
小学館CD 書店名 府県名 郡市名

11237 紀伊國屋書店　札幌本店 北海道 札幌市中央区

12117 紀伊國屋書店　オーロラタウン店 北海道 札幌市中央区

12150 三省堂書店　札幌店 北海道 札幌市中央区

14102 大垣書店　マルヤマクラス店 北海道 札幌市中央区

15433 文教堂　札幌大通駅店 北海道 札幌市中央区

16220 未来屋書店　桑園店 北海道 札幌市中央区

11595 コーチャンフォー　新川通り店 北海道 札幌市北区

15378 アシーネ　麻生店 北海道 札幌市北区

13305 蔦屋書店　新道駅前店 北海道 札幌市東区

11592 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 北海道 札幌市豊平区

10140 未来屋書店　琴似店 北海道 札幌市西区

13325 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 北海道 札幌市西区

16217 紀伊國屋書店　厚別店 北海道 札幌市厚別区

11587 コーチャンフォー　美しが丘店 北海道 札幌市清田区

16230 宮脇書店　札幌平岡店 北海道 札幌市清田区

15113 函館　蔦屋書店 北海道 函館市

11236 喜久屋書店　小樽店 北海道 小樽市

21516 コーチャンフォー　旭川店 北海道 旭川市

22219 ジュンク堂書店　旭川店 北海道 旭川市

23314 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 北海道 室蘭市

21541 コーチャンフォー　釧路店 北海道 釧路市

20513 喜久屋書店　帯広店 北海道 帯広市

21532 コーチャンフォー　北見店 北海道 北見市

23313 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店 北海道 岩見沢市

13308 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店 北海道 苫小牧市

13327 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店 北海道 苫小牧市

16214 未来屋書店　江別店 北海道 江別市

26202 未来屋書店　名寄店 北海道 名寄市

13306 ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店 北海道 千歳市

23315 ＴＳＵＴＡＹＡ　深川店 北海道 深川市

33307 ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店 北海道 虻田郡

43313 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店 青森県 青森市

46224 未来屋書店　青森西店 青森県 青森市

43317 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 青森県 八戸市

46221 未来屋書店　八戸店 青森県 八戸市

43315 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店 青森県 十和田市

43321 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田元町店 青森県 十和田市

43401 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店 青森県 むつ市

43319 ＴＳＵＴＡＹＡ　つがる柏店 青森県 つがる市

72214 ジュンク堂書店　盛岡店 岩手県 盛岡市

76504 蔦屋書店　盛岡店 岩手県 盛岡市

76217 ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店 岩手県 花巻市

76225 宮脇書店　久慈店 岩手県 久慈市

73301 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 岩手県 一関市

74202 未来屋書店　一関店 岩手県 一関市

76213 未来屋書店　前沢店 岩手県 奥州市

76223 未来屋書店　矢巾店 岩手県 紫波郡

80137 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店 宮城県 仙台市青葉区

81231 喜久屋書店　仙台店 宮城県 仙台市青葉区

81306 くまざわ書店　エスパル仙台店 宮城県 仙台市青葉区



83357 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店 宮城県 仙台市青葉区

86118 丸善　仙台アエル店 宮城県 仙台市青葉区

86226 未来屋書店　仙台幸町店 宮城県 仙台市宮城野区

87121 ヤマト屋書店　東仙台店 宮城県 仙台市宮城野区

83319 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店 宮城県 仙台市若林区

86246 宮脇書店　仙台卸町店 宮城県 仙台市若林区

83320 蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店 宮城県 仙台市太白区

86232 宮脇書店　仙台鈎取店 宮城県 仙台市太白区

83314 蔦屋書店　仙台泉店 宮城県 仙台市泉区

86221 未来屋書店　仙台中山店 宮城県 仙台市泉区

86222 未来屋書店　気仙沼店 宮城県 気仙沼市

83301 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店 宮城県 名取市

83403 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店 宮城県 名取市

86235 未来屋書店　名取店 宮城県 名取市

186311 宮脇書店　佐沼店 宮城県 登米市

83321 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店 宮城県 大崎市

83312 ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店 宮城県 富谷市

86225 未来屋書店　富谷店 宮城県 富谷市

83326 ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店 宮城県 宮城郡

85212 未来屋書店　新利府北館店 宮城県 宮城郡

86248 未来屋書店　新利府南館店 宮城県 宮城郡

53308 ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 秋田県 秋田市

56209 宮脇書店　秋田本店 秋田県 秋田市

56214 未来屋書店　秋田店 秋田県 秋田市

56215 宮脇書店　イオン秋田中央店 秋田県 秋田市

56222 未来屋書店　土崎港店 秋田県 秋田市

83322 ＴＳＵＴＡＹＡ　仁井田店 秋田県 秋田市

83323 ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店 秋田県 秋田市

53312 ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店 秋田県 能代市

53401 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店 秋田県 大館市

53306 ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店 秋田県 由利本荘市

55334 ミライア　本荘店 秋田県 由利本荘市

53403 ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店 秋田県 大仙市

63503 戸田書店　山形店 山形県 山形市

65326 未来屋書店　酒田北店 山形県 酒田市

66220 未来屋書店　酒田南店 山形県 酒田市

63406 ＴＳＵＴＡＹＡ　東根店 山形県 東根市

63502 戸田書店　三川店 山形県 東田川郡

66217 未来屋書店　三川店 山形県 東田川郡

96232 みどり書房　福島南店 福島県 福島市

96216 みどり書房　桑野店 福島県 郡山市

96224 みどり書房　イオンタウン郡山店 福島県 郡山市

90305 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

95362 ブックエース　小名浜店 福島県 いわき市

95368 ブックエース　上荒川店 福島県 いわき市

95394 ブックエース　植田店 福島県 いわき市

98409 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店 福島県 須賀川市

