店舗名

郵便番号

住所

TSUTAYAあいの里店

002-8071

北海道札幌市北区あいの里1条6丁目2ー2

文教堂札幌ルーシー店

003-0021

北海道札幌市白石区栄通り18ー5

ミライア本荘店

015-0843

秋田県由利本荘市東梵天257

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

東山堂イオンモール前潟盛岡店

020-0148

岩手県盛岡市前潟4-7-1

株式会社一誠堂店

028-0065

岩手県久慈市十八日町１−２

伊吉書院八戸類家店

031-0004

青森県八戸市南類家一丁目３-１

未来屋書店ヒロロ店

036-8003

青森県弘前市駅前町 9-20ヒロロB1

ヤマダ電機テックランド札幌本店

060-0001

北海道札幌市中央区北1条西8丁目1-2

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

紀伊国屋書店札幌本店

060-0005

北海道札幌市中央区北5条西5-7

紀伊国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丁目14ー2

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

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

ブックエキスプレス東京駅京葉ストリート店

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

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

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

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

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

タロー書房

103-0022

東京都中央区日本橋室町２丁目２−１

丸善日本橋店

103-8245

東京都中央区日本橋2丁目2ー3ー10

あゆみBOOKS田町店

108-0014

東京都港区芝 5-31-19ラウンドクロス田町1F

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

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

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

くまざわ書店西新井店

123-0843

東京都足立区西新井栄町1丁目20ー1アリオ西新井3F

有隣堂錦糸町テルミナ店

130-0022

東京都墨田区江東橋3丁目14ー5 テルミナ

廣文館イトーヨーカドー曳舟店

131-0046

東京都墨田区京島1ー2ー1

あゆみBOOKS瑞江店

132-0011

東京都江戸川区瑞江2ー5ー1

有隣堂アトレ亀戸店

136-0071

東京都江東区 亀戸5丁目1ー1 アトレ亀戸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

ブックスタマ武蔵小山店

142-0062

東京都品川区小山3-21-16（パルム商店街内）

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

有隣堂グランデュオ蒲田店

144-0051

東京都大田区 西蒲田7ー68ー1 グランデュオ蒲田 西館 6F

くまざわ書店グランデュオ蒲田店

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

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)

