
書店名 書店都道府県 郡市名

未来屋書店　桑園店 北海道 札幌市中央区

アシーネ　麻生店 北海道 札幌市北区

未来屋書店　苗穂店 北海道 札幌市東区

くまざわ書店　アリオ札幌店 北海道 札幌市東区

アシーネ　東札幌店 北海道 札幌市白石区

未来屋書店　西岡店 北海道 札幌市豊平区

イオン　札幌藻岩店 北海道 札幌市南区

未来屋書店　発寒店 北海道 札幌市西区

未来屋書店　琴似店 北海道 札幌市西区

未来屋書店　手稲山口店 北海道 札幌市手稲区

くまざわ書店　手稲店 北海道 札幌市手稲区

函館　蔦屋書店 北海道 函館市

未来屋書店　旭川シーナ店 北海道 旭川市

未来屋書店　旭川駅前店 北海道 旭川市

未来屋書店　旭川西店 北海道 旭川市

旭川冨貴堂　末広店 北海道 旭川市

岡書　西帯店 北海道 帯広市

イオン　岩見沢店 北海道 岩見沢市

未来屋書店　苫小牧店 北海道 苫小牧市

ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店 北海道 苫小牧市

未来屋書店　江別野幌店 北海道 江別市

未来屋書店　江別店 北海道 江別市

イオン　紋別店 北海道 紋別市

未来屋書店　名寄店 北海道 名寄市

未来屋書店　三笠店 北海道 三笠市

イオン　登別店 北海道 登別市

イオン　伊達店 北海道 伊達市

未来屋書店　上磯店 北海道 北斗市

イオン　厚岸店 北海道 厚岸郡

イオン　静内店 北海道 日高郡

未来屋書店　青森西店 青森県 青森市

ブックスモア　青森中央店 青森県 青森市

未来屋書店　弘前樋の口店 青森県 弘前市

ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店 青森県 弘前市

未来屋書店　八戸店 青森県 八戸市

くまざわ書店　五所川原店 青森県 五所川原市

未来屋書店　十和田店 青森県 十和田市

ＴＳＵＴＡＹＡ　つがる柏店 青森県 つがる市



未来屋書店　平賀店 青森県 平川市

未来屋書店　新七戸店 青森県 上北郡

未来屋書店　藤崎店 青森県 南津軽郡

蔦屋書店　盛岡店 岩手県 盛岡市

未来屋書店　江釣子パル店 岩手県 北上市

ブックスアメリカン　北上店 岩手県 北上市

未来屋書店　一関店 岩手県 一関市

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 岩手県 一関市

未来屋書店　前沢店 岩手県 奥州市

未来屋書店　矢巾店 岩手県 紫波郡

喜久屋書店　仙台店 宮城県 仙台市青葉区

くまざわ書店　エスパル仙台店 宮城県 仙台市青葉区

未来屋書店　仙台幸町店 宮城県 仙台市宮城野区

未来屋書店　仙台中山店 宮城県 仙台市泉区

くまざわ書店　アリオ仙台泉店 宮城県 仙台市泉区

未来屋書店　石巻店 宮城県 石巻市

ヤマト屋書店　中里店 宮城県 石巻市

未来屋書店　塩釜店 宮城県 塩竃市

未来屋書店　気仙沼店 宮城県 気仙沼市

未来屋書店　名取店 宮城県 名取市

ブックＴＯＷＮ　角田店 宮城県 角田市

未来屋書店　多賀城店 宮城県 多賀城市

未来屋書店　古川店 宮城県 大崎市

未来屋書店　富谷店 宮城県 富谷市

未来屋書店　新利府南館店 宮城県 宮城郡

未来屋書店　新利府北館店 宮城県 宮城郡

未来屋書店　亘理店 宮城県 亘理郡

未来屋書店　土崎港店 秋田県 秋田市

未来屋書店　秋田店 秋田県 秋田市

ジュンク堂書店　秋田店 秋田県 秋田市

未来屋書店　能代店 秋田県 能代市

イオン　能代書籍売場 秋田県 能代市

未来屋書店　横手南店 秋田県 横手市

ブックスモア　大館店 秋田県 大館市

ミライア　本荘店 秋田県 由利本荘市

ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店 秋田県 由利本荘市

未来屋書店　大曲店 秋田県 大仙市

未来屋書店　中仙店 秋田県 大仙市

ブックスモア　大曲店 秋田県 大仙市



ブックスモア　鷹巣店 秋田県 北秋田市

くまざわ書店　山形店 山形県 山形市

こまつ書店　鈴川店 山形県 山形市

ファミリーマート　ハラトク書店米沢店 山形県 米沢市

未来屋書店　酒田北店 山形県 酒田市

未来屋書店　酒田南店 山形県 酒田市