96226 みどり書房　二本松店 福島県 二本松市

96220 未来屋書店　白河西郷店 福島県 西白河郡

215396 ブックエース　見和店 茨城県 水戸市

215433 ブックエース　茨大前店 茨城県 水戸市



215402 ブックエース　日立鮎川店 茨城県 日立市

213331 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 茨城県 石岡市

215380 ブックエース　結城店 茨城県 結城市

213332 蔦屋書店　龍ケ崎店 茨城県 龍ヶ崎市

215296 ブックエース　下妻店 茨城県 下妻市

216215 未来屋書店　下妻店 茨城県 下妻市

215299 ブックエース　新取手店 茨城県 取手市

210119 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 茨城県 つくば市

215441 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 茨城県 つくば市

213329 蔦屋書店　ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市

215448 ブックエース　勝田東石川店 茨城県 ひたちなか市

213322 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店 茨城県 鹿嶋市

218204 リブロ　イオンタウン守谷店 茨城県 守谷市

215338 ブックエース　下館店 茨城県 筑西市

215445 ブックエース　坂東店 茨城県 坂東市

210113 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店 茨城県 神栖市

231211 喜久屋書店　宇都宮店 栃木県 宇都宮市

233309 うさぎや　宇都宮戸祭店 栃木県 宇都宮市

235215 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮竹林店 栃木県 宇都宮市

235223 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 栃木県 宇都宮市

235224 ＴＳＵＴＡＹＡ佐野店 栃木県 佐野市

236216 未来屋書店　佐野新都市店 栃木県 佐野市

235210 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿沼店 栃木県 鹿沼市

233310 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店 栃木県 小山市

233311 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店 栃木県 小山市

233312 ＴＳＵＴＡＹＡブックストア　おやまＨＷ 栃木県 小山市

235128 ＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店 栃木県 那須塩原市

235222 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 栃木県 さくら市

220109 ＴＳＵＴＡＹＡ　片貝店 群馬県 前橋市

223316 ＴＳＵＴＡＹＡ　箱田店 群馬県 前橋市

223320 蔦屋書店　前橋みなみモール店 群馬県 前橋市

223321 ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店 群馬県 前橋市

221311 くまざわ書店　高崎店 群馬県 高崎市

223310 ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店 群馬県 高崎市

226219 未来屋書店　高崎店 群馬県 高崎市

223533 戸田書店　桐生店 群馬県 桐生市

221314 くまざわ書店　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市

223312 蔦屋書店　伊勢崎平和町店 群馬県 伊勢崎市

223314 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店 群馬県 伊勢崎市

223319 蔦屋書店　伊勢崎宮子店 群馬県 伊勢崎市

223315 蔦屋書店　太田店 群馬県 太田市

223322 蔦屋書店　渋川店 群馬県 渋川市

223318 ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店 群馬県 安中市

223300 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店 群馬県 邑楽郡

223317 蔦屋書店　前橋吉岡店 群馬県 北群馬郡

261333 くまざわ書店　宮原店 埼玉県 さいたま市北区

262237 ジュンク堂書店　大宮高島屋店 埼玉県 さいたま市大宮区

265566 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

265450 ブックファースト　ルミネ川越店 埼玉県 川越市

269111 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＱＬｕＲｉ川越店 埼玉県 川越市

260248 くまざわ書店　アズセカンド店 埼玉県 熊谷市



263351 蔦屋書店　熊谷店 埼玉県 熊谷市

263585 戸田書店　熊谷店 埼玉県 熊谷市

265562 文教堂書店　川口駅店 埼玉県 川口市

266251 未来屋書店　川口店 埼玉県 川口市

263346 ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢山口店 埼玉県 所沢市

263349 ＴＳＵＴＡＹＡ　新所沢店 埼玉県 所沢市

263327 蔦屋書店　本庄早稲田店 埼玉県 本庄市

263329 蔦屋書店　東松山店 埼玉県 東松山市

263353 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部店 埼玉県 春日部市

265231 ブックエース　春日部店 埼玉県 春日部市

261140 未来屋書店　狭山店 埼玉県 狭山市

263322 ＴＳＵＴＡＹＡ　狭山店 埼玉県 狭山市

266285 未来屋書店　羽生店 埼玉県 羽生市

266240 宮脇書店　鴻巣店 埼玉県 鴻巣市

261328 ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店 埼玉県 深谷市

266250 未来屋書店　上尾店 埼玉県 上尾市

266279 未来屋書店　入間店 埼玉県 入間市

269232 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 埼玉県 入間市

263325 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 埼玉県 久喜市

266234 宮脇書店　北本店 埼玉県 北本市

268225 リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市

269114 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店 埼玉県 坂戸市

269133 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店 埼玉県 北足立郡

265233 ブックエース　杉戸店 埼玉県 北葛飾郡

263356 蔦屋書店　滑川店 埼玉県 比企郡

263358 蔦屋書店　川島インター店 埼玉県 比企郡

251321 くまざわ書店　蘇我店 千葉県 千葉市中央区

251333 くまざわ書店　ペリエ千葉本店 千葉県 千葉市中央区

255208 三省堂書店　カルチャーステーション千葉 千葉県 千葉市中央区

252146 三省堂書店　イコアス千城台店 千葉県 千葉市若葉区

253317 幕張　蔦屋書店 千葉県 千葉市美浜区

256253 宮脇書店　検見川浜店 千葉県 千葉市美浜区

256242 未来屋書店　銚子店 千葉県 銚子市

255464 ブックファースト　シャポー市川店 千葉県 市川市

251313 くまざわ書店　ららぽーと船橋店 千葉県 船橋市

256249 未来屋書店　木更津店 千葉県 木更津市

251246 喜久屋書店　松戸店 千葉県 松戸市

251305 くまざわ書店　松戸店 千葉県 松戸市

253321 蔦屋書店　茂原店 千葉県 茂原市

255413 ブックエース　成田赤坂店 千葉県 成田市

256233 未来屋書店　成田店 千葉県 成田市

256246 未来屋書店　ボンベルタ成田店 千葉県 成田市

252307 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 千葉県 佐倉市

