
全国特典イラストカード 配布店舗
店舗名 郵便番号 住所
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3F
TSUTAYA広面店 010-0041 秋田市広面近藤堰越６３－１  
加賀谷書店茨島店 010-0065 秋田県秋田市茨島4丁目3ー24イオンタウン茨島
ジュンク堂書店秋田店 010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町4-2秋田オーパ6階
スーパーブックス八橋店 010-0977 秋田県秋田市八橋大道東1ー2
ジュンク堂書店盛岡店 020-0022 岩手県盛岡市大通2ー8ー10MOSSビル4F
エムズエクスポ盛岡店 020-0122 岩手県盛岡市みたけ3丁目36ー1
MORIOKATSUTAYA 020-0866 岩手県盛岡市本宮4丁目40ー20
ブックポートねぎし猪川店 022-0006 岩手県大船渡市立根町字堰口25ー2
TSUTAYA水沢店 023-0003 奥州市水沢区佐倉河慶徳８７  
エムズ書店桜台店 025-0064 花巻市桜台１－１２－１２
一誠堂 028-0065 岩手県久慈市十八日町１－２
本のよしのや　ラ・セラ東バイパス店 030-0912 青森市八重田４－２－１  ラ・セラ東バイパスＳＣ２Ｆ
ツタヤブックストア　ヒロロ 036-8003 弘前市駅前町９－２０  ヒロロ２Ｆ
TSUTAYA弘前店 036-8084 青森県弘前市高田2-1-1
函館蔦屋書店 041-0802 北海道函館市石川町85－1
TSUTAYA室蘭店 050-0075 北海道室蘭市中島本町1ー1ー6
三省堂書店札幌店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西2-5 JRタワー札幌ステラプレイス5F
文教堂書店札幌大通駅店 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西4丁目日之出ビルB1・B2
MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌店 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西1ー8ー2丸井今井南館地下2階
TSUTAYA札幌琴似店 063-0814 北海道札幌市西区琴似4条1丁目1ー1コルテナ1F
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
江別蔦屋書店 067-0005 北海道江別市牧場町１４－１
三省堂書店東京駅一番街店 100-0005 東京都千代田区丸の内1ー9ー1東京駅一番街1階
三省堂書店有楽町店 100-0006 東京都千代田区有楽町2ー10ー1東京交通会館
丸善丸の内本店 100-8203 東京都千代田区丸の内1ー6ー4丸の内オアゾ
三省堂書店アトレ秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目17ー6
COMICZIN秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田１丁目１１－７ 高和秋葉原ビル
書泉ブックタワー 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1ー11ー1
有隣堂ヨドバシAKIBA店 101-0028 東京都千代田区神田花岡町1ー1ヨドバシAKIBAビル7F
三省堂書店神保町本店 101-0051 東京都千代田区神田神保町1ー1
書泉グランデ 101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目3ー2
丸善お茶の水店 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2ー8瀬川ビル
山下書店半蔵門店 102-0083 東京都千代田区麹町2ー7半蔵門ビル1F
ブックファースト六本木店 106-0032 東京都港区六本木6丁目1－24 ラピロス六本木1階
TSUTAYA田町駅前店 108-0014 港区芝５－３１－１０  サンシャインビル１Ｆ・２Ｆ
PAPERWALLエキュート品川店 108-0074 東京都港区高輪3ー26ー27エキュート品川2F
ブックエキスプレスエキュート上野店 110-0005 台東区上野7ー1ー1JR上野駅構内
明正堂アトレ上野店 110-0015 東京都台東区東上野７－１－１ アトレ上野NO.5080
くまざわ書店浅草店 111-0033 東京都台東区花川戸１－４－１EKIMISE6F
往来堂書店 113-0022 東京都文京区千駄木２丁目４７－１１
スーパーブックスあおい書店春日店 113-0033 東京都文京区本郷４丁目23-14 第一三共春日ビル
NET21ブックスページワンIY赤羽店 115-0055 東京都北区赤羽西1丁目7ー1イトーヨーカドー6F
ブックファーストルミネ北千住店 120-0026 東京都足立区千住旭町42ー2ルミネ北千住
三省堂書店東京ソラマチ店 131-0045 東京都墨田区押上1丁目1ー2東京スカイツリータウン・ソラマチ2階
あゆみBOOKS瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江2ー5ー1
TSUTAYA船堀店 134-0091 江戸川区船堀４－２－２  
有隣堂アトレ目黒店 141-0021 東京都品川区上大崎2丁目16ー9 アトレ 目黒 1 5F
ブックファーストレミィ五反田店 141-0022 東京都品川区東五反田2ー1ー2レミィ五反田7階
TSUTAYA大森町駅前店 143-0015 東京都大田区大森西3-20-13
ブックファーストアトレ大森店 143-0016 東京都大田区大森北１－６－１６アトレ大森４階
くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店 144-0052 大田区蒲田５－１３－１  グランデュオ蒲田東館６Ｆ
