
書店名 書店都道府県 自治体名

三省堂書店　札幌店 北海道 中央区

文教堂　札幌大通駅店 北海道 中央区

文教堂書店　宮の森店 北海道 中央区

宮脇書店　札幌元町店 北海道 東区

くまざわ書店　アリオ札幌店 北海道 東区

ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 北海道 西区

宮脇書店　札幌平岡店 北海道 清田区

宮脇書店　旭川豊岡店 北海道 旭川市

ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 北海道 室蘭市

喜久屋書店　帯広店 北海道 帯広市

イオン　岩見沢店 北海道 岩見沢市

ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店 北海道 苫小牧市

ＴＳＵＴＡＹＡ　上江別店 北海道 江別市

ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店 北海道 滝川市

ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店 北海道 倶知安町

くまざわ書店　東神楽店 北海道 東神楽町

くまざわ書店　釧路店 北海道 釧路町

宮脇書店　青森店 青森県 青森市

ブックスモア　青森中央店 青森県 青森市

ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店 青森県 青森市

ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店 青森県 弘前市

宮脇書店　さくら野弘前店 青森県 弘前市

ＮＥＴ２１伊吉書院西店 青森県 八戸市

ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 青森県 八戸市

ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店 青森県 十和田市

ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店 青森県 むつ市

蔦屋書店　盛岡店 岩手県 盛岡市

エムズエクスポ盛岡店 岩手県 盛岡市

宮脇書店　盛岡渋民店 岩手県 盛岡市

宮脇書店　久慈店 岩手県 久慈市

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 岩手県 一関市

宮脇書店　一関店 岩手県 一関市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 岩手県 奥州市

ヤマト屋書店　仙台八幡店 宮城県 青葉区

くまざわ書店　エスパル仙台店 宮城県 青葉区

喜久屋書店　仙台店 宮城県 青葉区

ブックコンパス　仙台北口店 宮城県 青葉区

ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店 宮城県 宮城野区



宮脇書店　仙台卸町店 宮城県 若林区

ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店 宮城県 若林区

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店 宮城県 若林区

宮脇書店　仙台鈎取店 宮城県 太白区

蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店 宮城県 太白区

蔦屋書店　仙台泉店 宮城県 泉区

金港堂　石巻店 宮城県 石巻市

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店 宮城県 名取市

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

宮脇書店　佐沼店 宮城県 登米市

ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店 宮城県 栗原市

ＮＥＴ２１ブックセンターササエ古川店 宮城県 大崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店 宮城県 大崎市

宮脇書店　イオン秋田中央店 秋田県 秋田市

宮脇書店　秋田本店 秋田県 秋田市

ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 秋田県 秋田市

加賀谷書店　茨島店 秋田県 秋田市

ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店 秋田県 能代市

ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店 秋田県 大館市

ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店 秋田県 大仙市

ブックスモア　鷹巣店 秋田県 北秋田市

八文字屋　北店 山形県 山形市

戸田書店　山形店 山形県 山形市

こまつ書店　寿町本店 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

宮脇書店　イオン米沢店 山形県 米沢市

戸田書店　三川店 山形県 三川町

みどり書房　福島南店 福島県 福島市

岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店 福島県 福島市

岩瀬書店　八木田店プラスゲオ 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

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店 福島県 会津若松市

みどり書房　イオンタウン郡山店 福島県 郡山市

みどり書房　桑野店 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

ブックエース　植田店 福島県 いわき市

ブックエース　上荒川店 福島県 いわき市



ブックエース　小名浜店 福島県 いわき市

ブックエース　イオンモールいわき小名浜店 福島県 いわき市

みどり書房　白河店 福島県 白河市

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店 福島県 須賀川市

文芸堂書店　相馬店 福島県 相馬市

みどり書房　二本松店 福島県 二本松市

ブックエース　茨大前店 茨城県 水戸市

ブックエース　日立鮎川店 茨城県 日立市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 茨城県 日立市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 茨城県 石岡市

ブックエース　結城店 茨城県 結城市

蔦屋書店　龍ケ崎店 茨城県 龍ケ崎市

ブックエース　下妻店 茨城県 下妻市

宮脇書店　笠間店 茨城県 笠間市

ブックエース　新取手店 茨城県 取手市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県 牛久市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 茨城県 つくば市

ブックエース　勝田東石川店 茨城県 ひたちなか市

蔦屋書店　ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店 茨城県 鹿嶋市

ブックエース　下館店 茨城県 筑西市

ブックエース　坂東店 茨城県 坂東市

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店 茨城県 神栖市

宮脇書店　水戸南店 茨城県 茨城町

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 茨城県 境町

喜久屋書店　宇都宮店 栃木県 宇都宮市

ＴＳＵＴＡＹＡ佐野店 栃木県 佐野市

宮脇書店　イオンタウン佐野店 栃木県 佐野市

ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店 栃木県 小山市

ＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店 栃木県 那須塩原市

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 栃木県 さくら市

蔦屋書店　前橋みなみモール店 群馬県 前橋市

戸田書店　前橋本店 群馬県 前橋市

アニメイト　高崎 群馬県 高崎市

戸田書店　桐生店 群馬県 桐生市

蔦屋書店　伊勢崎宮子店 群馬県 伊勢崎市

蔦屋書店　太田店 群馬県 太田市

宮脇書店　アゼリアモール店 群馬県 館林市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店 群馬県 富岡市



ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店 群馬県 安中市

くまざわ書店　大間々店 群馬県 みどり市

蔦屋書店　前橋吉岡店 群馬県 吉岡町

戸田書店　中之条店 群馬県 中之条町

宮脇書店　ジョイフル千代田店 群馬県 千代田町

ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店 群馬県 大泉町

三省堂書店　大宮店 埼玉県 大宮区

ブックデポ書楽 埼玉県 中央区

紀伊國屋書店　浦和パルコ店 埼玉県 浦和区

須原屋　コルソ店 埼玉県 浦和区

ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店 埼玉県 川越市

ブックファースト　ルミネ川越店 埼玉県 川越市

蔦屋書店　熊谷店 埼玉県 熊谷市

文教堂　熊谷駅店 埼玉県 熊谷市

文教堂書店　東川口店 埼玉県 川口市

文教堂書店　川口駅店 埼玉県 川口市

須原屋　アリオ川口店 埼玉県 川口市

くまざわ書店　ララガーデン川口店 埼玉県 川口市

宮脇書店　行田持田店 埼玉県 行田市

蔦屋書店　本庄早稲田店 埼玉県 本庄市

蔦屋書店　東松山店 埼玉県 東松山市

ブックエース　春日部店 埼玉県 春日部市

リブロ　鴻巣店 埼玉県 鴻巣市

宮脇書店　鴻巣店 埼玉県 鴻巣市

ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店 埼玉県 深谷市

東京旭屋書店　新越谷店 埼玉県 越谷市

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田 埼玉県 戸田市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 埼玉県 入間市

宮脇書店　朝霞店 埼玉県 朝霞市

蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 埼玉県 久喜市

宮脇書店　ヨーカドー久喜店 埼玉県 久喜市

くまざわ書店　鷲宮店 埼玉県 久喜市

宮脇書店　北本店 埼玉県 北本市

ＴＳＵＴＡＹＡ　八潮店 埼玉県 八潮市

リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市

宮脇書店　ヨーカドー三郷店 埼玉県 三郷市

蔦屋書店　滑川店 埼玉県 滑川町

蔦屋書店　川島インター店 埼玉県 川島町

ブックエース　杉戸店 埼玉県 杉戸町



三省堂書店　カルチャーステーション千葉 千葉県 中央区

三省堂書店　そごう千葉店 千葉県 中央区

宮脇書店　イオン稲毛店 千葉県 稲毛区

宮脇書店　検見川浜店 千葉県 美浜区

ときわ書房　本八幡店 千葉県 市川市

福家書店　市川店 千葉県 市川市

コーナンＢＯＯＫＳ　市川原木店 千葉県 市川市

文教堂書店　行徳店 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

ときわ書房　本店 千葉県 船橋市

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店 千葉県 船橋市

文教堂書店　下総中山駅店 千葉県 船橋市

堀江良文堂書店　松戸店 千葉県 松戸市

蔦屋書店　茂原店 千葉県 茂原市

ブックエース　成田赤坂店 千葉県 成田市

未来屋書店　成田店 千葉県 成田市

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 千葉県 佐倉市

宮脇書店　ユーカリが丘店 千葉県 佐倉市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 千葉県 東金市