未来屋書店　天童店 山形県 天童市

未来屋書店　東根店 山形県 東根市

未来屋書店　三川店 山形県 東田川郡

くまざわ書店　福島店 福島県 福島市

くまざわ書店　福島エスパル店 福島県 福島市

くまざわ書店　会津若松店 福島県 会津若松市

未来屋書店　郡山フェスタ店 福島県 郡山市

岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 福島県 郡山市

ヤマニ書房　エブリア店 福島県 いわき市

鹿島ブックセンター 福島県 いわき市

ヤマニ書房　ラトブ店 福島県 いわき市

文芸堂書店　相馬店 福島県 相馬市

Books　パレット 福島県 田村市

小泉書店 福島県 田村市

未来屋書店　白河西郷店 福島県 西白河郡

未来屋書店　水戸内原店 茨城県 水戸市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 茨城県 水戸市

未来屋書店　土浦店 茨城県 土浦市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 茨城県 石岡市

未来屋書店　下妻店 茨城県 下妻市

未来屋書店　つくば店 茨城県 つくば市

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 茨城県 つくば市

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店 茨城県 鹿嶋市

未来屋書店　西代店 茨城県 稲敷市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 茨城県 稲敷市

くまざわ書店　アピタ宇都宮店 栃木県 宇都宮市

くまざわ書店　宇都宮店 栃木県 宇都宮市

くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 栃木県 宇都宮市

喜久屋書店　宇都宮店 栃木県 宇都宮市

未来屋書店　栃木店 栃木県 栃木市

未来屋書店　佐野新都市店 栃木県 佐野市

未来屋書店　小山店 栃木県 小山市

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 栃木県 さくら市



紀伊國屋書店　前橋店 群馬県 前橋市

未来屋書店　高崎店 群馬県 高崎市

くまざわ書店　高崎店 群馬県 高崎市

くまざわ書店　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市

喜久屋書店　太田店 群馬県 太田市

戸田書店　藤岡店 群馬県 藤岡市

イオン　大宮西店書籍売場 埼玉県 さいたま市西区

未来屋書店　大宮店 埼玉県 さいたま市北区

ジュンク堂書店　大宮高島屋店 埼玉県 さいたま市大宮区

未来屋書店　与野店 埼玉県 さいたま市中央区

ブックデポ書楽 埼玉県 さいたま市中央区

未来屋書店　北浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区

アシーネ　熊谷店 埼玉県 熊谷市

くまざわ書店　アズセカンド店 埼玉県 熊谷市

未来屋書店　川口店 埼玉県 川口市

宮脇書店　行田持田店 埼玉県 行田市

くまざわ書店　秩父店 埼玉県 秩父市

未来屋書店　春日部店 埼玉県 春日部市

メディアライン　春日部店 埼玉県 春日部市

未来屋書店　狭山店 埼玉県 狭山市

未来屋書店　羽生店 埼玉県 羽生市

未来屋書店　上尾店 埼玉県 上尾市

くまざわ書店　草加ＶＡＲＩＥ店 埼玉県 草加市

未来屋書店　レイクタウン店 埼玉県 越谷市

未来屋書店　せんげん台店 埼玉県 越谷市

ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 埼玉県 越谷市

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン 埼玉県 越谷市

くまざわ書店　蕨錦町店 埼玉県 蕨市

未来屋書店　北戸田店 埼玉県 戸田市

未来屋書店　入間店 埼玉県 入間市

宮脇書店　朝霞店 埼玉県 朝霞市

柳瀬川書店 埼玉県 志木市

くまざわ書店　和光店 埼玉県 和光市

未来屋書店　新座店 埼玉県 新座市

丸善　桶川店 埼玉県 桶川市