青山ブックセンター本店 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山ガーデンフロア (B2F)
SHIBUYA TSUTAYA 150-0042 東京都渋谷区宇田川町21ー6
MARUZEN＆ジュンク堂書店渋谷店 150-8019 東京都渋谷区道玄坂2ー24ー1東急百貨店本店
紀伊國屋書店西武渋谷店 150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店パーキング館 1F
啓文堂書店笹塚店 151-0073 東京都渋谷区笹塚1ー56ー18 京王クラウン街笹塚
有隣堂アトレ恵比寿店 152-0022 東京都渋谷区恵比寿南1ー5ー5
三省堂書店下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢２丁目２５－２１ ピ-コック下北沢店 ３Ｆ
三省堂書店経堂店 156-0052 東京都世田谷区経堂2ー1ー33経堂コルティ2階
三省堂書店成城店 157-0066 東京都世田谷区成城6ー5ー34成城コルティ2F
文教堂書店二子玉川店 158-0094 東京都世田谷区玉川2ー21ー1二子玉川ライズＳ.Ｃ.タウンフロント二子玉川ライズ・ショッピングセンター
ブックファーストルミネ新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１－５ ルミネ新宿 ルミネ1 6階
ブックファースト新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿1ー7ー3 モード学園コクーンタワーCゾーン
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紀伊國屋書店新宿本店コミック売り場 163-8636 東京都新宿区新宿3丁目17ー7アドホック新宿ビル2F
ブックファースト中野店 164-0001 東京都中野区中野4-3-1中野サンクォーレ1・2階
明屋書店中野ブロードウェイ店 164-0001 東京都中野区中野5ー52ー15中野ブロードウェイ3F
BOOK+東中野店 164-0003 東京都中野区東中野4丁目4－26アトレヴィ東中野3F
文禄堂あゆみBOOKS高円寺店 166-0002 東京都杉並区高円寺北２丁目６－１ 高円寺千歳ビル 1F
ブックスオオトリ高円寺店 166-0002 東京都杉並区高円寺北2-8-10
ブックショップ書楽 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37ー13
あゆみBOOKS杉並店 166-0011 杉並区梅里１－７－１５  カーニープレイス杉並１Ｆ
今野書店コミック店 167-0042 東京都杉並区西荻北3ー1ー8
文禄堂あゆみBOOKS荻窪店 167-0051 東京都杉並区荻窪5ー30ー6福村産業ビル1F
くまざわ書店エミオ池袋店 170-0022 東京都豊島区南池袋1-28-1エミオ池袋B1
くまざわ書店池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1ルミネ池袋店6F
旭屋書店池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目1ー25東武百貨店池袋店7F
ジュンク堂書店池袋本店 171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目15ー5
三省堂書店池袋本店 171-0022 東京都豊島区南池袋1ー28ー1
あゆみBOOKS平和台店 179-0085 東京都練馬区早宮2丁目17ー41
啓文堂書店吉祥寺店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-25キラリナ京王吉祥寺 7階
ジュンク堂書店吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1ー11ー5コピス吉祥寺B館6階
ブックスルーエ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目14ー3
TSUTAYA三鷹北口店 180-0006 東京都武蔵野市中町1-17-4　1.モンテローザ三鷹ビル
啓文堂書店府中本店 183-0055 東京都府中市府中町1-2-1京王府中SC駅ビル1F
紀伊國屋書店国分寺店 185-0021 国分寺市南町3ー20ー3セレオ国分寺8F
オリオン書房ルミネ立川店 190-0012 立川市曙町2-1-1 立川ルミネ8F
オリオン書房ノルテ店 190-0012 東京都立川市曙町2丁目42ー1パークアベニュー3F
PAPERWALLエキュート立川エキナカ店 190-0023 立川市柴崎町3-1-1エキュート立川2F
ジュンク堂書店立川高島屋店 190-8507 東京都立川市曙町2ー39ー3立川高島屋6階
くまざわ書店コミックランド･ビーワン 192-0083 東京都八王子市旭町2ー11
丸善多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1丁目46ー1ココリア多摩センター5F
オリオン書房イオンモールむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1ー3 イオンモールむさし村山
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ー1135ー1グランツリー武蔵小杉3階
丸善ラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72ー1ラゾーナ川崎プラザ1階
文教堂書店溝ノ口本店 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3丁目1ー28
