店

愛知県

三洋堂書店　かぐ山店/三洋堂書店　よもぎ店/三洋堂書店　志段味店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店/ＴＳＵＴＡＹ
Ａ　半田店/ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店/ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店/くまざわ書店　岡崎北店/くまざわ書店　阿久比店/くまざわ書
店　長久手店/くまざわ書店　名西店/くまざわ書店　千代田橋店/紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店/紀伊國屋書店
ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店/三省堂書店　名古屋本店/ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東
店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店/三洋堂書店　西尾店/三洋堂書店　乙川店/三洋堂書店　大田川店/三洋堂書
店　鳥居松店/三洋堂書店　シャオ西尾店/三洋堂書店　碧南店/三洋堂書店　高浜Ｔぽーと店/三洋堂書店　半田店/
三洋堂書店　江南店/三洋堂書店　知立店/三洋堂書店　豊川店/三洋堂書店　梅坪店/三洋堂書店　本新店/三洋堂
書店　清洲店/三洋堂書店　城山店/三洋堂書店　ひしの店/三洋堂書店　こまき店/三洋堂書店　中野橋店/三洋堂書
店　新開橋店/三洋堂書店　いりなか店/三洋堂書店　当知店/ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店/ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター
店/ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店/くまざわ書店　刈谷店/くまざわ書店　三河安城店/くまざわ書店　一宮店/いけだ
書店　木曽川店/くまざわ書店　稲沢店/いけだ書店　大口店/くまざわ書店　東海荒尾店/くまざわ書店　犬山店/くまざ
わ書店　岩倉店/くまざわ書店　アピタ名古屋北店/くまざわ書店　名古屋南店/くまざわ書店　鳴海店/紀伊國屋書店
名古屋空港店/丸善　アピタ知立店/丸善　アスナル金山店/ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店/丸善　イオンタウン千種店/丸
善　ヒルズウォーク徳重店/ジュンク堂書店　名古屋栄店/ジュンク堂書店　名古屋店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店
/ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店/ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ中村店/ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ尾西店/ＢＯＯＫＳえ
みたす　ピアゴ福釜店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店/ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安
城南店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ瀬戸店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大府店/ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店/ＢＯ
ＯＫＳえみたす　ピアゴ八剱店

三重県

三洋堂書店　名張店/ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店/ＢＰ　ｍｉｙｏｋｋａ！？　四日市泊店/三洋
堂書店　星川店/三洋堂書店　桑名店/三洋堂書店　生桑店/三洋堂書店　富田店/三洋堂書店　白塚店/三洋堂書店
北勢店/三洋堂書店　サーキット通り店/ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店/ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店/ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店/ＴＳＵＴＡＹＡ
伊勢上地店/くまざわ書店　松阪店/丸善　四日市店/ＢＯＯＫＳえみたす　鈴鹿店/ゲオ　鈴鹿磯山店/三洋堂書店　菰
野店

滋賀県

喜久屋書店　草津店/大垣書店　フォレオ大津一里山店/三洋堂書店　八日市店/三洋堂書店　豊さと店/三洋堂書店
長浜店/三洋堂書店　高月店/三洋堂書店　近江八幡店/イズミヤ　堅田店アミーゴ/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店/
平和書店　アル・プラザ近江八幡店/平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ瀬田店/平和書店　アル・プラザ栗東店/平和書
店　アル・プラザ八日市店/平和書店　アルプラザ彦根店/平和書店　アル・プラザ水口店/平和書店　坂本店/平和書店
アル・プラザ守山店/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店/平和書店　フレンドタウン日野店/平和書店　今津店/平和書店
石部店/ブックハウスひらがき　Ａスクエア店/ジュンク堂書店　滋賀草津店