くまざわ書店　久喜店 埼玉県 久喜市

くまざわ書店　鷲宮店 埼玉県 久喜市

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店 埼玉県 久喜市

リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市



ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店 埼玉県 三郷市

くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店 千葉県 千葉市中央区

くまざわ書店　ペリエ千葉本店 千葉県 千葉市中央区

くまざわ書店　幕張店 千葉県 千葉市花見川区

アシーネ　千葉長沼店 千葉県 千葉市稲毛区

くまざわ書店　稲毛店 千葉県 千葉市稲毛区

未来屋書店　鎌取店 千葉県 千葉市緑区

未来屋書店　幕張新都心店 千葉県 千葉市美浜区

未来屋書店　幕張店 千葉県 千葉市美浜区

未来屋書店　マリンピア店 千葉県 千葉市美浜区

未来屋書店　銚子店 千葉県 銚子市

未来屋書店　市川妙典店 千葉県 市川市

ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 千葉県 市川市

未来屋書店　イオンモール船橋店 千葉県 船橋市

未来屋書店　高根木戸店 千葉県 船橋市

くまざわ書店　シャポー船橋店 千葉県 船橋市

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店 千葉県 船橋市

くまざわ書店　ららぽーと船橋店 千葉県 船橋市

未来屋書店　木更津朝日店 千葉県 木更津市

未来屋書店　木更津店 千葉県 木更津市

未来屋書店　新松戸店 千葉県 松戸市

未来屋書店　北小金店 千葉県 松戸市

未来屋書店　ノア店 千葉県 野田市

蔦屋書店　茂原店 千葉県 茂原市

未来屋書店　ボンベルタ成田店 千葉県 成田市

未来屋書店　成田店 千葉県 成田市

くまざわ書店　公津店 千葉県 成田市

未来屋書店　ユーカリが丘店 千葉県 佐倉市

未来屋書店　津田沼店 千葉県 習志野市

くまざわ書店　津田沼店 千葉県 習志野市

未来屋書店　柏店 千葉県 柏市

くまざわ書店　モラージュ柏店 千葉県 柏市

くまざわ書店　柏高島屋店 千葉県 柏市

紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店 千葉県 柏市

未来屋書店　八千代緑が丘店 千葉県 八千代市

くまざわ書店　八千代台店 千葉県 八千代市

イオン書籍　鴨川 千葉県 鴨川市

未来屋書店　鎌ケ谷店 千葉県 鎌ケ谷市

くまざわ書店　新鎌ケ谷店 千葉県 鎌ケ谷市



未来屋書店　新浦安店 千葉県 浦安市

くまざわ書店　四街道店 千葉県 四街道市

喜久屋書店　千葉ニュータウン店 千葉県 印西市

アニメイト　秋葉原本館 東京都 千代田区

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 東京都 千代田区

紀伊國屋書店　新宿本店 東京都 新宿区

くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町 東京都 墨田区

三省堂書店　東京ソラマチ店 東京都 墨田区

未来屋書店　南砂店 東京都 江東区

未来屋書店　品川シーサイド店 東京都 品川区

未来屋書店　碑文谷店 東京都 目黒区

一弘堂書店 東京都 目黒区

くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店 東京都 大田区

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都 渋谷区

ジュンク堂書店　池袋本店 東京都 豊島区

くまざわ書店　池袋店 東京都 豊島区

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

東京旭屋書店　池袋店 東京都 豊島区

未来屋書店　板橋店 東京都 板橋区

くまざわ書店　大泉学園店 東京都 練馬区

イオン　西新井店 東京都 足立区

くまざわ書店　西新井店 東京都 足立区

くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店 東京都 足立区

ブックファースト　ルミネ北千住店 東京都 足立区

未来屋書店　葛西店 東京都 江戸川区

八重洲ブックセンター　アリオ葛西店 東京都 江戸川区

くまざわ書店　イーアス高尾店 東京都 八王子市

くまざわ書店コミックランドビーワン八王子 東京都 八王子市

オリオン書房　ノルテ店 東京都 立川市

アニメイト　立川 東京都 立川市

啓文堂書店　吉祥寺店 東京都 武蔵野市

くまざわ書店　昭島店 東京都 昭島市

くまざわ書店　国領店 東京都 調布市

くまざわ書店　調布店 東京都 調布市

くまざわ書店　武蔵小金井北口店 東京都 小金井市

未来屋書店　多摩平の森店 東京都 日野市

啓文堂書店　高幡店 東京都 日野市

ＮＥＴ２１隆文堂　西国分寺店 東京都 国分寺市

紀伊國屋書店　国分寺店 東京都 国分寺市



増田書店　北口店 東京都 国立市

くまざわ書店　東大和店 東京都 東大和市

未来屋書店　東久留米店 東京都 東久留米市

オリオン書房　イオンモールむさし村山店 東京都 武蔵村山市

くまざわ書店　桜ヶ丘店 東京都 多摩市

啓文堂書店　多摩センター店 東京都 多摩市

ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 東京都 多摩市

未来屋書店　日の出店 東京都 西多摩郡

くまざわ書店　北砂店 東京都 #N/A

くまざわ書店　鶴見店 神奈川県 横浜市鶴見区

有隣堂　横浜駅西口コミック王国 神奈川県 横浜市西区

丸善　横浜みなとみらい店 神奈川県 横浜市西区

未来屋書店　本牧店 神奈川県 横浜市中区

アシーネ　金沢八景店 神奈川県 横浜市金沢区

くまざわ書店　能見台店 神奈川県 横浜市金沢区

有隣堂　戸塚モディ店 神奈川県 横浜市戸塚区

くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店 神奈川県 横浜市旭区

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

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 神奈川県 横浜市都筑区

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 神奈川県 横浜市都筑区

北野書店　本店 神奈川県 川崎市幸区

文教堂書店　溝ノ口本店 神奈川県 川崎市高津区

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 神奈川県 相模原市緑区

伊勢原書店　城山店 神奈川県 相模原市緑区

未来屋書店　相模原店 神奈川県 相模原市南区

くまざわ書店　相模大野店 神奈川県 相模原市南区

くまざわ書店　久里浜店 神奈川県 横須賀市

くまざわ書店　横須賀店 神奈川県 横須賀市

サクラ書店　ラスカ平塚店 神奈川県 平塚市

くまざわ書店　大船店 神奈川県 鎌倉市

くまざわ書店　辻堂湘南モール店 神奈川県 藤沢市

Ｂｏｏｋプラザ文華堂 神奈川県 藤沢市

ＴＳＵＴＡＹＡ小田原シティモール店 神奈川県 小田原市

未来屋書店　湘南茅ヶ崎店 神奈川県 茅ケ崎市

未来屋書店　茅ヶ崎中央店 神奈川県 茅ケ崎市

未来屋書店　秦野店 神奈川県 秦野市

くまざわ書店　本厚木店 神奈川県 厚木市

未来屋書店　大和店 神奈川県 大和市

未来屋書店　大和鶴間店 神奈川県 大和市



くまざわ書店　大和鶴間店 神奈川県 大和市

ブックポート２０３　大和店 神奈川県 大和市

未来屋書店　海老名店 神奈川県 海老名市

くまざわ書店　さがみ野店 神奈川県 海老名市

有隣堂　ららぽーと海老名店 神奈川県 海老名市

三省堂書店　海老名店 神奈川県 海老名市

くまざわ書店　綾瀬店 神奈川県 綾瀬市

未来屋書店　天王町店 神奈川県 #N/A

くまざわ書店　新潟デッキィ店 新潟県 新潟市中央区

紀伊國屋書店　新潟店 新潟県 新潟市中央区

未来屋書店　新潟南店 新潟県 新潟市江南区

くまざわ書店　新潟亀田店 新潟県 新潟市江南区

イオン　白根店書籍売場 新潟県 新潟市南区

未来屋書店　新潟青山店 新潟県 新潟市西区