251310 くまざわ書店　津田沼店 千葉県 習志野市

252287 ジュンク堂書店　柏モディ店 千葉県 柏市

253320 ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店 千葉県 柏市

256265 未来屋書店　柏店 千葉県 柏市

256409 ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田台店 千葉県 八千代市

250128 未来屋書店　新浦安店 千葉県 浦安市

255230 文教堂書店　浦安西友店 千葉県 浦安市

257307 有隣堂　アトレ新浦安店 千葉県 浦安市



251235 喜久屋書店　千葉ニュータウン店 千葉県 印西市

256267 宮脇書店　印西牧の原店 千葉県 印西市

371202 紀伊國屋書店　大手町ビル店 東京都 千代田区

372123 三省堂書店　有楽町店 東京都 千代田区

375352 文教堂書店　市ヶ谷店 東京都 千代田区

376109 丸善　お茶の水店 東京都 千代田区

376154 丸善　丸の内本店 東京都 千代田区

377309 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 東京都 千代田区

381304 くまざわ書店　品川店 東京都 港区

381307 くまざわ書店　田町店 東京都 港区

360100 文禄堂　早稲田店 東京都 新宿区

365347 ブックファースト　新宿店 東京都 新宿区

376115 丸善　メトロ・エム後楽園店 東京都 文京区

331302 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

331505 廣文館　イトーヨーカドー曳舟店 東京都 墨田区

332101 三省堂書店　東京ソラマチ店 東京都 墨田区

337302 有隣堂　錦糸町テルミナ店 東京都 墨田区

321210 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店 東京都 江東区

321302 くまざわ書店　豊洲店 東京都 江東区

326105 丸善　有明ガーデン店 東京都 江東区

327303 有隣堂　ららぽーと豊洲店 東京都 江東区

327304 有隣堂　アトレ亀戸店 東京都 江東区

385341 ブックファースト　五反田店 東京都 品川区

387303 有隣堂　アトレ大井町店 東京都 品川区

387304 有隣堂　アトレ目黒店 東京都 品川区

396208 未来屋書店　碑文谷店 東京都 目黒区

391313 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

393301 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店 東京都 大田区

395353 ブックファースト　アトレ大森店 東京都 大田区

397306 有隣堂　グランデュオ蒲田店 東京都 大田区

422102 三省堂書店　下北沢店 東京都 世田谷区

422104 三省堂書店　経堂店 東京都 世田谷区

422113 三省堂書店　成城店 東京都 世田谷区

423303 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 東京都 世田谷区

423308 ツタヤブックストア　下北沢 東京都 世田谷区

425339 文教堂書店　二子玉川店 東京都 世田谷区

613324 二子玉川　蔦屋家電 東京都 世田谷区

365350 ｂｏｏｋｓｈｅｌｆ　ＮＥＷｏＭａｎ新宿店 東京都 渋谷区

402215 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 東京都 渋谷区

402216 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都 渋谷区

407302 有隣堂　アトレ恵比寿店 東京都 渋谷区

405104 明屋書店　中野ブロードウェイ店 東京都 中野区

405350 ブックファースト　中野店 東京都 中野区

410103 文禄堂　高円寺店 東京都 杉並区

410104 あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店 東京都 杉並区

410106 文禄堂　荻窪店 東京都 杉並区

360206 くまざわ書店　池袋店 東京都 豊島区

361308 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

362124 三省堂書店　池袋本店 東京都 豊島区

362207 ジュンク堂書店　池袋本店 東京都 豊島区

363102 ツタヤブックストア　ＥＱＵｉＡ池袋店 東京都 豊島区



353108 文教堂書店　赤羽店 東京都 北区

356202 宮脇書店　イオンスタイル板橋前野町店 東京都 板橋区

412214 ジュンク堂書店　大泉学園店 東京都 練馬区

413303 蔦屋書店　練馬春日町店 東京都 練馬区

415360 ブックファースト　練馬店 東京都 練馬区

418202 リブロ　エミオ富士見台店 東京都 練馬区

418205 リブロ　光が丘店 東京都 練馬区

311302 くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店 東京都 足立区

311303 くまざわ書店　西新井店 東京都 足立区

315332 ブックファースト　ルミネ北千住店 東京都 足立区

313303 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 東京都 葛飾区

320100 あゆみＢｏｏｋｓ　瑞江店 東京都 江戸川区

326218 未来屋書店　葛西店 東京都 江戸川区

431305 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

431328 くまざわ書店　八王子南口店 東京都 八王子市

431332 くまざわ書店　イーアス高尾店 東京都 八王子市

433323 蔦屋書店　八王子みなみ野店 東京都 八王子市

433327 蔦屋書店　八王子楢原店 東京都 八王子市

437316 有隣堂　セレオ八王子店 東京都 八王子市

430521 オリオン書房　ルミネ立川店 東京都 立川市

430529 オリオン書房　ノルテ店 東京都 立川市

430530 オリオン書房　アレア店 東京都 立川市

432248 ジュンク堂書店　立川高島屋店 東京都 立川市

437319 有隣堂　ららぽーと立川立飛店 東京都 立川市

432239 ジュンク堂書店　吉祥寺店 東京都 武蔵野市

435436 ブックファースト　アトレ吉祥寺店 東京都 武蔵野市

437320 有隣堂　アトレヴィ三鷹店 東京都 三鷹市

435425 ブックコンパス　ディラ拝島店 東京都 昭島市

451322 くまざわ書店　昭島店 東京都 昭島市

431333 くまざわ書店　調布店 東京都 調布市

433329 TSUTYA　調布駅南口店 東京都 調布市

435104 パルコブックセンター　調布店 東京都 調布市

433320 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店 東京都 町田市

437317 有隣堂　町田モディ店 東京都 町田市

430240 くまざわ書店　武蔵小金井北口店 東京都 小金井市

433316 ＴＳＵＴＡＹＡ　武蔵小金井店 東京都 小金井市

437521 リブロ　花小金井店 東京都 小平市

430527 オリオン書房　エミオ秋津店 東京都 東村山市

436122 紀伊國屋書店　国分寺店 東京都 国分寺市

435410 大垣書店　ブックスタマ　東大和店 東京都 東大和市

430535 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

431309 くまざわ書店　桜ヶ丘店 東京都 多摩市

433530 蔦屋書店　多摩永山店 東京都 多摩市

436145 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 東京都 多摩市

431531 コーチャンフォー　若葉台店 東京都 稲城市

433543 蔦屋書店　稲城若葉台店 東京都 稲城市

433303 ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店　（本店） 東京都 羽村市

436215 未来屋書店　日の出店 東京都 西多摩郡

611317 くまざわ書店　鶴見店 神奈川県 横浜市鶴見区

617305 有隣堂　横浜駅西口コミック王国 神奈川県 横浜市西区

613320 ＴＳＵＴＡＹＡ　はまりん横浜駅店 神奈川県 横浜市西区



613329 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下 神奈川県 横浜市中区