京都府

アバンティブックセンター　洛北店/くまざわ書店　桃山店/ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店/大垣書店　ビブレ店/大垣書店　イオ
ンモールＫＹＯＴＯ店/大垣書店　イオンモール京都桂川店/大垣書店　イオンモール京都五条店/大垣書店　高島屋京
都店/アバンティブックセンター　長岡店/アバンティブックセンター　白梅町店/アバンティブックセンター　京都店/アミー
ゴ書店　六地蔵店/平和書店　らぽーる東舞鶴店/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡアルプラザ城陽店/平和書店　アル・プラザ宇
治東店/平和書店　アル・プラザ京田辺店/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ藤の森店/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松ケ崎店/平和書
店　ＴＳＵＴＡＹＡ太秦店/平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク/平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松井山手駅前店/平和書店
ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店/アカデミア　けいはんな店/ブックファースト　ミュー阪急桂店/大垣書店　亀岡店/大垣書店　烏丸三
条店/大垣書店　二条駅店/大垣書店　四条店/大垣書店　京都本店/大垣書店　京都ヨドバシ店/大垣書店　高野店/
大垣書店　ブックパル　桂南店/大垣書店　京都ファミリー店/大垣書店　ＢＰ五条店/大垣書店　京都駅ビル　ザ・キュー
ブ店/ブックパル文苑　山科店/大垣書店　醍醐店/大垣書店　伏見店

大阪府

アミーゴ書店　千里丘店/アミーゴ書店　都島店/アミーゴ書店　東淀川店/喜久屋書店　阿倍野店子ども館/ＡＣＡＤＥＭＩ
Ａくまざわ書店すみのどう店/くまざわ書店　なんばパークス店/くまざわ書店　阿倍野店/ブックファースト　デュー阪急山
田店/紀伊國屋書店　アリオ鳳店/紀伊國屋書店　グランフロント大阪店/紀伊國屋書店　梅田本店/紀伊國屋書店　堺
北花田店/紀伊國屋書店　高槻阪急店/紀伊國屋書店　泉北店/リブロ　イオンモール鶴見店/リブロ　江坂店/丸善　八
尾アリオ店/ジュンク堂書店　上本町店/ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店/ジュンク堂書店　天満橋店/ジュンク
堂書店　大阪本店/ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店/大垣書店　豊中緑丘店/大垣書店　高槻店/大垣書店　イ
オンモール堺鉄砲町店/アバンティブックセンター　藤井寺店/イズミヤ　八尾店アミーゴ/アミーゴ書店　泉北店/アバン
ティブックセンター　光明池店/宮脇書店　大阪柏原店/アミーゴ書店　松原店/アミーゴ書店　門真店/アバンティブックセ
ンター　寝屋川店/アミーゴ書店　枚方店/アバンティブックセンターラパーク岸和田店/アミーゴ書店　大和田店/キャップ
書店　河内長野店/平和書店　アル・プラザ茨木店/平和書店　アル・プラザ香里園店/平和書店　アル・プラザ枚方店/
平和書店　フレンドタウン深江橋店/喜久屋書店　富田林店/くまざわ書店　津久野店/くまざわ書店　みのおキューズ
モール店/くまざわ書店　守口店/ブックファースト　曽根店/ブックファースト　蛍池店/ブックファースト　梅田２階店/ブッ
クファースト　なんばウォーク店/ブックファースト　三国店/ブックファースト　クリスタ長堀店/ブックファースト　野田アプ
ラ店/紀伊國屋書店　本町店/紀伊國屋書店　天王寺ミオ店/紀伊國屋書店　京橋店/旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店/ＮＥＴ２
１清風堂書店　梅田店/丸善　高島屋堺店/ジュンク堂書店　松坂屋高槻店/ジュンク堂書店　難波店/丸善　高島屋大
阪店/ブックパルデューク書店　箕面店/NET21高槻サンクス富田店