くまざわ書店　津田沼店 千葉県 習志野市

未来屋書店　津田沼店 千葉県 習志野市

ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店 千葉県 柏市

ＴＳＵＴＡＹＡ　青葉台店 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

ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店 千葉県 柏市

くまざわ書店　モラージュ柏店 千葉県 柏市

文教堂書店　浦安西友店 千葉県 浦安市

宮脇書店　印西牧の原店 千葉県 印西市

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

丸善　お茶の水店 東京都 千代田区

三省堂書店　神保町本店 東京都 千代田区

書泉グランデ 東京都 千代田区

文教堂書店　市ヶ谷店 東京都 千代田区

書泉ブックタワー 東京都 千代田区

ブックコンパス　グランスタ東京店 東京都 千代田区

三省堂書店　アトレ秋葉原１ 東京都 千代田区

丸善　丸の内本店 東京都 千代田区

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 東京都 千代田区



三省堂書店　有楽町店 東京都 千代田区

八重洲ブックセンター　本店 東京都 中央区

文教堂書店　人形町店 東京都 中央区

タロー書房 東京都 中央区

文教堂書店　赤坂店 東京都 港区

文教堂書店　広尾店 東京都 港区

文教堂　六本木ヒルズ店 東京都 港区

紀伊國屋書店　新宿本店Ｃ＆Ｄフォレスト 東京都 新宿区

書泉芳林堂書店　高田馬場店 東京都 新宿区

ブックファースト　新宿店 東京都 新宿区

文教堂書店　グリーンコート店 東京都 文京区

三省堂書店　東京ソラマチ店 東京都 墨田区

丸善　有明ガーデン店 東京都 江東区

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店 東京都 江東区

文教堂書店　東陽町駅前店 東京都 江東区

くまざわ書店　豊洲店 東京都 江東区

文教堂書店　大崎店 東京都 品川区

未来屋書店　品川シーサイド店 東京都 品川区

ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店 東京都 目黒区

不二屋書店 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 東京都 世田谷区

三省堂書店　経堂店 東京都 世田谷区

梅木書店 東京都 世田谷区

三省堂書店　成城店 東京都 世田谷区

三省堂書店　下北沢店 東京都 世田谷区

紀伊國屋書店　玉川高島屋店 東京都 世田谷区

文教堂書店　二子玉川店 東京都 世田谷区

スーパーブックス　あおい書店池尻大橋店 東京都 世田谷区

烏山書房 東京都 世田谷区

ＮＥＴ２１千歳書店 東京都 世田谷区

アニメイト　渋谷 東京都 渋谷区

有隣堂　アトレ恵比寿店 東京都 渋谷区

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ 東京都 渋谷区

文教堂書店　代々木上原駅店 東京都 渋谷区

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都 渋谷区

ブックファースト　中野店 東京都 中野区

文教堂書店　中野坂上店 東京都 中野区

明屋書店　中野ブロードウェイ店 東京都 中野区



今野書店　コミック店 東京都 杉並区

啓文堂書店　荻窪店 東京都 杉並区

ＮＥＴ２１秀文堂方南町店 東京都 杉並区

八重洲ブックセンター　ルミネ荻窪店 東京都 杉並区

アニメイト　池袋本店 東京都 豊島区

成文堂　巣鴨駅前店 東京都 豊島区

くまざわ書店　池袋店 東京都 豊島区

ツタヤブックストア　ＥＱＵｉＡ池袋店 東京都 豊島区

三省堂書店　池袋本店 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

書泉芳林堂書店　東長崎店 東京都 豊島区

ジュンク堂書店　池袋本店 東京都 豊島区

文教堂書店　赤羽店 東京都 北区

くまざわ書店　南千住店 東京都 荒川区

宮脇書店　イオンスタイル板橋前野町店 東京都 板橋区

文教堂書店　成増店 東京都 板橋区

文教堂書店　西台店 東京都 板橋区

文教堂書店　練馬高野台店 東京都 練馬区

八重洲ブックセンター　石神井公園店 東京都 練馬区

ジュンク堂書店　大泉学園店 東京都 練馬区

竹島書店　江古田南口店 東京都 練馬区

くまざわ書店　千住大橋店 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

イオン　西新井店 東京都 足立区

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 東京都 葛飾区

文教堂書店　青戸店 東京都 葛飾区

大和書店 東京都 葛飾区

竹島書店　高砂店 東京都 葛飾区

ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店 東京都 葛飾区

八重洲ブックセンター　アリオ葛西店 東京都 江戸川区

文教堂書店　西葛西店 東京都 江戸川区

蔦屋書店　八王子みなみ野店 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

文教堂書店　南大沢店 東京都 八王子市

オリオン書房　ノルテ店 東京都 立川市

オリオン書房　ルミネ立川店 東京都 立川市

文教堂書店　武蔵境駅前店 東京都 武蔵野市

啓文堂書店　吉祥寺店 東京都 武蔵野市

八重洲ブックセンター　ＩＹ武蔵境店 東京都 武蔵野市



ブックファースト　アトレ吉祥寺店 東京都 武蔵野市

ジュンク堂書店　吉祥寺店 東京都 武蔵野市

啓文堂書店　三鷹店 東京都 三鷹市

啓文堂書店　府中本店 東京都 府中市

くまざわ書店　昭島店 東京都 昭島市

ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店 東京都 町田市