617318 有隣堂　本店 神奈川県 横浜市中区

616215 宮脇書店　金沢文庫店 神奈川県 横浜市金沢区

611319 くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店 神奈川県 横浜市港北区

612111 三省堂書店　新横浜店 神奈川県 横浜市港北区

613318 ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名東口店 神奈川県 横浜市港北区

617344 有隣堂　トレッサ横浜店 神奈川県 横浜市港北区

611236 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店 神奈川県 横浜市戸塚区

617312 有隣堂　戸塚モディ店 神奈川県 横浜市戸塚区

617347 有隣堂　東急プラザ戸塚店 神奈川県 横浜市戸塚区

611321 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

613317 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ峰駅前店 神奈川県 横浜市旭区

615463 ブックエキスプレス　アトレ大船店 神奈川県 横浜市栄区

617346 有隣堂　たまプラーザテラス店 神奈川県 横浜市青葉区

623332 蔦屋書店　青葉奈良店 神奈川県 横浜市青葉区

610160 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 神奈川県 横浜市都筑区

611239 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 神奈川県 横浜市都筑区

617332 有隣堂　センター南駅店 神奈川県 横浜市都筑区

623330 蔦屋書店　港北ミナモ店 神奈川県 横浜市都筑区

611235 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店 神奈川県 川崎市川崎区

613332 ツタヤブックストア　川崎駅前店 神奈川県 川崎市川崎区

617313 有隣堂　アトレ川崎店 神奈川県 川崎市川崎区

611234 紀伊國屋書店　武蔵小杉店 神奈川県 川崎市中原区

617351 有隣堂　武蔵小杉東急スクエア店 神奈川県 川崎市中原区

615257 文教堂書店　溝ノ口本店 神奈川県 川崎市高津区

611312 くまざわ書店　さぎ沼店 神奈川県 川崎市宮前区

617326 有隣堂　新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県 川崎市麻生区

621312 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 神奈川県 相模原市緑区

627314 有隣堂　ミウィ橋本店 神奈川県 相模原市緑区

621306 くまざわ書店　相模大野店 神奈川県 相模原市南区

626265 未来屋書店　相模原店 神奈川県 相模原市南区

620217 くまざわ書店　横須賀店 神奈川県 横須賀市

623320 ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店 神奈川県 横須賀市

625438 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 神奈川県 横須賀市

623319 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店 神奈川県 平塚市

627325 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 神奈川県 平塚市

621315 くまざわ書店　大船店 神奈川県 鎌倉市

627302 有隣堂　藤沢店 神奈川県 藤沢市

627322 有隣堂　テラスモール湘南店 神奈川県 藤沢市

627316 有隣堂　ラスカ小田原店 神奈川県 小田原市

626262 未来屋書店　秦野店 神奈川県 秦野市

621305 くまざわ書店　本厚木店 神奈川県 厚木市

623316 蔦屋書店　厚木下依知店 神奈川県 厚木市

623326 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店 神奈川県 厚木市

625415 文教堂書店　Ｒ４１２店 神奈川県 厚木市

627305 有隣堂　厚木店 神奈川県 厚木市

623317 蔦屋書店　大和下鶴間店 神奈川県 大和市

626219 未来屋書店　大和店 神奈川県 大和市

622106 三省堂書店　海老名店 神奈川県 海老名市

627324 有隣堂　ららぽーと海老名店 神奈川県 海老名市

622324 ＴＳＵＴＡＹＡ　南足柄店 神奈川県 南足柄市



133329 蔦屋書店　竹尾インター店 新潟県 新潟市東区

133334 蔦屋書店　河渡店 新潟県 新潟市東区

131207 紀伊國屋書店　新潟店 新潟県 新潟市中央区

133327 蔦屋書店　新潟万代 新潟県 新潟市中央区

133335 蔦屋書店　南笹口店 新潟県 新潟市中央区

133341 蔦屋書店　新潟中央インター店 新潟県 新潟市中央区

133340 蔦屋書店　横越バイパス店 新潟県 新潟市江南区

136219 未来屋書店　新潟南店 新潟県 新潟市江南区

135226 蔦屋書店　新津店 新潟県 新潟市秋葉区

133336 蔦屋書店　マーケットシティ白根店 新潟県 新潟市南区

133306 蔦屋書店　小針店 新潟県 新潟市西区

133311 蔦屋書店　ベルパルレ寺尾店 新潟県 新潟市西区

133332 蔦屋書店　新通店 新潟県 新潟市西区

133342 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 新潟県 長岡市

133343 蔦屋書店　長岡古正寺店 新潟県 長岡市

133345 蔦屋書店　長岡新保店 新潟県 長岡市

133346 蔦屋書店　長岡花園店 新潟県 長岡市

133510 戸田書店　長岡店 新潟県 長岡市

136221 宮脇書店　長岡店 新潟県 長岡市

133321 蔦屋書店　柏崎岩上店 新潟県 柏崎市

135218 蔦屋書店　新発田店 新潟県 新発田市

133315 蔦屋書店　県央店 新潟県 燕市

133333 蔦屋書店　上越インター店 新潟県 上越市

133347 蔦屋書店　高田西店 新潟県 上越市

136212 未来屋書店　上越店 新潟県 上越市

133302 蔦屋書店　佐渡佐和田店 新潟県 佐渡市

133328 蔦屋書店　小出店 新潟県 魚沼市

133325 蔦屋書店　六日町店 新潟県 南魚沼市

141306 くまざわ書店　富山マルート店 富山県 富山市

141207 喜久屋書店　高岡店 富山県 高岡市

153305 ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店 石川県 金沢市

153312 金澤文苑堂　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 石川県 金沢市

156213 未来屋書店　杜の里店 石川県 金沢市

153306 ツタヤブックストア　イオンモール白山 石川県 白山市

165335 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 福井県 福井市

162102 三洋堂書店　小浜店 福井県 小浜市

165336 文明堂書店　神明店 福井県 鯖江市

112211 ジュンク堂書店　岡島甲府店 山梨県 甲府市

113306 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府荒川店 山梨県 甲府市

116204 宮脇書店　韮崎店 山梨県 韮崎市

113305 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店 山梨県 南アルプス市

111301 くまざわ書店　双葉店 山梨県 甲斐市

116205 未来屋書店　甲府昭和店 山梨県 中巨摩郡

123308 蔦屋書店　長野徳間店 長野県 長野市

123311 蔦屋書店　長野川中島店 長野県 長野市

123312 ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店 長野県 長野市

123358 ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店 長野県 松本市

126224 未来屋書店　松本店 長野県 松本市

126236 宮脇書店　松本店 長野県 松本市

123309 蔦屋書店　上田大屋店 長野県 上田市

123317 蔦屋書店　上田しおだ野店 長野県 上田市



123307 蔦屋書店　諏訪中洲店 長野県 諏訪市

123322 蔦屋書店　須坂店 長野県 須坂市