兵庫県

アバンティブックセンター　ＨＡＴ神戸店/アバンティブックセンター　三田駅前店/アバンティブックセンター　宝塚中山店/
アバンティブックセンター　舞多聞店/アミーゴ書店　垂水店/アミーゴ書店　西神南店/アミーゴ書店　西神戸店/くまざわ
書店　明石店/くまざわ書店　あまがさき店/ジュンク堂書店　神戸住吉店/ジュンク堂書店　西宮店/ジュンク堂書店　三
宮店/大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店/アバンティブックセンター　三木志染店/アミーゴ書店　フラワータウン店/
アミーゴ書店　六甲道店/アミーゴ書店　横尾店/イズミヤ　神戸玉津店アミーゴ/アミーゴ書店　小林店/アミーゴ書店
多田店/アミーゴ書店　昆陽店/キャップ書店　逆瀬川店/ブックスユートピア　野間店/喜久屋書店　柏原店/喜久屋書
店　花田店/喜久屋書店　豊岡店/喜久屋書店　神戸学園都市店/喜久屋書店　神戸北町店/ブックフォーラム　伊川谷
店/喜久屋書店　東急プラザ新長田店/喜久屋書店　西神中央店/喜久屋書店　神戸南店/喜久屋書店　須磨パティオ
店/喜久屋書店　北神戸店/喜久屋書店　姫路店/喜久屋書店　辻井店/くまざわ書店　加古川店/くまざわ書店　藤原台
店/くまざわ書店　コロワ甲子園店/ブックファースト　六甲店/ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店/ブックファースト
阪神尼崎店/ブックファースト　西宮店/ブックファースト　宝塚店/ブックファースト　エビスタ西宮店/紀伊國屋書店　加古
川店/紀伊國屋書店　川西店/紀伊國屋書店　神戸阪急店/旭屋書店　ららぽーと甲子園店/ジュンク堂書店　舞子店/
ジュンク堂書店　姫路店/ジュンク堂書店　三宮駅前店/ジュンク堂書店　芦屋店/ジュンク堂書店　神戸さんちか店/ジュ
ンク堂書店　明石店/大垣書店　プリコ神戸店/ブックフォーラム　相生店/NET21宝塚サンクスソリオ店

奈良県

旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店/ジュンク堂書店　奈良店/ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大和郡山店/ＢＯＯＫＳえ
みたす　アピタ西大和店/三洋堂書店　大安寺店/三洋堂書店　香芝店/三洋堂書店　橿原神宮店/三洋堂書店　桜井
店/三洋堂書店　平群店/キャップ書店　王寺店/喜久屋書店　奈良駅店/喜久屋書店　橿原店/喜久屋書店　大和郡山
店/ジュンク堂書店　橿原店

和歌山県 イズミヤ　紀伊川辺店アミーゴ/アバンティブックセンター　和歌山店/くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店

鳥取県
今井書店　吉成店/今井書店　錦町店/本の学校　今井ブックセンター/喜久屋書店　国府店/今井書店　アプト店/今井
書店　湖山店/今井書店　倉吉パープルタウン店/今井書店　倉吉店/今井書店　境港店

島根県
今井書店　出雲店/今井書店　ゆめタウン出雲店/今井書店グループセンター店/今井書店　安来プラーナ店/今井書店
学園通り店/今井書店　木次マルシェリーズ店/今井書店　ゆめタウン浜田店/明林堂書店　益田店

岡山県
喜久屋書店　倉敷店/ＮＥＴ２１セルバＢＲＡＮＣＨ岡山店/ブックフォーラム喜久屋書店　津山店/紀伊國屋書店　エブリイ
津高店/紀伊國屋書店　クレド岡山店/丸善　さんすて岡山店/丸善　岡山シンフォニービル店

広島県
紀伊國屋書店　広島店/紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店/紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店/大垣書店　ジ　アウト
レット広島店/明屋書店　フジグラン三原店/くまざわ書店　安芸店/明林堂書店　西風新都店/明林堂書店　フジグラン
ナタリー店/明林堂書店　ゆめタウン大竹店/ジュンク堂書店　広島駅前店/ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店