文教堂　つくし野とうきゅう店 東京都 町田市

文教堂書店　成瀬店 東京都 町田市

くまざわ書店　町田根岸店 東京都 町田市

久美堂　玉川学園店 東京都 町田市

文教堂書店　小平店 東京都 小平市

啓文堂書店　高幡店 東京都 日野市

メディアライン　東村山店 東京都 東村山市

紀伊國屋書店　国分寺店 東京都 国分寺市

増田書店 東京都 国立市

宮脇書店　東久留米店 東京都 東久留米市

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

くまざわ書店　稲城店 東京都 稲城市

文教堂書店　あきる野とうきゅう店 東京都 あきる野市

博文堂書店　田無店 東京都 西東京市

くまざわ書店　鶴見店 神奈川県 鶴見区

有隣堂　横浜駅西口店 神奈川県 西区

丸善　横浜みなとみらい店 神奈川県 西区

くまざわ書店　ランドマーク店 神奈川県 西区

紀伊國屋書店　横浜店 神奈川県 西区

スーパーブックス　住吉書房　保土ケ谷店 神奈川県 保土ケ谷区

宮脇書店　金沢文庫店 神奈川県 金沢区

三省堂書店　新横浜店 神奈川県 港北区

天一書房　日吉店 神奈川県 港北区

天一書房　綱島店 神奈川県 港北区

紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店 神奈川県 戸塚区

有隣堂　戸塚モディ店 神奈川県 戸塚区

八重洲ブックセンター　京急上大岡店 神奈川県 港南区

ブックスキタミ　港南台店 神奈川県 港南区

八重洲ブックセンター　ＩＹ上永谷店 神奈川県 港南区

ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ峰駅前店 神奈川県 旭区

くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店 神奈川県 旭区

文教堂書店　中山とうきゅう店 神奈川県 緑区



くまざわ書店　長津田店 神奈川県 緑区

天一書房　瀬谷店 神奈川県 瀬谷区

ブックエキスプレス　アトレ大船店 神奈川県 栄区

文教堂書店　立場店 神奈川県 泉区

文教堂書店　すすき野とうきゅう店 神奈川県 青葉区

有隣堂　たまプラーザテラス店 神奈川県 青葉区

蔦屋書店　港北ミナモ店 神奈川県 都筑区

ブックファースト　モザイクモール港北店 神奈川県 都筑区

有隣堂　センター南駅店 神奈川県 都筑区

有隣堂　アトレ川崎店 神奈川県 川崎区

文教堂書店　新城駅店 神奈川県 中原区

スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店 神奈川県 中原区

文教堂書店　溝ノ口本店 神奈川県 高津区

文教堂書店　溝ノ口駅前店 神奈川県 高津区

文教堂書店　登戸駅店 神奈川県 多摩区

スーパーブックス　住吉書房　宮崎台駅前店 神奈川県 宮前区

くまざわ書店　相模大野店 神奈川県 南区

くまざわ書店　横須賀店 神奈川県 横須賀市

文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 神奈川県 横須賀市

文教堂　ＬＩＶＩＮよこすか店 神奈川県 横須賀市

有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 神奈川県 平塚市

サクラ書店　ラスカ平塚店 神奈川県 平塚市

文教堂書店　鎌倉とうきゅう店 神奈川県 鎌倉市

ジュンク堂書店　藤沢店 神奈川県 藤沢市

Ｂｏｏｋプラザ文華堂 神奈川県 藤沢市

有隣堂　藤沢店 神奈川県 藤沢市

ＫａＢｏＳ　藤沢店 神奈川県 藤沢市

三省堂書店　小田原店 神奈川県 小田原市

伊勢原書店　秦野店 神奈川県 秦野市

未来屋書店　秦野店 神奈川県 秦野市

ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店 神奈川県 厚木市

くまざわ書店　本厚木店 神奈川県 厚木市

文教堂書店　Ｒ４１２店 神奈川県 厚木市

有隣堂　厚木店 神奈川県 厚木市

ブックポート２０３　大和店 神奈川県 大和市

文教堂書店　中央林間店 神奈川県 大和市

文教堂書店　伊勢原店 神奈川県 伊勢原市

三省堂書店　海老名店 神奈川県 海老名市

紀伊國屋書店　イオンモール座間店 神奈川県 座間市



文教堂書店　葉山店 神奈川県 葉山町

文教堂書店　平塚店 神奈川県 大磯町

蔦屋書店　河渡店 新潟県 東区

宮脇書店　新潟東店 新潟県 東区

蔦屋書店　新潟中央インター店 新潟県 中央区

蔦屋書店　新潟万代 新潟県 中央区

ジュンク堂書店　新潟店 新潟県 中央区

蔦屋書店　横越バイパス店 新潟県 江南区

蔦屋書店　新津店 新潟県 秋葉区

蔦屋書店　新通店 新潟県 西区

知遊堂　亀貝店 新潟県 西区

宮脇書店　長岡店 新潟県 長岡市

蔦屋書店　長岡新保店 新潟県 長岡市

蔦屋書店　長岡古正寺店 新潟県 長岡市

蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 新潟県 長岡市

蔦屋書店　新発田店 新潟県 新発田市

宮脇書店　小千谷店 新潟県 小千谷市

蔦屋書店　高田西店 新潟県 上越市

蔦屋書店　上越インター店 新潟県 上越市

蔦屋書店　佐渡佐和田店 新潟県 佐渡市

宮脇書店　聖籠店 新潟県 聖篭町

ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店 富山県 富山市

ＢＯＯＫＳなかだ　婦中店 富山県 富山市

ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 富山県 富山市

ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店 富山県 富山市

ＢＯＯＫＳなかだ　コミック・ラボ 富山県 富山市

文苑堂書店　福田本店 富山県 高岡市

喜久屋書店　高岡店 富山県 高岡市

ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店 富山県 魚津市

