
全国共通特典 4pリーフレット配布店舗
※初回配本限定特典です。配布は規定数に達し次第終了となります。

店舗名 郵便番号 住所
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
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
紀伊國屋書店札幌本店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西5-7
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
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
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
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
TORICOまんが王 102-0072 東京都千代田区飯田橋2-3-6　1F
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
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
文教堂書店赤羽店 115-0045 東京都北区赤羽1ー7ー9赤羽メッツ
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
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
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
VV渋谷本店 150-0042 渋谷区宇田川町２３－３  渋谷第一勧銀共同ビルＢ１Ｆ・Ｂ２Ｆ
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
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
中目黒蔦屋書店 153-0051 東京都目黒区上目黒1-22-10
TSUTAYA三軒茶屋店 154-0004 東京都世田谷区 太子堂４丁目１－１
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
VV下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢2ー10ー15マルシェ下北沢1F
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
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
文禄堂あゆみBOOKS早稲田店 162-0045 東京都新宿区馬場下町62－4
かもめブックス 162-0805 東京都新宿区矢来町１２３ 第一矢来ビル
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
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
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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
啓文堂書店荻窪店 167-0043 東京都杉並区上荻1ー9ー1 荻窪タウンセブン6階
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
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
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
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
啓文堂書店仙川店 182-0002 東京都調布市仙川町1ー43ー1 京王仙川駅ビル2階
パルコブックセンター調布店 182-0026 調布市小島町１－３８－１  調布パルコ５Ｆ
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
くまざわ書店武蔵小金井北口店 184-0004 東京都小金井市本町5-11-2ドン･キホーテ小金井駅前店B1F
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
PAPERWALLnonowa国立店 186-0001 東京都国立市北1ー14ー1
博文堂書店田無店 188-0011 東京都西東京市田無町4ー28ー17
オリオン書房　エミオ秋津店 189-0001 東村山市秋津町５－７－８
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
オリオン書房サザン店 190-0023 東京都立川市柴崎町3丁目2ー1サザン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
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
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
文教堂書店溝の口駅前店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1ー3ー1ノクティプラザ1ー7F
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
啓文堂書店稲田堤店 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅4丁目2ー1
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
有隣堂ルミネ横浜店 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２-１６-１ルミネ横浜６Ｆ
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
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
くまざわ書店横須賀店 238-0041 横須賀市本町２－１－１２  コースカベイサイドストアーズ４Ｆ
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
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
ブックファーストシャポー市川店 272-0034 市川市市川１－１－１  シャポー市川１Ｆ
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
丸善津田沼店 275-0026 千葉県習志野市谷津7ー7ー1
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
宮脇書店ユーカリが丘店 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１－４  ユーカリプラザ４Ｆ
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精文館書店木更津店 292-0044 千葉県木更津市太田2ー5ー1
川又書店エクセル店 310-0015 水戸市宮町1-1-1
くまざわ書店宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町237宇都宮福田屋ショッピングプラザ3F
リブロ　エキュート大宮店 330-0853 さいたま市大宮区錦町６３０  ＪＲ東日本大宮駅構内
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
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
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
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レイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2イオンレイクタウンKAZE（A108）
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
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
くまざわ書店高崎店 370-0849 群馬県高崎市八島町222イーサイト高崎2F
蔦屋書店前橋みなみモール店 379-2143 前橋市新堀町９４０
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
天真堂書店甲府国母店 400-0053 山梨県甲府市大里町5000
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
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
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
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
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
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
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
別所書店イオン津店 514-0003 三重県津市桜橋3ー446
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）
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
キタモト書店2号店 564-0031 大阪府吹田市元町11-6
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
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VVイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日ショッピングセンター３Ｆ
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
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
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
大垣書店京都駅ビル　ザ・キューブ店 600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町  ９０１　京都駅ビル　ザ・キューブＢ１
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
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Kotochika御池店 604-8171 京都市中京区虎屋町「烏丸御池駅」構内
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
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
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　ビエラ山科2F
ふたば書房洛西店 610-1143 京都市西京区大原野東境谷町2丁目5-8 ラクセーヌ専門店2F
平和書店TSUTAYA小倉店 611-0042 宇治市小倉町老ノ木２９
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
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
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
VVイオンモール和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山 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
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
ふたば書房FUTABA+プリコ垂水店 655-0027 神戸市垂水区神田町1-20 プリコ垂水西館
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
くまざわ書店あまがさき店 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1キューズモールあまがさき3F
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
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
今井書店グループセンター店 690-0058 島根県松江市田和山町88
ツタヤブックストア岡山駅前 700-0023 岡山市北区駅前町１－８－１８  ＩＣＯＴＮＩＣＯＴ２Ｆ
啓文社岡山本店 700-0973 岡山県岡山市北区下中野377ー1
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
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
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
明屋書店MEGA新下関 751-0869 山口県下関市伊倉新町２－３－１５
明屋書店MEGA大内店 753-0251 山口県山口市大内千坊2ー16ー21
宮脇書店南本店 761-8071 香川県高松市伏石町2139ー11
明屋書店松山本店 790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目7ー2
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
紀伊國屋書店福岡本店 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

4



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
メトロ書店千早店 813-0044 福岡市東区千早4丁目93-2-101
蔦屋イオン筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１
福岡金文堂イオン唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡4531ー1
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
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
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
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
リウボウブックセンター店 900-8503 那覇市久茂地１－１－１  デパートリウボウ７Ｆ
金沢ビーンズ明文堂 920-8203 石川県金沢市鞍月5丁目158
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
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
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TSUTAYA桑野店 963-8032 福島県郡山市下亀田16-16
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
あゆみBOOKS仙台一番町店 980-0811 仙台市青葉区一番町４－５－１３  サンシャインビル１Ｆ
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
こまつ書店西田店 990-0831 山形県山形市西田1丁目1ー8
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