123313 蔦屋書店　佐久小諸店 長野県 小諸市

120212 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊那店 長野県 伊那市

123508 蔦屋書店　中野店 長野県 中野市

123321 蔦屋書店　大町店 長野県 大町市

123315 蔦屋書店　佐久野沢店 長野県 佐久市

126217 未来屋書店　佐久平店 長野県 佐久市

123310 蔦屋書店　千曲屋代店 長野県 千曲市

123324 ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 長野県 上伊那郡

662133 三洋堂書店　長良店 岐阜県 岐阜市

662159 三洋堂書店　市橋店 岐阜県 岐阜市

663309 ツタヤブックストア　カラフルタウン岐阜店 岐阜県 岐阜市

666137 丸善　岐阜店 岐阜県 岐阜市

660123 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 岐阜県 大垣市

660231 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 岐阜県 大垣市

660207 コスモブックセンター 岐阜県 恵那市

662128 三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店 岐阜県 恵那市

662114 三洋堂書店　みのかも店 岐阜県 美濃加茂市

666220 未来屋書店　各務原店 岐阜県 各務原市

662181 三洋堂書店　下恵土店 岐阜県 可児市

662179 三洋堂書店　垂井店 岐阜県 不破郡

632304 蔦屋書店　平和町店 静岡県 静岡市葵区

633320 蔦屋書店　静岡本店 静岡県 静岡市葵区

636196 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡県 静岡市葵区

633322 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店 静岡県 静岡市駿河区

633307 ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店 静岡県 静岡市清水区

633318 ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 静岡県 静岡市清水区

635133 明屋書店　イケヤ高丘店 静岡県 浜松市中区

637156 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 静岡県 浜松市西区

635115 明屋書店　浜松渡瀬店 静岡県 浜松市南区

630521 大垣書店　イオンモール富士宮店 静岡県 富士宮市

633309 ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店 静岡県 富士市

635135 明屋書店　イケヤ磐田東店 静岡県 磐田市

633310 ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店 静岡県 焼津市

635138 明屋書店　掛川西郷店 静岡県 掛川市

636240 宮脇書店　掛川店 静岡県 掛川市

633557 戸田書店　藤枝東店 静岡県 藤枝市

63308 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 静岡県 駿東郡

633304 ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店 静岡県 田方郡

646164 丸善　イオンタウン千種店 愛知県 名古屋市千種区

640228 ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店 愛知県 名古屋市東区

643310 ツタヤブックストア　則武新町店 愛知県 名古屋市西区

643313 ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店 愛知県 名古屋市西区

642156 三省堂書店　名古屋本店 愛知県 名古屋市中村区

642265 ジュンク堂書店　名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

642277 ジュンク堂書店　名古屋栄店 愛知県 名古屋市中区

642126 三洋堂書店　いりなか店 愛知県 名古屋市昭和区

642146 三洋堂書店　新開橋店 愛知県 名古屋市瑞穂区

646224 未来屋書店　熱田店 愛知県 名古屋市熱田区

640242 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 愛知県 名古屋市中川区



642138 三洋堂書店　中野橋店 愛知県 名古屋市中川区

645222 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田店 愛知県 名古屋市中川区

650153 未来屋書店　新瑞橋店 愛知県 名古屋市南区

642140 三洋堂書店　志段味店 愛知県 名古屋市守山区

643316 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店 愛知県 名古屋市守山区

646163 丸善　ヒルズウォーク徳重店 愛知県 名古屋市緑区

646211 未来屋書店　大高店 愛知県 名古屋市緑区

640135 未来屋書店　名古屋東店 愛知県 名古屋市名東区

642154 三洋堂書店　よもぎ店 愛知県 名古屋市名東区

656210 未来屋書店　豊橋南店 愛知県 豊橋市

650235 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 愛知県 岡崎市

650262 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県 岡崎市

655349 未来屋書店　岡崎店 愛知県 岡崎市

651317 くまざわ書店　一宮店 愛知県 一宮市

650259 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 愛知県 瀬戸市

652165 三洋堂書店　乙川店 愛知県 半田市

653317 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店 愛知県 半田市

650258 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 愛知県 春日井市

652117 三洋堂書店　鳥居松店 愛知県 春日井市

652124 三洋堂書店　豊川店 愛知県 豊川市

653510 未来屋書店　豊川店 愛知県 豊川市

652150 三洋堂書店　碧南店 愛知県 碧南市

655302 ＴＳＵＴＡＹＡブックセンター名豊刈谷店 愛知県 刈谷市

656217 宮脇書店　刈谷店 愛知県 刈谷市

652129 三洋堂書店　梅坪店 愛知県 豊田市

652137 三洋堂書店　本新店 愛知県 豊田市

656153 丸善　豊田Ｔ－ＦＡＣＥ店 愛知県 豊田市

652153 三洋堂書店　西尾店 愛知県 西尾市

652145 三洋堂書店　江南店 愛知県 江南市

652125 三洋堂書店　大田川店 愛知県 東海市

656152 丸善　アピタ知立店 愛知県 知立市

651228 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店 愛知県 日進市

652162 三洋堂書店　かぐ山店 愛知県 日進市

652152 三洋堂書店　清洲店 愛知県 清須市

656231 未来屋書店　長久手店 愛知県 長久手市

656233 未来屋書店　東浦店 愛知県 知多郡

770313 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ久居店 三重県 津市

772172 三洋堂書店　白塚店 三重県 津市

776241 宮脇書店　津ハッピーブックス店 三重県 津市

772105 三洋堂書店　富田店 三重県 四日市市

772213 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店 三重県 四日市市

775107 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 三重県 四日市市

775205 丸善　四日市店 三重県 四日市市

776236 未来屋書店　四日市北店 三重県 四日市市

776240 宮脇書店　四日市本店 三重県 四日市市

773303 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店 三重県 伊勢市

775130 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 三重県 伊勢市