ＢＯＯＫＳなかだ　黒部店 富山県 黒部市

ＢＯＯＫＳなかだ　砺波店 富山県 砺波市

文苑堂書店　小杉店 富山県 射水市

宮脇書店　イオン金沢店 石川県 金沢市

ブック宮丸　金沢南店 石川県 金沢市

金澤文苑堂　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 石川県 金沢市

ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店 石川県 金沢市

金沢ビーンズ明文堂 石川県 金沢市

ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店 石川県 かほく市

文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 福井県 福井市



文明堂書店　神明店 福井県 鯖江市

Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　鯖江店 福井県 鯖江市

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店 福井県 越前市

宮脇書店　春江店 福井県 坂井市

朗月堂　本店 山梨県 甲府市

ジュンク堂書店　岡島甲府店 山梨県 甲府市

宮脇書店　韮崎店 山梨県 韮崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店 山梨県 南アルプス市

柳正堂書店　甲府昭和イトーヨーカドー店 山梨県 昭和町

ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店 長野県 長野市

蔦屋書店　長野川中島店 長野県 長野市

平安堂　長野店 長野県 長野市

平安堂　若槻店 長野県 長野市

宮脇書店　松本店 長野県 松本市

ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店 長野県 松本市

文教堂　ＪＯＹ松本店 長野県 松本市

蔦屋書店　上田大屋店 長野県 上田市

平安堂　上田店 長野県 上田市

笠原書店 長野県 岡谷市

平安堂　飯田店 長野県 飯田市

平安堂　座光寺店 長野県 飯田市

蔦屋書店　諏訪中洲店 長野県 諏訪市

平安堂　諏訪店 長野県 諏訪市

蔦屋書店　須坂店 長野県 須坂市

蔦屋書店　佐久小諸店 長野県 小諸市

平安堂　伊那店 長野県 伊那市

蔦屋書店　中野店 長野県 中野市

平安堂　更埴店 長野県 千曲市

宮脇書店　あづみ野店 長野県 安曇野市

平安堂　あづみ野店 長野県 安曇野市

宮脇書店　軽井沢店 長野県 御代田町

ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 長野県 箕輪町

宮脇書店　柳津店 岐阜県 岐阜市

丸善　岐阜店 岐阜県 岐阜市

三省堂書店　岐阜店 岐阜県 岐阜市

ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 岐阜県 大垣市

カルコス　各務原店 岐阜県 各務原市

カルコス　穂積店 岐阜県 瑞穂市

谷島屋　流通通り店 静岡県 葵区



ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡県 葵区

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店 静岡県 駿河区

谷島屋　浜松本店 静岡県 中区

本の王国　ＺＡＺＡＣＩＴＹ浜松店 静岡県 中区

アマノ　高丘店 静岡県 中区

アマノ　布橋店 静岡県 中区

アマノ　有玉店 静岡県 東区

アマノ　入野店 静岡県 西区

谷島屋　サンストリート浜北店 静岡県 浜北区

マルサン書店　駅北店 静岡県 沼津市

焼津谷島屋　アピタ島田店 静岡県 島田市

あおい書店（らくだ）　富士コミック館 静岡県 富士市

ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店 静岡県 富士市

谷島屋　ららぽーと磐田店 静岡県 磐田市

ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店 静岡県 焼津市

宮脇書店　掛川店 静岡県 掛川市

宮脇書店　新磐田浅羽店 静岡県 袋井市

ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店 静岡県 函南町

ツタヤブックストア　サントムーン柿田川店 静岡県 清水町

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 静岡県 清水町

らくだ書店　本店 愛知県 千種区

丸善　イオンタウン千種店 愛知県 千種区

正文館書店 愛知県 東区

ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店 愛知県 西区

未来屋書店　名西店 愛知県 西区

星野書店　近鉄パッセ店 愛知県 中村区

三省堂書店　名古屋本店 愛知県 中村区

ジュンク堂書店　名古屋栄店 愛知県 中区

ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 愛知県 中川区

未来屋書店　新瑞橋店 愛知県 南区

草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店 愛知県 守山区

丸善　ヒルズウォーク徳重店 愛知県 緑区

ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊　緑店 愛知県 緑区

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店 愛知県 緑区

精文館書店　本店コミック館 愛知県 豊橋市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県 岡崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 愛知県 岡崎市