山口県

文榮堂　ゆめタウン店/文榮堂　サンパークあじす店/明屋書店　ＭＥＧＡ大内店/明屋書店　下関長府店/明屋書店　Ｍ
ＥＧＡ新下関店/明屋書店　光店/明屋書店　下松店/明屋書店　南岩国店/明屋書店　柳井店/明屋書店　緑町店/明屋
書店　小郡店/明屋書店　東岐波店/明屋書店　厚狭店/明屋書店　長門店/明屋書店　萩店/ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめ
タウン徳山店/くまざわ書店　下関店/明林堂書店　フジグラン宇部店/明林堂書店　フジ西宇部店/明林堂書店　ゆめタ
ウン下松店/明林堂書店　コスパ防府店/明林堂書店　光店/明林堂書店　ゆめタウン新南陽店/宮脇書店　ゆめタウン
防府店

徳島県 紀伊國屋書店　徳島店/紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店

香川県  くまざわ書店　高松店/紀伊國屋書店　丸亀店/ジュンク堂書店　高松店

愛媛県

明屋書店　ＭＥＧＡ平田店/Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ石手店/明屋書店　空港通店/明屋書店　今治本店/明屋書店　西条本店/
明屋書店　川東店/明屋書店　西条福武店/明屋書店　川之江店/明屋書店　喜田村店/明屋書店　今治別宮店/明屋
書店　東予店/明屋書店　平井店/明屋書店　石井店/明屋書店　松前店/明屋書店　大洲店/ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　ア
エル店/明屋書店　宇和島明倫店/明屋書店　八幡浜店/明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店/紀伊國屋書店　いよてつ高島
屋店/ジュンク堂書店　松山店

高知県 明屋書店　宿毛店/明屋書店　四万十川店

福岡県

ツタヤブックストアマークイズ福岡ももち店/ブックセンタークエスト　小倉本店/ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店シュロアモール店
/アカデミア　サンリブシティ小倉店/蔦屋書店　コマーシャルモール博多/蔦屋書店　イオンモール筑紫野/紀伊國屋書
店　久留米店/明林堂書店　エーブック飯塚店/丸善　博多店/積文館書店　新天町本店/積文館書店　小田部店/積文
館書店　筑紫野店/ブックセンタークエスト　鞘ケ谷店/積文館書店　ザ・モール春日店/ブックセンタークエスト　門司大
里店/ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　薬院店/ブックセンタークエスト　大手町店/積文館書店　大野城店/ＴＳＵＴＡＹＡ積文館
書店　八女店/積文館書店　前原店/ブックセンタークエスト　エマックス久留米/ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店ゆめタウン大牟
田/明屋書店　くりえいと宗像店/明屋書店　豊前店/明屋書店　小倉南店/明屋書店　伊加利店/明屋書店　行橋行事
店/明屋書店　小倉沼新町店/喜久屋書店　小倉店/喜久屋書店　小倉南店/くまざわ書店　小倉店/くまざわ書店　若松
店/くまざわ書店　サンリブもりつね店/くまざわ書店　福岡西新店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　次郎丸店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶ
クラブ　神松寺店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店/紀伊國屋書店　天神イムズ店/紀伊國屋書店　福岡本店/紀伊國
屋書店　ゆめタウン博多店/明林堂書店　ゆめモール柳川店/明林堂書店　三ヶ森店/明林堂書店　ＪＲ南福岡店/明林
堂書店　イオン甘木店/明林堂書店　イオン福岡東店/明林堂書店　甘木店/明林堂書店　ゆめマートうきは店/明林堂
書店　ゆめタウン八女店/ジュンク堂書店　福岡店/ゲオ　飯塚幸袋店/ゲオ　福津店