有隣堂横浜駅西口コミック王国 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１ー４　Ｂ１号
丸善横浜みなとみらい店 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-2 みなとみらい東急スクエア ① (3階)
三省堂書店新横浜店 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2ー100ー45キュービックプラザ新横浜8階
くまざわ書店アピタテラス横浜綱島店 223-0052 横浜市港北区綱島東４－３－１７  アピタテラス横浜綱島２Ｆ　２１９区画
ブックファーストモザイクモール港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1ー31ー1ﾓｻﾞｲｸﾓｰﾙ港北3階
文教堂書店横須賀MORE'S店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２丁目３０ モアーズシティ 7F
三省堂書店海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央１丁目１－１ ViNAWALK1 番館4F
有隣堂戸塚モディ店 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町10ラピス戸塚1ビル
有隣堂テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県藤沢市 辻堂神台1丁目3ー1テラスモール4F
ジュンク堂書店藤沢店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢559ビックカメラ藤沢店7階・8階
有隣堂藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2ー1ー1フジサワ名店ビル35F
文教堂書店星ヶ丘店 252-0237 相模原市中央区千代田６－３  千代田プラザ
伊勢原書店秦野店 257-0031 神奈川県秦野市曽屋5909ー3
三省堂書店カルチャーステーション千葉店 260-0015 千葉県千葉市中央区 富士見2ー3ー1 塚本大千葉ビル 4F
三省堂書店そごう千葉店 260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000番そごう千葉店9F
くまざわ書店ペリエ千葉エキナカ店 260-0031  千葉県千葉市中央区新千葉１丁目１－１ ペリエ千葉エキナカ4F
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丁目185ー2流山おおたかの森sc2f流山おおたかの森Ｓ・Ｃ
ときわ書房本八幡店 272-0021 千葉県市川市八幡2ー15ー10パティオビル5F
くまざわ書店ららぽーと船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1船橋ららぽーとTOKYO-BAY北館2F
ブックエキスプレスペリエ西船橋店 273-0031 千葉県船橋市西船4-27-7JR西船橋駅ペリエ西船橋3階
旭屋書店船橋店 273-8567 千葉県船橋市本町7－1－1東武百貨店船橋店5F
ジュンク堂書店柏モディ店 277-0005 千葉県柏市柏1丁目2ー26柏モディ
博文堂書店君津店 299-1144 千葉県君津市中野5丁目17-1 イオンタウン君津 
ワンダーグー新ひたち野うしく店 300-1207 牛久市ひたち野東５－５－１
蔦屋書店龍ケ崎店 301-0854 龍ケ崎市中里２－１－２
TSUTAYALALAガーデンつくば 305-0034 茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1　LALAガーデンつくば1階
蔦屋書店ひたちなか店 312-0005 茨城県ひたちなか市新光町30ー4
リブロひたちなか店 312-0005 ひたちなか市新光町３５  ニューポートひたちなかＦクルーズ２Ｆ
TSUTAYA鹿嶋南店 314-0135 神栖市堀割１－２－２５
くまざわ書店宇都宮インターパーク店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店2F
TSUTAYA黒磯店 325-0025 栃木県 那須塩原市下厚崎264-5
ハートブックス４００号西那須野店 329-2735 那須塩原市太夫塚６－２３２－８
三省堂書店大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1ー6ー2そごう大宮店8F
ジュンク堂書店大宮高島屋店 330-8511 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目３２ 大宮高島屋ビル 7階
紀伊國屋書店さいたま副都心店 330-9559 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2　コクーン1　1F
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文教堂川口駅店 332-0015 埼玉県川口市川口1ー1ー1
TSUTAYABOOKSTOREビーンズ西川口店 332-0034 埼玉県 川口市並木2-20-1 JR西川口駅ビーンズ西川口4F
ツタヤ東大宮店 337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町393ハレノテラスD棟
ブックデポ書楽 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2ー3ー5
TSUTAYA八潮店 340-0833 埼玉県八潮市西袋１３３５
旭屋書店新越谷店 343-0845 埼玉県越谷市南越谷1ー11ー4VARIE 3F