772121 三洋堂書店　桑名店 三重県 桑名市

773304 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 三重県 鈴鹿市

772173 三洋堂書店　名張店 三重県 名張市

776231 未来屋書店　東員店 三重県 員弁郡



760515 大垣書店　フォレオ大津一里山店 滋賀県 大津市

766212 未来屋書店　大津京店 滋賀県 大津市

761204 喜久屋書店　草津店 滋賀県 草津市

762227 ジュンク堂書店　滋賀草津店 滋賀県 草津市

766211 宮脇書店　ピエリ守山店 滋賀県 守山市

750517 大垣書店　ビブレ店 京都府 京都市北区

750538 大垣書店　高野店 京都府 京都市左京区

753314 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松ヶ崎店 京都府 京都市左京区

750548 大垣書店　烏丸三条店 京都府 京都市中京区

750553 大垣書店　二条駅店 京都府 京都市中京区

755274 ふたば書房　御池ゼスト店 京都府 京都市中京区

756150 丸善　京都本店 京都府 京都市中京区

750537 大垣書店　京都ヨドバシ店 京都府 京都市下京区

750546 大垣書店　京都本店 京都府 京都市下京区

753323 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク 京都府 京都市下京区

750539 大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府 京都市南区

750540 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市南区

750556 大垣書店　イオン洛南店 京都府 京都市南区

755346 ふたば書房　京都駅八条口店 京都府 京都市南区

750530 大垣書店　イオンモール京都五条店 京都府 京都市右京区

750547 大垣書店　京都ファミリー店 京都府 京都市右京区

750521 大垣書店　醍醐店 京都府 京都市伏見区

751305 くまざわ書店　桃山店 京都府 京都市伏見区

755426 ふたば書房　山科駅前店 京都府 京都市山科区

755391 大垣書店　ＢＰ五条店 京都府 京都市西京区

753318 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店 京都府 宇治市

753321 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店 京都府 亀岡市

750323 ＷＡＹ書店　イズミヤ八幡店 京都府 八幡市

715413 ブックファースト　野田アプラ店 大阪府 大阪市福島区

713117 田村書店　西九条店 大阪府 大阪市此花区

710319 ＷＡＹ書店　大阪ベイタワー店 大阪府 大阪市港区

715207 ジュンク堂書店　上本町店 大阪府 大阪市天王寺区

712250 ジュンク堂書店　難波店 大阪府 大阪市浪速区

711245 喜久屋書店　漫画館阿倍野店 大阪府 大阪市阿倍野区

711308 くまざわ書店　阿倍野店 大阪府 大阪市阿倍野区

712271 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

723347 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 大阪府 大阪市阿倍野区

713129 田村書店　天下茶屋店 大阪府 大阪市西成区

718214 リブロ　イオンモール鶴見店 大阪府 大阪市鶴見区

710314 梅田　蔦屋書店 大阪府 大阪市北区

711229 紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府 大阪市北区

711257 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 大阪府 大阪市北区

712219 ジュンク堂書店　大阪本店 大阪府 大阪市北区

715114 ブックファースト　梅田２階店 大阪府 大阪市北区

716131 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府 大阪市北区

710153 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店 大阪府 大阪市中央区

711234 紀伊國屋書店　本町店 大阪府 大阪市中央区

712230 ジュンク堂書店　天満橋店 大阪府 大阪市中央区

716132 丸善　高島屋大阪店 大阪府 大阪市中央区

713315 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店 大阪府 堺市堺区

713326 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店 大阪府 堺市堺区



720571 大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店 大阪府 堺市堺区

726169 丸善　高島屋堺店 大阪府 堺市堺区

720335 ＷＡＹ書店　フレスポしんかな店 大阪府 堺市北区

720558 大垣書店　豊中緑丘店 大阪府 豊中市

723114 田村書店　千里中央店 大阪府 豊中市

723339 ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府 吹田市

728207 リブロ　江坂店 大阪府 吹田市

720520 大垣書店　高槻店 大阪府 高槻市

723329 ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店 大阪府 高槻市

726272 未来屋書店　高槻店 大阪府 高槻市

723354 ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店 大阪府 貝塚市

716269 未来屋書店　大日店 大阪府 守口市

720339 ＷＡＹ書店　イズミヤ八尾店 大阪府 八尾市

723327 ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店 大阪府 八尾市

723340 ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店 大阪府 八尾市

726258 宮脇書店　泉佐野店 大阪府 泉佐野市

726269 未来屋書店　日根野店 大阪府 泉佐野市

720334 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ富田林店 大阪府 富田林市

723328 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 大阪府 寝屋川市

723336 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店 大阪府 寝屋川市

726173 丸善　セブンパーク天美店 大阪府 松原市

720180 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 大阪府 大東市

723157 田村書店　ららぽーと和泉店 大阪府 和泉市

723334 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店 大阪府 和泉市

726275 未来屋書店　小阪店 大阪府 東大阪市

726280 未来屋書店　四條畷店 大阪府 四条畷市

720332 ＷＡＹ　わくわくシティ尾崎店 大阪府 阪南市

732207 ジュンク堂書店　神戸住吉店 兵庫県 神戸市東灘区

731226 喜久屋書店　東急プラザ新長田店 兵庫県 神戸市長田区

735414 ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店　長谷川様 兵庫県 神戸市垂水区

731234 喜久屋書店　北神戸店 兵庫県 神戸市北区

730503 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 兵庫県 神戸市中央区

732210 ジュンク堂書店　三宮駅前店 兵庫県 神戸市中央区

732221 ジュンク堂書店　三宮店 兵庫県 神戸市中央区

735321 喜久屋書店　西神中央店 兵庫県 神戸市西区

742234 ジュンク堂書店　姫路店 兵庫県 姫路市

743319 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 兵庫県 姫路市

745282 未来屋書店　東山店 兵庫県 姫路市

746218 未来屋書店　姫路リバーシティ店 兵庫県 姫路市

746238 未来屋書店　姫路大津店 兵庫県 姫路市