三省堂書店　一宮店 愛知県 一宮市

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 愛知県 瀬戸市



ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店 愛知県 半田市

本の王国　高蔵寺店 愛知県 春日井市

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 愛知県 春日井市

本の王国　豊川店 愛知県 豊川市

あおい書店（らくだ）　豊川店 愛知県 豊川市

宮脇書店　刈谷店 愛知県 刈谷市

ＴＳＵＴＡＹＡブックセンター名豊刈谷店 愛知県 刈谷市

本の王国　刈谷店 愛知県 刈谷市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店 愛知県 豊田市

精文館書店　新豊田店 愛知県 豊田市

本の王国　知多イトーヨーカドー店 愛知県 知多市

本の王国　尾張旭店 愛知県 尾張旭市

ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店 愛知県 あま市

カルコス　扶桑店 愛知県 扶桑町

夢屋書店　ピアゴ幸田店 愛知県 幸田町

宮脇書店　津ハッピーブックス店 三重県 津市

未来屋書店　四日市尾平店 三重県 四日市市

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 三重県 四日市市

ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店 三重県 四日市市

宮脇書店　四日市本店 三重県 四日市市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 三重県 伊勢市

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店 三重県 伊勢市

本の王国　松阪川井町店 三重県 松阪市

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 三重県 鈴鹿市

コメリ書房　上野店 三重県 伊賀市

サンミュージックハイパーブックス大津京店 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

サンミュージック　ハイパーブックス彦根 滋賀県 彦根市

サンミュージック　長浜店 滋賀県 長浜市

サンミュージック　ハイパーブックス長浜 滋賀県 長浜市

宮脇書店　近江八幡店 滋賀県 近江八幡市

サンミュージック　近江八幡店 滋賀県 近江八幡市

サンミュージックＨＢ　かがやき通り店 滋賀県 草津市

サンミュージックハイパーブックス駒井沢 滋賀県 草津市

ジュンク堂書店　滋賀草津店 滋賀県 草津市

ブックハウスひらがき　Ａスクエア店 滋賀県 草津市

宮脇書店　ピエリ守山店 滋賀県 守山市

サンミュージック　守山店 滋賀県 守山市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口 滋賀県 甲賀市



サンミュージック　ハイパーブックス水口店 滋賀県 甲賀市

サンミュージックハイパーブックス八日市店 滋賀県 東近江市

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松ヶ崎店 京都府 左京区

アバンティブックセンター　洛北店 京都府 左京区

丸善　京都本店 京都府 中京区

ふたば書房　御池ゼスト店 京都府 中京区

大垣書店　二条駅店 京都府 中京区

大垣書店　京都ヨドバシ店 京都府 下京区

くまざわ書店　桃山店 京都府 伏見区

大垣書店　ＢＰ五条店 京都府 西京区

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店 京都府 福知山市

平和書店　アル・プラザ宇治東店 京都府 宇治市

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店 京都府 宇治市

宮脇書店　亀岡店 京都府 亀岡市

犬石書店 京都府 南丹市

未来屋書店　高の原店 京都府 木津川市

宮脇書店　木津川店 京都府 木津川市

ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店 大阪府 大正区

ジュンク堂書店　上本町店 大阪府 天王寺区

アニメイト　大阪日本橋店 大阪府 浪速区

わんだーらんど　なんば店 大阪府 浪速区

ジュンク堂書店　難波店 大阪府 浪速区

ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 大阪府 阿倍野区

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府 北区

ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店 大阪府 北区

紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府 北区

ブックスタジオ　大阪店 大阪府 北区

ジュンク堂書店　大阪本店 大阪府 北区

ジュンク堂書店　天満橋店 大阪府 中央区

文教堂書店　淀屋橋店 大阪府 中央区

ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店 大阪府 堺区

ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店 大阪府 堺区

大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店 大阪府 堺区

木下書店　下松店 大阪府 岸和田市

ブックファースト　曽根店 大阪府 豊中市

田村書店　千里中央店 大阪府 豊中市

ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府 吹田市

ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店 大阪府 高槻市

大垣書店　高槻店 大阪府 高槻市



ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店 大阪府 貝塚市

未来屋書店　大日店 大阪府 守口市

田村書店　南茨木店 大阪府 茨木市

未来屋書店　新茨木店 大阪府 茨木市

ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店 大阪府 八尾市

ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店 大阪府 八尾市

丸善　八尾アリオ店 大阪府 八尾市

宮脇書店　泉佐野店 大阪府 泉佐野市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店 大阪府 寝屋川市

ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 大阪府 寝屋川市

アバンティブックセンター　寝屋川店 大阪府 寝屋川市

コミックランド　ヒバリヤ 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

ダイハン書房　岡本店 兵庫県 東灘区

ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店 兵庫県 垂水区

ジュンク堂書店　三宮店 兵庫県 中央区

喜久屋書店　西神中央店 兵庫県 西区

アミーゴ書店　西神南店 兵庫県 西区

ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店 兵庫県 姫路市

宮脇書店　姫路店 兵庫県 姫路市

未来屋書店　姫路大津店 兵庫県 姫路市

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 兵庫県 姫路市

ジュンク堂書店　姫路店 兵庫県 姫路市

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店 兵庫県 明石市

ジュンク堂書店　明石店 兵庫県 明石市

宮脇書店　ダイエー西宮店 兵庫県 西宮市

宮脇書店　西宮店 兵庫県 西宮市

ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県 西宮市

ジュンク堂書店　西宮店 兵庫県 西宮市

宮脇書店　洲本店 兵庫県 洲本市

ブックスユートピア　野間店 兵庫県 伊丹市

ＴＢＳ　加古川ミーツテラス 兵庫県 加古川市

宮脇書店　加古川店 兵庫県 加古川市

キャップ書店　逆瀬川店 兵庫県 宝塚市

ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店 兵庫県 高砂市

紀伊國屋書店　川西店 兵庫県 川西市

宮脇書店　新広田店 兵庫県 南あわじ市

未来屋書店　和田山店 兵庫県 朝来市

宮脇書店　奈良店 奈良県 奈良市



ジュンク堂書店　奈良店 奈良県 奈良市

啓林堂書店　学園前店 奈良県 奈良市

宮脇書店　大和高田店 奈良県 大和高田市

喜久屋書店　橿原店 奈良県 橿原市

キャップ書店　王寺店 奈良県 王寺町

宮脇書店　ロイネット和歌山店 和歌山県 和歌山市

宮脇書店　イオン鳥取店 鳥取県 鳥取市

宮脇書店　鳥取店 鳥取県 鳥取市

宮脇書店　イオン松江店 島根県 松江市

今井書店　グループセンター店 島根県 松江市

宮脇書店　イオンモール出雲店 島根県 出雲市

ブックセンタージャスト　高津店 島根県 益田市

宮脇書店　岡北店 岡山県 北区

ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店 岡山県 北区

啓文社　岡山本店 岡山県 北区

宮脇書店　岡山本店 岡山県 北区

丸善　岡山シンフォニービル店 岡山県 北区

宮脇書店　新東岡山店 岡山県 中区

宮脇書店　新原尾島店 岡山県 中区

宮脇書店　新平島店 岡山県 東区

宮脇書店　倉敷駅ビル店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　連島店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　中島店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　笹沖店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　児島店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　倉敷店 岡山県 倉敷市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉島店 岡山県 倉敷市

ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　アリオ倉敷店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　倉敷マスカット店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　ゆめタウン倉敷店 岡山県 倉敷市