佐賀県
ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　佐大通り店/ファミリーマート積文館書店　三日月店/積文館書店　伊万里店/積文館書店　上
峰店/ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　鹿島店/くまざわ書店　佐賀店/紀伊國屋書店　佐賀店/明林堂書店　唐津店/明林堂書
店　ゆめタウン武雄店/明林堂書店　南佐賀店

長崎県 くまざわ書店　佐世保店/紀伊國屋書店　長崎店/明林堂書店　イオン大村店/ゲオ　時津店

熊本県

蔦屋書店　嘉島/蔦屋書店　小川町/ツタヤブックストア　菊陽店/紀伊國屋書店　熊本光の森店/明林堂書店　サンピア
ン店/明林堂書店　長嶺店/明林堂書店　ゆめタウン八代店/明屋書店　錦店/明屋書店　免田店/明屋書店　サンロー
ドシティ熊本店/明屋書店　多良木店/金龍堂　まるぶん店/ブックスまるぶん　イオン天草店/くまざわ書店　熊本店/蔦
屋書店　熊本三年坂/ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店/ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店/ＴＳＵＴＡＹＡ　Ａ
Ｖクラブ　近見店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ清水バイパス店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植木店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉
名店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店/紀伊國屋書店　熊本はません店/ブックスミスミ　人吉店/明林堂書店　ゆめマー
ト玉名店/明林堂書店　ゆめタウンあらお店/明林堂書店　イオンタウン荒尾店/明林堂書店　武蔵ケ丘店/明林堂書店
麻生田店/明林堂書店　松橋店/明林堂書店　白山店

大分県

くまざわ書店　大分店/リブロ　大分わさだ店/リブロ　大分トキハ店/明林堂書店　青山店/明林堂書店　大分本店/明屋
書店　日田店/明屋書店　コスモタウン佐伯店/明屋書店　賀来店/明屋書店　大分フリーモールわさだ店/明屋書店　高
城店/明屋書店　中央町店/明屋書店　宇佐店/明屋書店　豊後高田店/明屋書店　中津本店/明屋書店　臼杵野田店/
くまざわ書店　大分明野店/紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店/リブロ　別府店/明林堂書店　別府本店/明林堂書
店　ゆめタウン中津店/明林堂書店　羽屋店/明林堂書店　日出店/明林堂書店　佐伯店/明林堂書店　トキハ佐伯店/
明林堂書店　高城店/明林堂書店　米良店/ジュンク堂書店　大分店

宮崎県

くまざわ書店　延岡ニューシティ店/ツタヤブックストア　宮交シティ/蔦屋書店　宮崎高千穂通り/ブックスミスミ　日向店/
明林堂書店　神宮店/ＦＣ明屋書店　川南店/ＪＡ明屋書店　高千穂店/ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店/紀伊國屋書
店　アミュプラザみやざき店/明林堂書店　小林店/明林堂書店　西都店/明林堂書店　延岡店/明林堂書店　イオンタウ
ン日向店/明林堂書店　都北店/明林堂書店　本郷店/明林堂書店　佐土原店/明林堂書店　浮之城店/明林堂書店
南宮崎店/ゲオ　日向店/ゲオ　日南店

鹿児島県
ブックスミスミ　オプシア店/ブックスミスミ　鹿屋店/くまざわ書店　鹿児島中央店/明屋書店　川内店/くまざわ書店　鹿
屋店/紀伊國屋書店　鹿児島店/ブックスミスミ　七ツ島店/ブックスミスミ　加治木バイパス店/明林堂書店　鹿屋店/ＭＡ
ＲＵＺＥＮ　天文館店/ジュンク堂書店　鹿児島店/ゲオ　薩摩川内店

沖縄県
球陽堂書房　那覇メインプレイス店/くまざわ書店　那覇店/球陽堂書房　西原店/田園書房　具志川店/ジュンク堂書店
那覇店/田園書房　つかざん店/球陽堂書房　サンエー八重瀬店/リウボウブックセンター店

展開書店一覧（2021年/07/09更新)