730150 未来屋書店　塚口店 兵庫県 尼崎市

731302 くまざわ書店　あまがさき店 兵庫県 尼崎市

745461 ふたば書房　つかしん店　新美様 兵庫県 尼崎市

742269 ジュンク堂書店　明石店 兵庫県 明石市

743368 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店 兵庫県 明石市

731230 喜久屋書店　西宮東店 兵庫県 西宮市

732252 ジュンク堂書店　西宮店 兵庫県 西宮市

745405 ブックファースト　エビスタ西宮店 兵庫県 西宮市

745466 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県 西宮市

726257 宮脇書店　洲本店 兵庫県 洲本市

742214 ジュンク堂書店　芦屋店 兵庫県 芦屋市



745374 ブックスユートピア　野間店 兵庫県 伊丹市

746224 未来屋書店　伊丹店 兵庫県 伊丹市

741206 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　豊岡店 兵庫県 豊岡市

743320 ＴＢＳ　加古川ミーツテラス 兵庫県 加古川市

746209 未来屋書店　加古川店 兵庫県 加古川市

745367 ＴＳＵＴＡＹＡ　西脇店 兵庫県 西脇市

743308 ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 兵庫県 宝塚市

746231 未来屋書店　三木店 兵庫県 三木市

743310 ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店 兵庫県 高砂市

746213 未来屋書店　アスパ高砂店 兵庫県 高砂市

736206 未来屋書店　加西北条店 兵庫県 加西市

743314 ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店 兵庫県 揖保郡

740328 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　福崎店 兵庫県 神崎郡

780321 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ奈良押熊店 奈良県 奈良市

782231 ジュンク堂書店　奈良店 奈良県 奈良市

781209 喜久屋書店　大和郡山店 奈良県 大和郡山市

770534 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ天理店 奈良県 天理市

782104 三洋堂書店　橿原神宮店 奈良県 橿原市

782302 スーパーセンターＷＡＹ　桜井店 奈良県 桜井市

785358 ＴＳＵＴＡＹＡ　桜井店 奈良県 桜井市

780322 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御所店 奈良県 御所市

780116 旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店 奈良県 生駒市

782109 三洋堂書店　香芝店 奈良県 香芝市

785403 三洋堂書店　平群店 奈良県 生駒郡

780330 ＷＡＹ書店　イズミヤ広陵店 奈良県 北葛城郡

781207 キャップ書店　王寺店 奈良県 北葛城郡

790322 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡオークワ本社店 和歌山県 和歌山市

790325 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 和歌山県 和歌山市

790329 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　和歌山高松店 和歌山県 和歌山市

791304 くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店 和歌山県 和歌山市

796216 未来屋書店　和歌山店 和歌山県 和歌山市

796224 宮脇書店　ロイネット和歌山店 和歌山県 和歌山市

790302 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ海南店 和歌山県 海南市

790328 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店 和歌山県 橋本市

790318 ＷＡＹ　ロマンシティ御坊店 和歌山県 御坊市

790105 アシーネ　田辺店 和歌山県 田辺市

790305 ＷＡＹ書店　パビリオンシティ田辺店 和歌山県 田辺市

790324 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ田辺東山店 和歌山県 田辺市

790326 スーパーセンターＷＡＹ　南紀店 和歌山県 新宮市

790330 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新宮仲之町店 和歌山県 新宮市

790327 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店 和歌山県 岩出市

790310 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ有田川店 和歌山県 有田郡

790308 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ串本店 和歌山県 東牟婁郡

790323 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ美浜店 和歌山県 日高郡

836203 宮脇書店　鳥取店 鳥取県 鳥取市

836209 宮脇書店　イオンモール日吉津店 鳥取県 西伯郡

846211 宮脇書店　イオン松江店 島根県 松江市

811209 紀伊國屋書店　クレド岡山店 岡山県 岡山市北区

813336 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店 岡山県 岡山市北区

816105 丸善　岡山シンフォニービル店 岡山県 岡山市北区

816233 宮脇書店　岡山本店 岡山県 岡山市北区



816260 宮脇書店　岡北店 岡山県 岡山市北区

816227 宮脇書店　新平島店 岡山県 岡山市東区

814102 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店 岡山県 岡山市南区

811208 喜久屋書店　倉敷店 岡山県 倉敷市

813324 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉島店 岡山県 倉敷市

816213 宮脇書店　児島店 岡山県 倉敷市

816225 宮脇書店　笹沖店 岡山県 倉敷市

816235 宮脇書店　連島店 岡山県 倉敷市

816261 宮脇書店　アリオ倉敷店 岡山県 倉敷市

813338 ＴＳＵＴＡＹＡ　Ｊ　山陽店 岡山県 赤磐市

821544 廣文館　フジグラン広島店 広島県 広島市中区

822222 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店 広島県 広島市中区

821225 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店 広島県 広島市南区

821509 廣文館　新幹線店 広島県 広島市南区

822229 ジュンク堂書店　広島駅前店 広島県 広島市南区

825417 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ宇品店 広島県 広島市南区

825397 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　横川店 広島県 広島市西区

825435 フタバ図書ツタヤ　アルティアルパーク北棟 広島県 広島市西区

825388 フタバ図書　ツタヤ　ＭＥＧＡ中筋店 広島県 広島市安佐南区

825419 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ祗園店 広島県 広島市安佐南区

825425 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ上安店 広島県 広島市安佐南区

826412 明林堂書店　西風新都店 広島県 広島市安佐南区

821106 フタバ図書　ツタヤ　可部センター店 広島県 広島市安佐北区

820505 大垣書店　ジ　アウトレット広島店 広島県 広島市佐伯区

825365 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　五日市福屋店 広島県 広島市佐伯区