蔦屋書店フォレオ菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6006-1
ブックファーストルミネ川越店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町39-19ルミネ川越 4階
書泉芳林堂書店みずほ台店 354-0015 富士見市東みずほ台２－２９－４  東武ストアみずほ台東店１Ｆ
TSUTAYABOOKSTOREグランエミオ所沢 359-0037 所沢市くすのき台１－１４－５  グランエミオ所沢３Ｆ
蔦屋書店熊谷店 360-0842 熊谷市新堀新田中山６２０－１
宮脇書店北本店 364-0005 北本市本宿1-84
戸田書店高崎店 370-0074 高崎市下小鳥町438-1 
未来屋書店高崎店 370-3521 高崎市棟高町１４００  イオンモール高崎２Ｆ
喜久屋書店太田店 373-0808 群馬県太田市石原町81番地イオンモール太田2F
蔦屋書店前橋みなみモール店 379-2143 前橋市新堀町９４０ 
くまざわ書店伊勢崎店 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368SMARK伊勢崎2F
TSUTAYA若里店 380-0928 長野市若里７－６－５  
平安堂若槻店 381-0042 長野県長野市稲田1ー14ー21
蔦屋書店長野川中島店 381-2217 長野市稲里町中央２－１２－１  
蔦屋書店佐久小諸店 384-0808 小諸市御影新田２２９１－１ 
蔦屋書店上田大屋店 386-0152 上田市大屋２１９－５  
平安堂更埴店 387-0012 千曲市桜堂字西沖３８０－３ 
文教堂書店JOY松本店 390-0815 長野県松本市深志1ー3ー11コングロＭＢ3F
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
ジュンク堂書店岡島甲府店 400-8660 山梨県甲府市丸の内1ー21ー15岡島百貨店6階
TSUTAYAすみや三島店 411-0902 駿東郡清水町玉川１５７－１  
TSUTAYA富士本吉原店 417-0001 富士市今泉１－１７－４１
MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店 420-8508 静岡県静岡市葵区鷹匠1ー1ー1新静岡セノバ5F
谷島屋書店浜松本店 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町６－１ メイワン８階
BOOKアマノ入野店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町6491-3
谷島屋書店イオンモール浜松志都呂店 432-8069 浜松市西区志都呂2丁目37番1号イオンモール浜松志都呂SC3階
アマノ書店三方原店 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町1950ー1
谷島屋書店サンストリート浜北店 434-0041 静岡県浜松市浜北区平口2861 コローレサンストリート浜北SC
精文館書店本店コミック館 440-0897 愛知県豊橋市松葉町1ー15FACE豊橋ビル3階
精文館書店汐田橋店 441-8087 愛知県豊橋市牟呂町扇田85
TSUTAYA　ウイングタウン岡崎店 444-0814 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂3 ウイングタウン内
三洋堂書店西尾店 445-0063 愛知県西尾市今川町字馬捨場31番地
本の王国安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町５－１３－４０
三省堂書店名古屋本店 450-6608 愛知県名古屋市中村区名駅1ー1ー3タカシマヤゲートタワーモール8F
ジュンク堂書店名古屋栄店 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町１丁目１明治安田生命名古屋ビル
丸善名古屋本店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-8-14
丸善アスナル金山店 460-0022 名古屋市中区金山１－１７－１  アスナル金山３Ｆ
らくだ書店本店 464-0852 愛知県名古屋市千種区青柳町5ー18
丸善　イオンタウン千種店 464-0858 名古屋市千種区千種２－１６－１３  イオンタウン千種店２Ｆ
TSUTAYABOOKSTOREららぽーと愛知東郷 470-0186 愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業  ６２街区１－３　ららぽーと愛知東郷２Ｆ
精文館書店新豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町1丁目15
丸善アピタ知立店 472-0045 知立市長篠町大山１８－１  ギャラリエアピタ知立店２Ｆ
TSUTAYA春日井店 486-0917 愛知県春日井市美濃町2丁目3番地
TSUTAYA瀬戸店 489-0971 愛知県瀬戸市西本地町2丁目222番地1
三省堂書店一宮店 491-0858 愛知県一宮市栄3ー1ー1アスティ一宮1F
三省堂書店岐阜店 500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10アスティ岐阜2F
丸善岐阜店 502-0882 岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号マーサ213Fマーサ21
三洋堂書店大垣バロー店 503-0015 大垣市林町７丁目北屋敷１０７２－１
TSUTAYA大垣店 503-0932 岐阜県大垣市本今町字西ノ側1639ー1
三洋堂書店瑞浪中央店 509-6108 瑞浪市益見町３－１０７  
TSUTAYA笹川店 510-0891 三重県四日市市日永西2ー13ー3