イオン　新潟西店 新潟県 新潟市西区

くまざわ書店　新潟西店 新潟県 新潟市西区

くまざわ書店　長岡店 新潟県 長岡市

未来屋書店　新発田店 新潟県 新発田市

イオン　県央店 新潟県 燕市

未来屋書店　上越店 新潟県 上越市

ツタヤブックストア　藤の木店 富山県 富山市

喜久屋書店　高岡店 富山県 高岡市

明文堂　氷見店 富山県 氷見市

未来屋書店　となみ店 富山県 砺波市

明文堂書店　新入善店 富山県 下新川郡

未来屋書店　杜の里店 石川県 金沢市

ブック宮丸　金沢南店 石川県 金沢市

イオン　加賀の里店書籍売場 石川県 加賀市

未来屋書店　松任店 石川県 白山市

うつのみや　金沢工大前店 石川県 野々市市

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 福井県 福井市

ＫａＢｏＳ　ベル店 福井県 福井市

ツタヤブックストア　ワイプラザ新保店 福井県 福井市

山田書店　本館 福井県 越前市

宮脇書店　春江店 福井県 坂井市

天真堂書店　甲府国母店 山梨県 甲府市

ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店 山梨県 富士吉田市

くまざわ書店　双葉店 山梨県 甲斐市

天真堂書店　塩山店 山梨県 甲州市



戸田書店　山梨中央店 山梨県 中央市

未来屋書店　甲府昭和店 山梨県 中巨摩郡

いけだ書店　長野店 長野県 長野市

平安堂　長野店 長野県 長野市

平安堂　川中島店 長野県 長野市

イオン　南松本書籍売場 長野県 松本市

未来屋書店　松本店 長野県 松本市

文教堂　ＪＯＹ松本店 長野県 松本市

未来屋書店　上田店 長野県 上田市

くまざわ書店　上田店 長野県 上田市

平安堂　飯田店 長野県 飯田市

平安堂　諏訪店 長野県 諏訪市

未来屋書店　佐久平店 長野県 佐久市

平安堂　佐久インターウェーブ店 長野県 佐久市

平安堂　更埴店 長野県 千曲市

未来屋書店　穂高店 長野県 安曇野市

イオン　豊科店 長野県 安曇野市

平安堂　あづみ野店 長野県 安曇野市

くまざわ書店　柳津店 岐阜県 岐阜市

丸善　岐阜店 岐阜県 岐阜市

未来屋書店　大垣店 岐阜県 大垣市

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 岐阜県 大垣市

喜久屋書店　大垣店 岐阜県 大垣市

未来屋書店　各務原店 岐阜県 各務原市

草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店 岐阜県 各務原市

谷島屋　流通通り店 静岡県 静岡市葵区

未来屋書店　清水店 静岡県 静岡市清水区

戸田書店　江尻台店 静岡県 静岡市清水区

ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 静岡県 静岡市清水区

アマノ　布橋店 静岡県 浜松市中区

未来屋書店　イオン浜松市野店 静岡県 浜松市東区

ぶっくす三峰 静岡県 浜松市東区

アマノ　有玉店 静岡県 浜松市東区

アマノ　三方原店 静岡県 浜松市北区

谷島屋　サンストリート浜北店 静岡県 浜松市浜北区

くまざわ書店　沼津店 静岡県 沼津市

マルサン書店　駅北店 静岡県 沼津市

未来屋書店　熱海店 静岡県 熱海市

くまざわ書店　三島店 静岡県 三島市



谷島屋　富士宮店 静岡県 富士宮市

焼津谷島屋　アピタ島田店 静岡県 島田市

未来屋書店　富士南店 静岡県 富士市

谷島屋　ららぽーと磐田店 静岡県 磐田市

未来屋書店　焼津店 静岡県 焼津市

未来屋書店　袋井店 静岡県 袋井市

アシーネ　裾野店 静岡県 裾野市

戸田書店　リブレ菊川店 静岡県 菊川市

丸善　イオンタウン千種店 愛知県 名古屋市千種区

未来屋書店　ナゴヤドーム前店 愛知県 名古屋市東区

未来屋書店　名西店 愛知県 名古屋市西区

星野書店　近鉄パッセ店 愛知県 名古屋市中村区

未来屋書店　八事店 愛知県 名古屋市昭和区

未来屋書店　熱田店 愛知県 名古屋市熱田区

泰文堂書店 愛知県 名古屋市熱田区

未来屋書店　名古屋茶屋店 愛知県 名古屋市港区

未来屋書店　新瑞橋店 愛知県 名古屋市南区

くまざわ書店　名古屋南店 愛知県 名古屋市南区