HMV＆BOOKSSHIBUYA

150-0041

東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 5F,6F,7F

SHIBUYATSUTAYA

150-0042

東京都渋谷区宇田川町21ー6

啓文堂書店渋谷店

150-0043

東京都渋谷区道玄坂1ー4ー19 渋谷マークシティ EAST MALL1階・地下1階

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

紀伊国屋書店西武渋谷店

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

紀伊国屋書店笹塚店

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

ブックファースト自由が丘店

152-0035

東京都目黒区自由が丘1−8−21メルサ自由が丘PartⅠ 地下1階

あおい書店池尻大橋店

154-0001

東京都世田谷区池尻3ー1ー3

福家書店新宿サブナードコミックストア店

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1丁目サブナード1号

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

COMICZIN新宿店

160-0023

東京都新宿区西新宿１−１２−１１ 山銀ビル5F

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

紀伊国屋書店新宿本店

163-8636

東京都新宿区新宿3丁目17ー7

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

文禄堂高円寺店

166-0002

東京都杉並区高円寺北2ー6ー1高円寺千歳ビル1F

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

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

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

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

1

イオンモール盛岡店2F

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

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

ジュンク堂書店大泉学園店

178-0063

東京都練馬区東大泉1ー28ー1グランエミオ3F

あゆみBOOKS平和台店

179-0085

東京都練馬区早宮2丁目17ー41

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

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

啓文堂書店三鷹店

181-0013

東京都三鷹市下連雀3ー35ー1ネオシティビル（三鷹コラル）3F

啓文堂書店府中本店

183-0055

東京都府中市府中町1-2-1

ブックスタマ東村山店

189-0022

東京都東村山市野口町1-46ワンズプラザ２Ｆ

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

オリオン書房ルミネ店

190-0012

立川市曙町2ー1ー1立川ルミネ8Ｆ

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

文教堂書店つくし野東急店

194-0001

東京都町田市つくし野1丁目30番1号

ブックファーストルミネ町田店

194-0013

東京都町田市原町田６丁目１−１１ ７Ｆ

有隣堂町田モディ店

194-0013

東京都町田市 町田モディ8F

久美堂本店

194-0013

東京都町田市原町田6-11-10

ブックスタマ福生店

197-0011

東京都福生市福生1076

ブックスタマ千ヶ瀬店

198-0043

東京都青梅市千ヶ瀬町4-327-1

ブックスタマ小作店

205-0002

東京都羽村市栄町1-3-11

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

啓文堂書店多摩センター店

206-0033

東京都多摩市落合1ー10ー1 京王多摩センターSC2階

有隣堂アトレ川崎店

210-0007

神奈川県川崎市川崎区 駅前本町26ー1 アトレ 川崎 6F

紀伊国屋書店武蔵小杉店

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

中原ブックランド本店

211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3−1

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

文教堂溝ノ口駅前店

213-0001

神奈川県川崎市高津区溝の口1ー3ー1ノクティプラザ1ー7F

有隣堂新百合ヶ丘エルミロード店

215-0021

神奈川県川崎市麻生区 上麻生1丁目4ー1 小田急新百合ヶ丘エルミロード4F

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ーＢ１Ｆ

有隣堂西口コミック王国

220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1丁目4

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

天一書房日吉店

223-0061

神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1日吉東急アベニュー南館3F

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

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青葉区美しが丘1丁目1ー2 たま プラーザ テラス ゲート プラザ 1F・2F

ブックファースト青葉台店

227-8555

神奈川県横浜市青葉区青葉台2ー1ー1 青葉台東急スクエア内

紀伊国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丁目１−７ Colette･Mare みなとみらい5F