丸善四日市店 510-8585 三重県四日市市諏訪栄町7ー34近鉄百貨店四日市店地下1階
TSUTAYA鈴鹿中央通店 513-0805 三重県鈴鹿市算所町字山之相417ー1
コメリ書房　鈴鹿店 513-0853 鈴鹿市末広南１－１－１
別所書店イオン津店 514-0003 三重県津市桜橋3ー446
別所書店津駅店 514-0009 津市羽所町１１９１－１  津ステーションビルチャム３Ｆ
TSUTAYAミタス伊勢店 516-0008 三重県伊勢市船江町1ー10ー21
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ー1ー1
ハイパーブックス彦根店 522-0042 滋賀県彦根市戸賀町145－2
がんこ堂近江八幡アクア店 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町179 アクア21（3F）
ハイパーブックス駒井沢店 525-0014 滋賀県草津市駒井沢町85
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ジュンク堂書店滋賀草津店 525-0032 滋賀県草津市大路1ー1ー1ガーデンシティ草津地下1階Lty932
ハイパーブックスかがやき通り店 525-0046 滋賀県草津市追分南3丁目25番4号
喜久屋書店草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津
ハイパーブックス長浜店 526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町681-3
ハイパーブックス八日市店 527-0033 滋賀県東近江市東沖野1丁目4-6
TSUTAYA水口店 528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5555 アヤハプラザ水口
ジュンク堂書店大阪本店 530-0003 大阪市北区堂島1ー6ー20堂島アバンザ1～3F
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 ショップ＆レストラン南館6F
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
ブックファースト梅田2階店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目１－３ 阪急梅田駅2階
MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町7ー20チャスカ茶屋町地下1階
清風堂書店 530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2ー11ー16梅田セントラルビルB2
リブロ新大阪店 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1　JR新大阪駅2階
ジュンク堂書店天満橋店 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1ー1 京阪シティモール7階
文教堂書店淀屋橋店 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1ー1淀屋橋ｏｄｏｎａ2Ｆ
旭屋書店なんばCITY店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波5ー1ー60なんばCITYなんばＣＩＴＹ
ブックファーストクリスタ長堀店 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目長堀地下街2号
紀伊國屋書店天王寺ミオ店 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺ミオ　本館　９F
くまざわ書店天王寺店 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町１０－４８  天王寺ミオプラザ館３Ｆ
ジュンク堂書店上本町店 543-8543 大阪府大阪市天王寺区上本町6ー1ー55近鉄百貨店
TSUTAYAあべの橋店 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－３４
リーディングスタイルあべの 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目２－３０ Hoop６階
ブックスＢ 552-0001 大阪市港区波除３－１－５－１０１
くまざわ書店なんばパークス店 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
ジュンク堂書店難波店 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2ー3マルイト難波ビル3階
田村書店千里中央店 560-0082 豊中市新千里東町１－３－３２１  せんちゅうパル３Ｆ・４Ｆ
田村書店吹田さんくす店 564-0027 吹田市朝日町２－１５１  吹田さんくす２番館１Ｆ
キタモト書店2号店 564-0031 大阪府吹田市元町11-6
TSUTAYA高槻南店 569-0064 高槻市庄所町１０－１０
ダイハン書房高槻店 569-0071 高槻市城北町2－1－18 ミング阪急高槻2F
大垣書店高槻店 569-1123 大阪府高槻市芥川町1丁目2アクトアモーレ
TSUTAYAビバモール寝屋川店 572-0855 寝屋川市寝屋南２－２２－２
TSUTAYA八戸ノ里店 577-0801 大阪府東大阪市小阪３丁目１－１１　Eー1
丸善八尾アリオ店 581-0803 大阪府八尾市光町2ー3アリオ八尾3階
丸善高島屋堺店 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通５９  高島屋堺店４Ｆ