未来屋書店　守山店 愛知県 名古屋市守山区

未来屋書店　大高店 愛知県 名古屋市緑区

未来屋書店　有松店 愛知県 名古屋市緑区

くまざわ書店　鳴海店 愛知県 名古屋市緑区

未来屋書店　名古屋東店 愛知県 名古屋市名東区

未来屋書店　メイトピア店 愛知県 名古屋市名東区

未来屋書店　豊橋南店 愛知県 豊橋市

未来屋書店　岡崎店 愛知県 岡崎市

くまざわ書店　岡崎北店 愛知県 岡崎市

未来屋書店　木曽川店 愛知県 一宮市

くまざわ書店　一宮店 愛知県 一宮市

宮脇書店　尾西店 愛知県 一宮市

くまざわ書店　イーアス春日井店 愛知県 春日井市

未来屋書店　豊川店 愛知県 豊川市

くまざわ書店　刈谷店 愛知県 刈谷市

精文館書店　新豊田店 愛知県 豊田市

本の王国　安城店 愛知県 安城市

未来屋書店　常滑店 愛知県 常滑市

未来屋書店　小牧店 愛知県 小牧市

くまざわ書店　稲沢店 愛知県 稲沢市

くまざわ書店　岩倉店 愛知県 岩倉市



未来屋書店　三好店 愛知県 みよし市

本のメグリア　三好店 愛知県 みよし市

未来屋書店　長久手店 愛知県 長久手市

未来屋書店　東浦店 愛知県 知多郡

未来屋書店　扶桑店 愛知県 丹羽郡

夢屋書店　ピアゴ幸田店 愛知県 額田郡

未来屋書店　津城山店 三重県 津市

未来屋書店　津南店 三重県 津市

別所書店　津駅店 三重県 津市

未来屋書店　四日市北店 三重県 四日市市

未来屋書店　四日市尾平店 三重県 四日市市

未来屋書店　日永店 三重県 四日市市

未来屋書店　伊勢店 三重県 伊勢市

未来屋書店　桑名店 三重県 桑名市

未来屋書店　鈴鹿店 三重県 鈴鹿市

イオン　大安書籍売場 三重県 いなべ市

未来屋書店　東員店 三重県 員弁郡

未来屋書店　大津京店 滋賀県 大津市

大垣書店　フォレオ大津一里山店 滋賀県 大津市

イオン　長浜店書籍売場 滋賀県 長浜市

ブックハウスひらがき　エイスクエア店 滋賀県 草津市

喜久屋書店　草津店 滋賀県 草津市

ジュンク堂書店　滋賀草津店 滋賀県 草津市

ふたば書房　紫野店 京都府 京都市北区

大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市南区

くまざわ書店　桃山店 京都府 京都市伏見区

ふたば書房　山科駅前店 京都府 京都市山科区

平和書店　らぽーる東舞鶴店 京都府 舞鶴市

宮脇書店　亀岡店 京都府 亀岡市

平和書店　アル・プラザ京田辺店 京都府 京田辺市

まるぜん書店　マイン店 京都府 京丹後市

未来屋書店　大阪ドームシティ店 大阪府 大阪市西区

くまざわ書店　天王寺店 大阪府 大阪市天王寺区

ジュンク堂書店　上本町店 大阪府 大阪市天王寺区

紀伊國屋書店　天王寺ミオ店 大阪府 大阪市天王寺区

ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 大阪府 大阪市阿倍野区

くまざわ書店　阿倍野店 大阪府 大阪市阿倍野区

喜久屋書店　漫画館阿倍野店 大阪府 大阪市阿倍野区

ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 大阪府 大阪市阿倍野区



未来屋書店　平野駅前店 大阪府 大阪市平野区

未来屋書店　喜連瓜破店 大阪府 大阪市平野区

アシーネ　長吉店 大阪府 大阪市平野区

紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府 大阪市北区

ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店 大阪府 大阪市中央区

田村書店　千里中央店 大阪府 豊中市

ブックファースト　曽根店 大阪府 豊中市

未来屋書店　北千里店 大阪府 吹田市

アシーネ　吹田店 大阪府 吹田市

未来屋書店　高槻店 大阪府 高槻市

大垣書店　高槻店 大阪府 高槻市

未来屋書店　大日店 大阪府 守口市

未来屋書店　新茨木店 大阪府 茨木市

未来屋書店　茨木店 大阪府 茨木市

平和書店　アル・プラザ茨木店 大阪府 茨木市

丸善　八尾アリオ店 大阪府 八尾市

高坂書店　八尾店 大阪府 八尾市

未来屋書店　日根野店 大阪府 泉佐野市