有隣堂伊勢佐木町本店

231-8623

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目4ー1

文教堂横須賀アモーズ店

238-0007

神奈川県横須賀市若松町2-30 ヨコスカモアーズシティ 7F

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

くまざわ書店ジョイナステラス二俣川店

241-0821

神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14JOINUS TERRACE 5F

有隣堂厚木店

243-0018

神奈川県厚木市中町2丁目6 三成 ほてい 屋 ビル

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

有隣堂東急プラザ戸塚店

244-0003

神奈川県横浜市戸塚区 戸塚町16ー1 東急プラザ戸塚 2階

ブックエキスプレスアトレ大船

247-0056

神奈川県鎌倉市大船1丁目1ー1

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

有隣堂ミウィ橋本店

252-0143

神奈川県相模原市緑区 橋本3ー28ー1 ミウィ橋本4F

啓文堂書店橋本駅店

252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本2ー3ー2

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小田急相模大野SS-A-6F

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

千葉県中央区富士見2ー3ー1塚本大千葉ビル4F

紀伊国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

ときわ書房本店

273-0005

千葉県船橋市本町4-2-17

ジュンク堂書店南船橋店

273-0012

千葉県船橋市浜町2ー2ー7ビビット南船橋

くまざわ書店津田沼店

275-0016

千葉県習志野市津田沼1ー1ー1ホテルメッツ津田沼4F

ブックマルシェ津田沼店

275-0016

千葉県 習志野市津田沼 1-10-30 イトーヨーカドー津田沼店4F

丸善津田沼店

275-0026

千葉県習志野市谷津7ー7ー1

八重洲ブックセンターイトーヨーカドー八千代店

276-0029

千葉県八千代市村上南1丁目3-1 イトーヨーカドー八千代店3F

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

有隣堂アトレ新浦安店

279-0012

千葉県浦安市入船 1丁目1ー1 アトレ新浦安2F

2

東急ストア2階

ゲオ富里店

286-0221

千葉県富里市七栄575

宮沢書店本店

294-0045

葉県館山市北条１４１５−１

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

VVイオンつくば店

305-0071

茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1F

丸善水戸京成店

310-0026

茨城県水戸市泉町1ー6ー1京成百貨店8F

喜久屋書店宇都宮店

320-0026

栃木県宇都宮市馬場通り2ー3ー12MEGAドン・キホーテラパーク宇都宮店6F

TSUTAYA宇都宮テクノ店

321-3222

栃木県宇都宮市ゆいの杜4-1-39

紀伊国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

ブックエキスプレスディラ大宮

330-0853

埼玉県さいたま市大宮区錦町630JR大宮駅北改札内

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

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

未来屋書店狭山店

350-1333

埼玉県狭山市上奥富1126-1

みやかわ書店本店

353-0004

埼玉県志木市本町1-11-32（志木市民会館前）

リブロららぽーと富士見店

354-8560

埼玉県富士見市山室1ー1313ー1F1260

ブックスタマ所沢店

359-0032

埼玉県所沢市若松町853-3

宮脇書店行田持田店

361-0056

埼玉県行田市持田964−1

丸善桶川店

363-0022

埼玉県桶川市若宮1ー5ー2桶川マイン3階

ブックマルシェアリオ深谷店

366-0052

埼玉県深谷市上柴町西4ー2ー14

くまざわ書店イーサイト高崎店

370-0849

群馬県高崎市八島町２２２ イーサイト高崎２階

紀伊国屋書店前橋店

371-0801

群馬県前橋市文京町2丁目1ー1けやきウォーク前橋1f

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

平安堂佐久インターウェーブ店

385-0009

長野県佐久市小田井613-1 佐久インターウェーブ

VV松本パルコ店

390-0811

長野県松本市中央1丁目10ー30松本PARCO6F

文教堂JOY松本店

390-0815

長野県松本市深志1ー3ー11コングロＭＢ3F

朗月堂本店

400-0048

山梨県甲府市貢川本町13番6号

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

戸田書店沼津店

410-0312

静岡県沼津市 原東中1538ー1

マルサン書店仲見世店

410-0801

静岡県沼津市大手町５丁目３−１３

マルサン書店サントムーン店

411-0902

静岡県駿東郡清水町玉川字芝添６１−２

谷島屋書店富士宮店

418-0053

静岡県富士宮市宮北町71

谷島屋書店流通通り店

420-0803

静岡県静岡市葵区千代田7-10-33

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

吉見書店長田店

421-0112

静岡県静岡市駿河区東新田2丁目16−22

BOOKSえみたす焼津店

425-0086

焼津市小土567ー3

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アマノ有玉店

431-3121

静岡県浜松市東区有玉北町1833ー1

未来屋書店浜松西店

432-8061

静岡県浜松市西区入野町６２４４-１

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

BOOKSえみたすアピタ浜北店

434-0038

静岡県浜松市浜北区貴布祢1200

アニメイト豊橋店

440-0075

愛知県豊橋市花田町西宿カルミア B1F

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

TSUTAYA岡崎インター店

444-0008

愛知県岡崎市洞町字的場１５−１

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番地ウイングタウン内

BOOKSえみたすアピタ安城南店

444-1154

愛知県安城市桜井町貝戸尻60

本の王国安城店

446-0072

愛知県安城市住吉町５−１３−４０

星野書店近鉄パッセ店

450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅1ー2ー2近鉄パッセ8F

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

TSUTAYAバロー戸田店

454-0961

愛知県名古屋市中川区戸田明正２丁目１１０

未来屋書店名古屋茶屋店

455-0858

愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

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

ジュンク堂書店ロフト名古屋店

460-0008

愛知県名古屋市中区栄3ー18ー1ナディアパーク地下1階

七五書店

467-0064

愛知県名古屋市瑞穂区彌富通２丁目４ー２

VVポルト

470-1161

愛知県豊明市栄町元屋敷55

紀伊国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