未来屋書店りんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F
大垣書店イオンモール堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町1　イオンモール堺鉄砲町　３F
TSUTAYA堺プラットプラット店 590-0985 堺市堺区戎島町３－２２－１  プラットプラット２Ｆ
TSUTAYA貝塚２６号線店 597-0082 貝塚市石才１６３
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長刀鉾町20四条烏丸FTスクエア B1F
大垣書店京都本店 600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８  ＳＵＩＮＡ室町１Ｆ
ふたば書房京都駅八条口店 600-8215 京都市下京区東塩小路釡殿町31ー1近鉄名店街みやこみち内
大垣書店京都ヨドバシ店 600-8216 京都府京都市 下京区烏丸通七条下る東塩小路町590ー2
くまざわ書店京都ポルタ店 600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町902
平和書店TSUTAYA京都リサーチパーク店 600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91
アバンティBC京都店 601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31番地KYOTOAVANTI6階
大垣書店イオンモールKYOTO店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1
大垣書店イオンモール京都桂川店 601-8601 京都府京都市南区久世高田町376ー1
大垣書店ビブレ店 603-8142 京都府京都市北区小山北上総町49ー1
丸善京都本店 604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251京都BAL地下1/2
ふたば書房ゼスト御池店 604-8091 京都市中京区下本能寺前町492ー1ゼスト御池地下街内
大垣書店四条店 604-8153 京都府京都市中京区笋町689 京都御幸ビル
大垣書店烏丸三条店 604-8166 京都市中京区烏丸通三条上ル御倉町85ー1KDX烏丸ビル1Ｆ
大垣書店二条駅店 604-8415 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町1ー6 BiVi二条
平和書店TSUTAYA松ヶ崎店 606-0954 京都府 京都市左京区松ヶ崎壱町田町5
アバンティブックセンター洛北店 606-8103 京都市左京区高野西開町36番地 カナート洛北店2F
大垣書店高野店 606-8107  京都府京都市左京区高野東開町20 谷畑高野ビルカストルム洛北 1F
平和書店アルプラザ京田辺店 610-0334 京都府京田辺市田辺中央5-2-1 アルプラザ京田辺2F
平和書店アルプラザ宇治東店 611-0013 京都府宇治市莵道平町２８－１
平和書店TSUTAYA藤の森店 612-0029 京都市伏見区深草西浦町５－５０  アルカディアシティ内
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32MOMOテラス2F
未来屋書店久御山店 613-0042 京都府久世郡久御山町森南大内156-1
大垣書店イオンモール京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25ー1
大垣書店京都ファミリー店 615-0072 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1ー1
TSUTAYAAVIX福知山店 620-0933 京都府福知山市東羽合町149番地
大垣書店亀岡店 621-0822 京都府亀岡市篠町野条上又11ー1
喜久屋書店JR奈良駅店 630-8122  奈良県奈良市 三条本町11 ビエラ奈良2F

 4



啓林堂書店学園前店 631-0036 奈良県奈良市学園北１－９－１パラディ学園前３Ｆ
ジュンク堂書店奈良店 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２丁目４－１ならファミリー4F
TSUTAYAアクロスプラザ橿原店 634-0831 橿原市曽我町４５－１  
喜久屋書店橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7ー20ー1イオンモール橿原3F
喜久屋書店大和郡山店 639-1101 大和郡山市下三橋町７４１  イオンモール大和郡山２Ｆ
ジュンク堂書店三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6ー18
ジュンク堂書店神戸さんちか店 650-0021 神戸市中央区三宮町１－１０－１  地下１階さんちか三番街ホーム＆ライフ内
大垣書店神戸ハーバーランドumie店 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1ー7ー2神戸ハーバーランドumieNORTHMALL5F
ジュンク堂書店三宮駅前店 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通6ー1ー15サンシティビル7階
喜久屋書店西神中央店 651-2273 神戸市西区糀台5ー2ー3プレンティ1番館3F
ジュンク堂書店神戸住吉店 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目2ー1住吉ターミナルビル4Fリブ
ジュンク堂書店芦屋店 659-0092 兵庫県芦屋市大原町9ー1ー304ラポルテ東館3F