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 大阪府 大東市

文教堂書店　住道店 大阪府 大東市

未来屋書店　和泉府中店 大阪府 和泉市

ブックパル　デューク書店　箕面店 大阪府 箕面市

くまざわ書店　みのおキューズモール店 大阪府 箕面市

アシーネ　古川橋駅前店 大阪府 門真市

未来屋書店　鴻池店 大阪府 東大阪市

未来屋書店　小阪店 大阪府 東大阪市

コミックランド　ヒバリヤ 大阪府 東大阪市

栗林書房　レッド小阪店 大阪府 東大阪市

未来屋書店　りんくう泉南店 大阪府 泉南市

未来屋書店　四條畷店 大阪府 四条畷市

喜久屋書店　神戸南店 兵庫県 神戸市兵庫区

未来屋書店　ジェームス山店 兵庫県 神戸市垂水区

ジュンク堂書店　三宮店 兵庫県 神戸市中央区

ジュンク堂書店　三宮駅前店 兵庫県 神戸市中央区

未来屋書店　姫路リバーシティ店 兵庫県 姫路市

未来屋書店　姫路大津店 兵庫県 姫路市

未来屋書店　東山店 兵庫県 姫路市

ジュンク堂書店　姫路店 兵庫県 姫路市

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 兵庫県 姫路市



未来屋書店　塚口店 兵庫県 尼崎市

くまざわ書店　あまがさき店 兵庫県 尼崎市

ふたば書房　つかしん店 兵庫県 尼崎市

未来屋書店　明石店 兵庫県 明石市

未来屋書店　土山店 兵庫県 明石市

くまざわ書店　明石店 兵庫県 明石市

くまざわ書店　コロワ甲子園店 兵庫県 西宮市

旭屋書店　ららぽーと甲子園店 兵庫県 西宮市

ジュンク堂書店　芦屋店 兵庫県 芦屋市

未来屋書店　伊丹店 兵庫県 伊丹市

未来屋書店　伊丹昆陽店 兵庫県 伊丹市

未来屋書店　加古川店 兵庫県 加古川市

くまざわ書店　加古川店 兵庫県 加古川市

未来屋書店　赤穂店 兵庫県 赤穂市

文林西村書店 兵庫県 西脇市

未来屋書店　三木店 兵庫県 三木市

未来屋書店　アスパ高砂店 兵庫県 高砂市

未来屋書店　小野店 兵庫県 小野市

未来屋書店　三田ウッディタウン店 兵庫県 三田市

未来屋書店　加西北条店 兵庫県 加西市

ファミリーマート　西村書店加西店 兵庫県 加西市

未来屋書店　氷上店 兵庫県 丹波市

未来屋書店　和田山店 兵庫県 朝来市

イオン　淡路店 兵庫県 淡路市

未来屋書店　山崎店 兵庫県 宍粟市

未来屋書店　社店 兵庫県 加東市

ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店 兵庫県 揖保郡

うかいや書店　福崎店 兵庫県 神崎郡

喜久屋書店　大和郡山店 奈良県 大和郡山市

未来屋書店　天理店 奈良県 天理市

未来屋書店　和歌山店 和歌山県 和歌山市

本と文具ツモリ　西部店 和歌山県 橋本市

アシーネ　田辺店 和歌山県 田辺市

Ｂｏｏｋ　Ｙａｒｄ．　ｃｈａｐｔｅｒ３ 鳥取県 米子市

今井書店　錦町店 鳥取県 米子市

今井書店　グループセンター店 島根県 松江市

今井書店　出雲店 島根県 出雲市

イオン　益田店 島根県 益田市

未来屋書店　岡山店 岡山県 岡山市北区



ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店 岡山県 岡山市南区

喜久屋書店　倉敷店 岡山県 倉敷市

開進堂書店　高梁店 岡山県 高梁市

津山ブックセンター　真庭店 岡山県 真庭市

未来屋書店　宇品店 広島県 広島市南区

ジュンク堂書店　広島駅前店 広島県 広島市南区

紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店 広島県 廿日市市

宮脇書店　ゆめタウン吉田店 広島県 安芸高田市

未来屋書店　アルパーク店 広島県 #N/A

くまざわ書店　下関店 山口県 下関市

ブックランド都野　宇部店 山口県 宇部市

未来屋書店　防府店 山口県 防府市

未来屋書店　徳島店 徳島県 徳島市

ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店 徳島県 徳島市

宮脇書店　鴨島店 徳島県 吉野川市

くまざわ書店　高松店 香川県 高松市

未来屋書店　綾川店 香川県 綾歌郡