BOOKSえみたす長久手店

480-1147

愛知県長久手市市が洞2丁目1313

TSUTAYA春日井店

486-0917

愛知県春日井市美濃町2丁目3番地

BOOKSえみたす甚目寺店

490-1115

愛知県あま市坂牧坂塩139

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

TSUTAYA大垣店

503-0932

岐阜県大垣市本今町字西ノ側1639ー1

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

別所書店イオン津店

514-0003

三重県津市桜橋3ー446

3

TSUTAYAミタス伊勢店

516-0008

三重県伊勢市船江町1ー10ー21

TSUTAYA伊勢上地店

516-0051

三重県伊勢市上地町774ー6

本のがんこ堂石山駅前店

520-0832

滋賀県大津市粟津町3番2号 JR石山駅NKビル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ー1ー1

ふたば書房野洲店

520-2331

滋賀県野洲市小篠原1000番アルプラザ野洲店2F

本のがんこ堂野州店

520-2333

滋賀県野洲市栄５−３

本のがんこ堂野洲店

520-2333

滋賀県野洲市栄5-3

本のがんこ堂石部店

520-3107

滋賀県湖南市石部東6丁目1-7

本の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）

本のがんこ堂守山店

524-0044

滋賀県守山市古高町393ー19

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

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

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

平和書店フレンドタウン日野

529-1601

滋賀県蒲生郡日野町 大字松尾 844−10

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

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

ブックファーストコミックランド梅田店

530-0027

大阪府大阪市北区堂山町 梅田地下街3−2

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

ブックファーストなんばウォーク店

542-0076

大阪府中央区難波2丁目なんばウォーク虹のまち1ー2なんばウォーク

喜久屋書店心斎橋店

542-0081

大阪市中央区南船場3−4−12 東急ハンズ心斎橋店 地下1階

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

喜久屋書店漫画館あべの店

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5ー1

スタンダードブックストアあべの

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目2ー30

ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店

545-8545

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1ー1ー43あべのハルカス近鉄本店ウイング館7階

わんだーらんどなんば店

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2丁目1ー7

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

ブックファースト豊中店

560-0021

大阪府豊中市本町1−1−1阪急豊中駅2階

ブックファースト曽根店

561-0802

大阪府豊中市 曽根東町3ー1ー1 Tio阪急曽根1階

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

旭屋書店京阪守口店

570-0038

大阪府守口市河原町８−３

ヒバリヤ書店コミックランドヒバリヤ

577-0841

大阪府東大阪市足代3丁目1ー6

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

紀伊国屋書店泉北店

590-0115

大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ 4F

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

アニメガ京都店

600-8005

京都府柳市下京区四条通柳馬場東入ル

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

ふたば書房京都駅八条口店

600-8215

京都市下京区東塩小路釜殿町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

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

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

ふたば書房紫野店

603-8235

京都市北区紫野下御輿町６番地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

ブックファースト四条大宮店

604-8365

京都府京都市中京区錦大宮町121 四条通大宮西入ル大宮阪急ビル1階

アミーゴ書店洛北店

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

ふたば書房山科駅前店

607-8013

京都市山科区安朱中小路町5

平和書店TSUTAYA興戸店

610-0332

京都府京田辺市 興戸塚ノ本４７−４

富士書房大久保店

611-0031

京都府宇治市広野町茶屋裏24ー1

ブックファーストミュー阪急桂店

615-8073

京都府京都市西京区桂野里町17ミュー阪急桂4階

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番地イオンモール奈良登美ヶ丘3F

啓林堂書店奈良店

630-8225

奈良県奈良市西御門町1ー1

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

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

ウェイガ-デンパ-ク和歌山店

640-8421

和歌山県和歌山市松江字向鵜ノ島1469ー1

ブックアベニュー紀州屋

640-8443

和歌山県和歌山市延時147−13

ウェイオ-クワ本社店

641-0008

和歌山県和歌山市北中島1丁目156ー3

ウェイOC前田辺店

646-0022

和歌山県田辺市東山1丁目12ー9

4

京阪百貨店守口店７Ｆ

ビエラ山科2F

ウェイ岩出店

649-6235

和歌山県岩出市西野30岩出ショッピングシティ内

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

紀伊国屋書店神戸店

651-8511

兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1ー8そごう神戸新館

FUTABA+プリコ垂水店

655-0027

神戸市垂水区神田町1ー20プリコ垂水西館

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

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

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店

663-8204

兵庫県西宮市高松町6−20阪急西宮北口駅2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

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2−1−1 ソリオ宝塚1

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