ふたば書房つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4ー8ー1つかしんにしまち2Ｆ
ブックファーストエビスタ西宮店 662-0973 兵庫県西宮市 田中町1ー6 エビスタ西宮1階
ジュンク堂書店西宮店 663-8035 兵庫県西宮市北口町1ー1アクタ西宮西館4階
ブックファースト西宮ガーデンズ店 663-8204 兵庫県西宮市高松町14－2－405阪急西宮ガーデンズ4階 
NET21ブックランドサンクス宝塚ソリオ店 665-0845 兵庫県宝塚市栄町2ー1ー1ソリオ1GF
ジュンク堂書店姫路店 670-0914 兵庫県姫路市豆腐町222ピオレ姫路ヤング館2F
TSUTAYA太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２５０－５  
ジュンク堂書店明石店 673-0891 兵庫県明石市大明石町1ー6ー1パピオスあかし2階
未来屋書店明石店 674-0068 明石市大久保町ゆりのき通２－３－１  イオン明石店２番街２Ｆ
TSUTAYA高砂米田店 676-0807 高砂市米田町島２３
今井書店倉吉パープルタウン店 682-0023 倉吉市山根５５７－１  倉吉ＳＣパープルタウン２Ｆ
今井書店錦町店 683-0811 鳥取県米子市錦町3丁目90
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出雲店 693-0063 出雲市大塚町６５０－１  ゆめタウン出雲店２Ｆ
今井書店出雲店 693-0066 島根県出雲市高岡町1237ー1
TSUTAYA大安寺店 700-0066 岡山県岡山市北区野殿西町329ー1
丸善岡山シンフォニービル店 700-0822 岡山県岡山市北区表町1ー5ー1岡山シンフォニービル地下1階
未来屋書店岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目２－１ー5025
啓文社岡山本店 700-0973 岡山県岡山市北区下中野377ー1
TSUTAYA　AZ岡南店 702-8056 岡山市南区築港新町２－１－１５
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
TSUTAYA　AZ玉島店 713-8102 倉敷市玉島１６５１－１
宮脇書店総社店 719-1125 岡山県総社市井手1049ー1
啓文社ポートプラザ店 720-0801  広島県福山市入船町3丁目1-25天満屋ハピータウンポートプラザ店1階
啓文社コア春日店 721-0907 福山市春日町5-1-3
フタバ図書アルティ福山本店 721-0961 福山市明神町１－１４－２０
啓文社コア福山西店 729-0106 福山市高西町4-3-61
丸善広島店 730-8540 広島県広島市中区胡町5ー22天満屋八丁堀ビル7・8F
フタバ図書MEGA中筋店 731-0122 広島県広島市安佐南区中筋4-11-7
廣文館新幹線店 732-0822 広島県広島市南区松原町1ー2
フタバ図書GIGA広島駅前店 732-0822 広島県広島市南区松原町2ー22
広島蔦屋書店 733-0831 広島市西区扇２－１－４５  広島Ｔ－ＳＩＴＥ
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丁目7ー1
フタバ図書TERA広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２丁目1-1イオンモール広島府中 3Ｆ
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4F
VV山口店 753-0851 山口県山口市黒川５７２－４
幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店 755-0047 宇部市島３－３－８
宮脇書店本店 760-0029 香川県高松市丸亀町4ー8
宮脇書店総本店 760-0064 高松市朝日新町３－４  
TSUTAYA高松サンシャイン通り店 761-0301 高松市林町２２１７－２１  
宮脇書店南本店 761-8071 香川県高松市伏石町2139ー11
ペンシル倶楽部 771-1703 阿波市阿波町伊沢田８８－１  アワーズプラザ内
明屋書店松山本店 790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目7ー2
明屋書店石井店 791-1105 愛媛県松山市北井門2丁目20番32号
TSUTAYABOOKSTOREエミフルMASAKI 791-3120 伊予郡松前町筒井８５０  
喜久屋書店小倉店 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3ー1ー1セントシティ北九州
ブックセンタークエスト小倉本店 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借1ー4ー7
紀伊國屋書店天神イムズ店 810-0001 福岡市中央区天神１－７－１１  ＩＭＳ４Ｆ
ジュンク堂書店福岡店 810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-15-1西通りスクエア1~3F
六本松蔦屋書店 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松 4-2-1 六本松421 2F
丸善博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1JR博多シティ8F
蔦屋書店コマーシャルモール博多 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40
蔦屋イオン筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１
福岡金文堂行橋店 824-0031 福岡県行橋市西宮市３丁目８－１