明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 愛媛県 松山市

明屋書店　新居浜川東店 愛媛県 新居浜市

未来屋書店　高知店 高知県 高知市

金高堂　土佐山田店 高知県 香美市

とまと書房　佐川店 高知県 高岡郡

くまざわ書店　若松店 福岡県 北九州市若松区

未来屋書店　戸畑店 福岡県 北九州市戸畑区

くまざわ書店　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

ブックセンタークエスト　小倉本店 福岡県 北九州市小倉北区

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　サンリブ小倉店 福岡県 北九州市小倉南区

未来屋書店　八幡東店 福岡県 北九州市八幡東区

未来屋書店　黒崎店 福岡県 北九州市八幡西区

未来屋書店　香椎浜店 福岡県 福岡市東区

紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 福岡県 福岡市東区

メトロ書店　千早店 福岡県 福岡市東区

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂えきマチ１丁目香椎店 福岡県 福岡市東区

くまざわ書店　ららぽーと福岡店 福岡県 福岡市博多区

丸善　博多店 福岡県 福岡市博多区

紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県 福岡市博多区

未来屋書店　笹丘店 福岡県 福岡市中央区

アシーネ　マリナタウン店 福岡県 福岡市西区

未来屋書店　福岡伊都店 福岡県 福岡市西区



積文館書店　小田部店 福岡県 福岡市早良区

未来屋書店　大牟田店 福岡県 大牟田市

ＢＯＯＫＳあんとく　みずま店 福岡県 久留米市

未来屋書店　直方店 福岡県 直方市

Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店 福岡県 飯塚市

福岡金文堂　行橋店 福岡県 行橋市

未来屋書店　小郡店 福岡県 小郡市

未来屋書店　大野城店 福岡県 大野城市

未来屋書店　福津店 福岡県 福津市

未来屋書店　岡垣店 福岡県 遠賀郡

フタバ図書　ツタヤ　ＴＥＲＡイオン福岡店 福岡県 糟屋郡

未来屋書店　大木店 福岡県 三潴郡

くまざわ書店　佐賀店 佐賀県 佐賀市

ブックスグリーンウッド　小城店 佐賀県 小城市

遊ＩＮＧ　城山店 長崎県 長崎市

福岡金文堂　イオン大塔店 長崎県 佐世保市

くまざわ書店　佐世保店 長崎県 佐世保市

金龍堂　まるぶん店 熊本県 熊本市中央区

紀伊國屋書店　熊本光の森店 熊本県 菊池郡

くまざわ書店　大分明野店 大分県 大分市

くまざわ書店　大分店 大分県 大分市

未来屋書店　三光店 大分県 中津市

桜瀬書店 大分県 竹田市

未来屋書店　宮崎店 宮崎県 宮崎市

りーぶる金海堂　クロスモール店 宮崎県 宮崎市

田中書店　妻ヶ丘本店 宮崎県 都城市

くまざわ書店　延岡店 宮崎県 延岡市

アシーネ　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市

未来屋書店　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市

ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店 鹿児島県 鹿児島市

紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市

明屋書店　川内店 鹿児島県 薩摩川内市

未来屋書店　姶良店 鹿児島県 姶良市

ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店 沖縄県 那覇市

球陽堂書房　那覇メインプレイス店 沖縄県 那覇市

くまざわ書店　那覇店 沖縄県 那覇市

ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県 那覇市

未来屋書店　とよみ店 沖縄県 豊見城市

未来屋書店　沖縄ライカム店 沖縄県 中頭郡



球陽堂書房　西原店 沖縄県 中頭郡

田園書房　つかざん店 沖縄県 島尻郡