喜久屋書店　倉敷店 岡山県 倉敷市

宮脇書店　笠岡店 岡山県 笠岡市

宮脇書店　備前店 岡山県 備前市

宮脇書店　邑久店 岡山県 瀬戸内市

ＴＳＵＴＡＹＡ　Ｊ　山陽店 岡山県 赤磐市

宮脇書店　鴨方店 岡山県 浅口市

紀伊國屋書店　広島店 広島県 中区

啓文社　イオン三原店 広島県 三原市



ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 広島県 福山市

宮脇書店　神辺店 広島県 福山市

ＴＳＵＴＡＹＡ　新松永店 広島県 福山市

フタバ図書　ツタヤ　アルティ福山店 広島県 福山市

宮脇書店　ゆめタウン黒瀬店 広島県 東広島市

ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店 広島県 東広島市

宮脇書店　ゆめモール下関店 山口県 下関市

宮脇書店　ゆめシティ店 山口県 下関市

ブックランド都野　宇部店 山口県 宇部市

宮脇書店　宇部店 山口県 宇部市

ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 山口県 山口市

宮脇書店　徳島本店 徳島県 徳島市

ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店 徳島県 徳島市

カルチャーシティ平惣　田宮店 徳島県 徳島市

宮脇書店　パワーシティ新鳴門店 徳島県 鳴門市

カルチャーシティ平惣　阿南センター店 徳島県 阿南市

宮脇書店　鴨島店 徳島県 吉野川市

宮脇書店　マルナカ脇町店 徳島県 美馬市

宮脇書店　フジグラン北島店 徳島県 北島町

紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店 徳島県 藍住町

宮脇書店　新国分寺店 香川県 高松市

宮脇書店　十川店 香川県 高松市

宮脇書店　イオン高松東店 香川県 高松市

宮脇書店　イオン高松店 香川県 高松市

宮脇書店　フレスポ高松店 香川県 高松市

宮脇書店　新太田店 香川県 高松市

宮脇書店　新屋島店 香川県 高松市

宮脇書店　香西店 香川県 高松市

宮脇書店　太田店 香川県 高松市

宮脇書店　川東店 香川県 高松市

宮脇書店　本店 香川県 高松市

ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店 香川県 高松市

宮脇書店　南本店 香川県 高松市

宮脇書店　総本店 香川県 高松市

ジュンク堂書店　高松店 香川県 高松市

宮脇書店　丸亀バサラ店 香川県 丸亀市

宮脇書店　フジ丸亀店 香川県 丸亀市

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 香川県 丸亀市

紀伊國屋書店　丸亀店 香川県 丸亀市



宮脇書店　新坂出店 香川県 坂出市

宮脇書店　善通寺店 香川県 善通寺市

宮脇書店　豊浜店 香川県 観音寺市

宮脇書店　観音寺店 香川県 観音寺市

宮脇書店　志度店 香川県 さぬき市

宮脇書店　寒川店 香川県 さぬき市

宮脇書店　東かがわ店 香川県 東かがわ市

宮脇書店　三豊店 香川県 三豊市

宮脇書店　マルナカ土庄店 香川県 土庄町

宮脇書店　イオンタウン宇多津店 香川県 宇多津町

宮脇書店　宇多津店 香川県 宇多津町

宮脇書店　綾南店 香川県 綾川町

宮脇書店　多度津店 香川県 多度津町

宮脇書店　フジ姫原店 愛媛県 松山市

宮脇書店　フジ垣生店 愛媛県 松山市

宮脇書店　イオンスタイル松山店 愛媛県 松山市

宮脇書店　束本店 愛媛県 松山市

新丸三書店　本店 愛媛県 松山市

宮脇書店　フジグラン今治店 愛媛県 今治市

宮脇書店　イオンモール今治新都市店 愛媛県 今治市

宮脇書店　今治本店 愛媛県 今治市

宮脇書店　フジグラン北宇和島店 愛媛県 宇和島市

宮脇書店　フジグラン北浜店 愛媛県 八幡浜市

ＴＳＵＴＡＹＡ　新居浜店 愛媛県 新居浜市

宮脇書店　新居浜本店 愛媛県 新居浜市

宮脇書店　フジグラン西条店 愛媛県 西条市

丸三書店　東予店 愛媛県 西条市

宮脇書店　大洲店 愛媛県 大洲市

宮脇書店　フジグラン川之江店 愛媛県 四国中央市

ＴＳＵＴＡＹＡ　エミフルＭＡＳＡＫＩ店 愛媛県 松前町

宮脇書店　フジ砥部店 愛媛県 砥部町

宮脇書店　フジグラン葛島店 高知県 高知市

宮脇書店　高須店 高知県 高知市

宮脇書店　フジグラン高知店 高知県 高知市

宮脇書店　イオン高知旭町店 高知県 高知市

ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 高知県 高知市

ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店 高知県 南国市

ＴＳＵＴＡＹＡ　高岡店 高知県 土佐市

宮脇書店　フジグラン四万十店 高知県 四万十市



宮脇書店　フジグラン野市店 高知県 香南市

ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ヶ丘店 福岡県 小倉北区

ブックセンタークエスト　小倉本店 福岡県 小倉北区

ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店 福岡県 東区

宮脇書店　黒木吉塚店 福岡県 博多区

蔦屋書店　コマーシャルモール博多 福岡県 博多区

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ 福岡県 博多区

紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県 博多区

丸善　博多店 福岡県 博多区

アニメイト　福岡パルコ店 福岡県 中央区

ジュンク堂書店　福岡店 福岡県 中央区

宮脇書店　黒木若久店 福岡県 南区

宮脇書店　黒木野方店 福岡県 西区

宮脇書店　黒木歯科大前店 福岡県 早良区

宮脇書店　黒木室見店 福岡県 早良区

くまざわ書店　福岡西新店 福岡県 早良区

ＢＯＯＫＳあんとく　みずま店 福岡県 久留米市

ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店 福岡県 久留米市

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

ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店 福岡県 中間市

蔦屋書店　イオンモール筑紫野 福岡県 筑紫野市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店 福岡県 太宰府市

ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店 福岡県 糸島市

フタバ図書　ツタヤ　ＴＥＲＡイオン福岡店 福岡県 粕屋町

白石書店　ゆめタウン店 福岡県 遠賀町

宮脇書店　佐賀本店 佐賀県 佐賀市

ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店 佐賀県 唐津市

ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店 佐賀県 武雄市

ブックスグリーンウッド　中原店 佐賀県 みやき町

遊ＩＮＧ　城山店 長崎県 長崎市

ブックランドＴＡＣＫ 長崎県 長崎市

金明堂書店　日野店 長崎県 佐世保市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 長崎県 大村市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店 長崎県 雲仙市

蔦屋書店　熊本三年坂 熊本県 中央区

ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店 熊本県 西区

ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店 熊本県 八代市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店 熊本県 玉名市



蔦屋書店　小川町 熊本県 宇城市

ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店 熊本県 天草市

ツタヤブックストア　菊陽店 熊本県 菊陽町

紀伊國屋書店　熊本光の森店 熊本県 菊陽町

蔦屋書店　嘉島 熊本県 嘉島町

ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店 大分県 大分市

ＴＳＵＴＡＹＡ　光吉店 大分県 大分市

ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店 大分県 中津市

蔦屋書店　宮崎高千穂通り 宮崎県 宮崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店 宮崎県 宮崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店 宮崎県 宮崎市

未来屋書店　宮崎店 宮崎県 宮崎市

田中書店　妻ヶ丘本店 宮崎県 都城市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ岡富店 宮崎県 延岡市

ＴＳＵＴＡＹＡ　吉野店 鹿児島県 鹿児島市

ブックスミスミ　七ツ島店 鹿児島県 鹿児島市

ＴＳＵＴＡＹＡ　那覇新都心店 沖縄県 那覇市

ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県 那覇市

宮脇書店　コンベンションシティ店 沖縄県 宜野湾市

宮脇書店　大山店 沖縄県 宜野湾市

宮脇書店　太陽書房　宜野湾店 沖縄県 宜野湾市

宮脇書店　経塚シティ店 沖縄県 浦添市

宮脇書店　イオン名護店 沖縄県 名護市

宮脇書店　名護店 沖縄県 名護市

宮脇書店　糸満店 沖縄県 糸満市

宮脇書店　太陽書房　美里店 沖縄県 沖縄市

宮脇書店　中の町店 沖縄県 沖縄市

宮脇書店　豊見城店 沖縄県 豊見城市

宮脇書店　うるま店 沖縄県 うるま市

宮脇書店　石川シティ店 沖縄県 うるま市

宮脇書店　具志川店 沖縄県 うるま市

田園書房　具志川店 沖縄県 うるま市

ＴＳＵＴＡＹＡ　読谷店 沖縄県 読谷村

宮脇書店　北谷店 沖縄県 北谷町

宮脇書店　あがり浜店 沖縄県 与那原町

宮脇書店　南風原店 沖縄県 南風原町