TSUTAYA 長崎COCOWALK 852-8104 長崎市茂里町１－５５  みらい長崎ココウォーク５Ｆ
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TSUTAYAココアドバンス大村店 856-0817 大村市古賀島町５２４－１４
くまざわ書店佐世保店 857-0871 佐世保市本島町４－７  ＴＷＩＮＫＬＥ　Ｂ１Ｆ
蔦屋書店熊本三年坂店 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1ー2 カリーノ下通3F
TSUTAYA　AVクラブ菊池店 861-1307 菊池市片角２９０  菊池ショッピングセンターキャニオン内
TSUTAYAさくらの森店 861-2101 熊本市東区桜木６－６－１
蔦屋書店嘉島店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店 870-0831 大分県大分市 要町1ー14 アミュプラザおおいた4F
明屋書店フリーモールわさだ店 870-1161 大分県大分市木上2103
リブロ大分わさだ店 870-1198 大分市玉沢字楠本７５５  トキハわさだタウン２街区３Ｆ
蔦屋書店宮崎高千穂通り店 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-8-1
紀伊國屋書店鹿児島店 890-0053 鹿児島市中央町１－１  アミュプラザ鹿児島４Ｆ
ジュンク堂書店鹿児島店 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町マルヤガーデンズ5階・6階
丸善天文館店 892-0827 鹿児島県鹿児島市中町3ー15ヴィストラルビル
金海堂イオン隼人国分店 899-5117 霧島市隼人町見次１２２９  イオン隼人国分店２Ｆ
ジュンク堂書店那覇店 900-0013 沖縄県那覇市牧志1ー19ー29 DーNAHA 地下1階～3階
TSUTAYA首里店 903-0807 那覇市首里久場川町２－１２２－１  首里りうぼう１Ｆ
田園書房具志川店 904-2244 うるま市江洲４５０－１  サンエー具志川メインシティ１Ｆ
TSUTAYABOOKSTOREワイプラザ新保店 910-0838 福井市新保北１－３０３  ワイプラザＡ館２Ｆ
文明堂書店神明店 916-0029 鯖江市北野町１５－１ 
TSUTAYA金沢店 920-0024 石川県 金沢市西念4-25-8
金沢ビーンズ明文堂 920-8203 石川県金沢市鞍月5丁目158
明文堂書店金沢野々市店 921-8823 石川県野々市市粟田5丁目461
明文堂書店富山新庄経堂店 930-0951 富山県富山市経堂123-4
文苑堂書店富山豊田店 931-8313 富山県富山市豊田町2ー8ー14
文苑堂書店福田本店 933-0829 富山県高岡市福田４３
文苑堂書店小杉店 939-0332 富山県射水市橋下条赤田6ー17
蔦屋書店長岡新保店 940-0875 長岡市新保６－２２２
蔦屋書店長岡古正寺店 940-2103 長岡市古正寺町３５０
蔦屋書店河渡店 950-0015 新潟市東区河渡庚１６７  
紀伊國屋書店新潟店 950-0088 新潟市中央区万代1ー5ー1ラブラ万代6F
くまざわ書店新潟亀田店 950-0157 新潟市江南区鵜ノ子４－４６６  アピタ新潟亀田店２Ｆ
蔦屋書店竹尾インター店 950-0893 新潟市東区はなみずき３－３－１
蔦屋書店新潟万代店 950-0908 新潟市中央区幸西３－１－６  
ジュンク堂書店新潟店 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1丁目1プラーカ
くまざわ書店新潟デッキィ店 950-0973 新潟市中央区上近江４－１２－２０  デッキィ４０１　Ｂ１Ｆ
蔦屋書店新通店 950-2035 新潟市西区新通１２７２
蔦屋書店新津店 956-0035 新潟市秋葉区程島１８６５－１  
蔦屋書店新発田店 957-0063 新発田市新栄町３－１－３１
岩瀬書店福島駅西口店 960-8031 福島県福島市栄町1ー1パワーシティピポット内
みどり書房白河店 961-0054 白河市北中川原１６１－１ 
みどり書房TSUTAYA桑野店 963-8032 福島県郡山市下亀田16-16
レオクラブTSUTAYA会津アピオ店 965-0059 会津若松市インター西１１８  
スクラム鏡石店 969-0403 岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９  イオンスーパーセンター鏡石店内
ブックエース上荒川店 970-8034 福島県いわき市平上荒川島田５
丸善仙台アエル店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1ー3ー1AER1階
喜久屋書店仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央４丁目1-1イービーンズ
ブックスなにわ仙台泉店 981-3121 仙台市泉区上谷刈１－７－１０
蔦屋書店仙台泉店 981-3137 仙台市泉区大沢２－１２－４
蔦屋書店アクロスプラザ富沢西店 982-0033 仙台市太白区富田京ノ北７２－１
TSUTAYA仙台荒井店 984-0827 宮城県仙台市若林区なないろの里3丁目3-28
TSUTAYA愛子店 989-3122 仙台市青葉区栗生７－４－６  
TSUTAYA古川バイパス店 989-6223 大崎市古川城西１５  
こまつ書店西田店 990-0831 山形県山形市西田1丁目1ー8
こまつ書店寿町本店 990-2414 山形県山形市寿町10ー27
こまつ書店堀川町店 992-0061 山形県米沢市堀川町４－６８
未来屋書店三川店 997-1316 東田川郡三川町猪子和田庫１２８－１  イオンモール三川２Ｆ
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