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

今井書店湖山メディア館

680-0942

鳥取県鳥取市湖山町東４丁目８２

今井書店倉吉店

682-0806

鳥取県倉吉市昭和町2ー254

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

今井書店錦町店

683-0811

鳥取県米子市錦町3丁目90

ブックセンターコスモ出雲店

693-0004

島根県出雲市渡橋町724ー1

今井書店ゆめタウン浜田店

697-0052

島根県浜田市港町22-7-1 ｲｽﾞﾐゆめﾀｳﾝ浜田店3F

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

啓文社岡山本店

700-0973

岡山県岡山市北区下中野377ー1

津山ブックセンター本店

708-0842

岡山県津山市河辺1150ー8

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

廣文館アリオ倉敷店

710-0813

岡山県倉敷市寿町12ー2アリオ倉敷内アリオ倉敷

宮脇書店総社店

719-1125

岡山県総社市井手1049ー1

廣文館福山駅ビル店

720-0066

広島県福山市三之丸町30ー1さんすて福山

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

啓文社緑町店

720-0804

広島県福山市緑町１−５１

啓文社コア神辺店

720-2123

広島県福山市神辺町川北1533

啓文社新浜店

722-0014

広島県尾道市新浜1丁目2−17

啓文社イオン三原店

723-0014

広島県三原市城町2−13−1

啓文社コア福山西店

729-0106

福山市高西町4-3-61

中央書店コミコミスタジオ広島店

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2丁目2ー18サンモール4F

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

廣文館緑井天満屋店

731-0103

広島県広島市安佐南区緑井5丁目22−1

廣文館新幹線店

732-0822

広島県広島市南区松原町1ー2

ジュンク堂書店広島駅前店

732-0822

広島県広島市南区松原町9ー1福屋広島駅前店10F

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

啓文社西条店

739-0007

広島県東広島市西条土与丸1−5−7 ゆめタウン別館2階

明屋書店光店

743-0022

山口県光市虹ヶ浜１丁目４番１０号

宮脇書店本店

760-0029

香川県高松市丸亀町4ー8

宮脇書店南本店

761-8071

香川県高松市伏石町2139ー11

南海ブックス

770-0831

徳島県徳島市寺島本町西1ー61ー4

宮脇書店イオン高知店

780-0026

高知県高知市秦南町1-4-8イオンモール高知内

金高堂朝倉ブックセンター店

780-8085

高知県高知市大谷公園町２０−１５ エスコートいさむⅠ 1F

金港堂土佐山田店

782-0033

高知県香美市旭町２−１−１

明屋書店松本本店

790-0012

愛媛県松山市湊町4ー7ー2

明屋書店今治本店

794-0063

愛媛県今治市片山2丁目6−22

明屋書店南宇和店

798-4110

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３７３０−１

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

白石書店本店

807-0802

福岡県北九州市八幡西区力丸町２３−１５

アニメイト福岡天神店

810-0001

福岡県福岡市中央区天神1-11-1天神ビブレ6F

ジュンク堂書店福岡店

810-0001

福岡県福岡市中央区天神1丁目10ー13メディアモール天神

フタバ図書TERAイオンモール福岡店

811-2303

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1-2001イオンモール福岡

紀伊国屋書店福岡本店

812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街2ー1 博多バス ターミナル6F

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

メトロ書店千早店

813-0044

福岡市東区千早4丁目93-2-101

福岡金文堂行橋店

824-0031

福岡県行橋市西宮市３丁目８−１

TSUTAYAAVクラブ琴平店

860-0816

熊本県熊本市中央区本荘町726-1

ブックスミスミ人吉店

868-0021

熊本県人吉市鬼木町640-3

カメヤ本店

869-0431

熊本県宇土市本町4-42

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
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明林堂書店南宮崎店

880-0902

宮崎県宮崎市大淀3丁目111番地

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

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

戸田書店豊見城店

901-0225

沖縄県豊見城市豊崎1-420

TSUTAYA金沢店

920-0024

石川県 金沢市西念4-25-8

文苑堂書店示野本店

920-0059

石川県金沢市戸板西1ー7

文苑堂書店藤の木店

930-0944

富山県富山市開1325

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

文苑堂書店新野村店

933-0014

富山県高岡市野村1717

文苑堂書店福田本店

933-0829

富山県高岡市福田４３

文苑堂書店清水町店

933-0858

富山県高岡市泉町６８５−７

文苑堂書店小杉店

939-0332

富山県射水市橋下条赤田6ー17

文苑堂書店本郷店

939-8046

富山県富山市本郷新２０―８

文信堂書店長岡店

940-0061

新潟県長岡市城内町1丁目611ー1

紀伊国屋書店新潟店

950-0088

新潟市中央区万代1ー5ー1ラブラ万代6F

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

知遊堂三条店

955-0083

新潟県三条市荒町2ー25ー4

未来屋書店新発田店

957-0061

新潟県新発田市住吉町5-11-5

西沢書店北店

960-0112

福島県福島市南矢野目中江１２−５

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

岩瀬書店八木田店

960-8164

福島市八木田字並柳163ー1

ジュンク堂書店郡山店

963-8004

福島県郡山市中町13-1 うすい百貨店9階

ヤマニ書房ラトブ店

970-8026

福島県いわき市田町１２０ラトブ3F

ヤマニ書房エブリア店

971-8133

福島県いわき市鹿島町米田字日渡5 鹿島ショッピングセンター2F

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

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

ジュンク堂書店仙台TR店

980-0021

宮城県仙台市青葉区中央3-6-1仙台TRビル地下１階

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1−1−1JR仙台駅構内2階

TSUTAYAやまとまち店

984-0821

宮城県 仙台市若林区中倉３丁目１７−５０

TSUTAYA築館店

987-2272

宮城県栗原市築館留場桜10-5

こまつ書店西田店

990-0831

山形県山形市西田1丁目1ー8

松田書店ジョイントパークコム店

991-0003

山形県寒河江市大字西根字石川西286−1
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