825439 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ五日市店 広島県 広島市佐伯区

825315 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　広店 広島県 呉市

825389 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店広島県 呉市

825137 明屋書店　フジグラン三原店 広島県 三原市

823309 ＴＳＵＴＡＹＡ　神辺店 広島県 福山市

823315 TSUTAYA　新涯店 広島県 福山市

825228 フタバ図書　ツタヤ　アルティ福山店 広島県 福山市

823317 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店 広島県 府中市

825413 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ三次店 広島県 三次市

825398 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　大竹店 広島県 大竹市

823314 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店 広島県 東広島市

825295 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　広大前店 広島県 東広島市

825306 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　八本松店 広島県 東広島市

821229 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店 広島県 廿日市市

825298 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　海田店 広島県 安芸郡

825422 フタバ図書　ツタヤ　ＴＥＲＡ広島府中店 広島県 安芸郡

901301 くまざわ書店　下関店 山口県 下関市

905126 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店 山口県 下関市

905190 明屋書店　下関長府店 山口県 下関市

906204 宮脇書店　ゆめシティ店 山口県 下関市

905117 明屋書店　東岐波店 山口県 宇部市

903304 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 山口県 山口市

905114 明屋書店　小郡店 山口県 山口市

905115 明屋書店　宮野店 山口県 山口市

905116 明屋書店　ＭＥＧＡ大内店 山口県 山口市

905104 明屋書店　萩店 山口県 萩市



905122 明屋書店　防府緑町店 山口県 防府市

905386 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ防府店 山口県 防府市

905512 未来屋書店　防府店 山口県 防府市

901203 紀伊國屋書店　ゆめタウン下松店 山口県 下松市

905180 明屋書店　下松店 山口県 下松市

905101 明屋書店　南岩国店 山口県 岩国市

905418 フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡＧＩＧＡフレスタモール岩国山口県 岩国市

905102 明屋書店　光店 山口県 光市

905113 明屋書店　長門店 山口県 長門市

905106 明屋書店　柳井店 山口県 柳井市

905107 明屋書店　富田店 山口県 周南市

905108 明屋書店　徳山今宿店 山口県 周南市

905111 明屋書店　厚狭店 山口県 山陽小野田市

541219 紀伊國屋書店　徳島店 徳島県 徳島市

546222 宮脇書店　徳島本店 徳島県 徳島市

546227 未来屋書店　徳島店 徳島県 徳島市

541204 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店 徳島県 板野郡

511305 くまざわ書店　高松店 香川県 高松市

513301 ＴＳＵＴＡＹＡ　西宝店 香川県 高松市

516200 宮脇書店　本店 香川県 高松市

516284 宮脇書店　総本店 香川県 高松市

516286 宮脇書店　南本店 香川県 高松市

516303 宮脇書店　フレスポ高松店 香川県 高松市

516306 宮脇書店　イオン高松店 香川県 高松市

516312 宮脇書店　イオン高松東店 香川県 高松市

511203 紀伊國屋書店　丸亀店 香川県 丸亀市

516317 宮脇書店　丸亀バサラ店 香川県 丸亀市

516235 宮脇書店　観音寺店 香川県 観音寺市

516320 宮脇書店　東かがわ店 香川県 東かがわ市

516305 宮脇書店　三豊店 香川県 三豊市

513303 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店 香川県 綾歌郡

516263 宮脇書店　綾南店 香川県 綾歌郡

516304 未来屋書店　綾川店 香川県 綾歌郡

516219 宮脇書店　多度津店 香川県 仲多度郡

525114 明屋書店　空港通り店 愛媛県 松山市

522407 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　アエル店 愛媛県 松山市

525102 明屋書店　石井店 愛媛県 松山市

525115 明屋書店　平井店 愛媛県 松山市

525128 明屋書店　中央通り店 愛媛県 松山市

525157 明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 愛媛県 松山市

525163 Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ石手店 愛媛県 松山市

525113 明屋書店　今治別宮店 愛媛県 今治市

525119 明屋書店　喜田村店 愛媛県 今治市

525127 明屋書店　今治本店 愛媛県 今治市

526237 宮脇書店　イオンモール今治新都市店 愛媛県 今治市

525118 明屋書店　宇和島明倫店 愛媛県 宇和島市

525144 明屋書店　八幡浜店 愛媛県 八幡浜市

525103 明屋書店　新居浜川東店 愛媛県 新居浜市

525131 明屋書店　新居浜松木店 愛媛県 新居浜市

525158 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店 愛媛県 新居浜市

525123 明屋書店　東予店 愛媛県 西条市



525138 明屋書店　西条本店 愛媛県 西条市

526209 明屋書店　大洲店 愛媛県 大洲市

525139 明屋書店　川之江店 愛媛県 四国中央市

525116 明屋書店　松前店 愛媛県 伊予郡

525303 ＴＳＵＴＡＹＡ　エミフルＭＡＳＡＫＩ店 愛媛県 伊予郡

525130 明屋書店　南宇和店 愛媛県 南宇和郡

531201 金高堂 高知県 高知市

531208 金高堂　朝倉ブックセンター 高知県 高知市

535357 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 高知県 高知市

535358 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店 高知県 南国市

535108 明屋書店　宿毛店 高知県 宿毛市

535106 明屋書店　四万十川店 高知県 四万十市

531211 金高堂　野市店 高知県 香南市

531247 金高堂　土佐山田店 高知県 香美市

911301 くまざわ書店　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

911307 喜久屋書店　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

913301 ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ヶ丘店 福岡県 北九州市小倉北区

913309 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブきふね店 福岡県 北九州市小倉北区

915107 明屋書店　小倉沼新町店 福岡県 北九州市小倉南区

916215 未来屋書店　黒崎店 福岡県 北九州市八幡西区

916401 明林堂書店　三ヶ森店 福岡県 北九州市八幡西区

911317 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 福岡県 福岡市東区

913361 ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店 福岡県 福岡市東区

911217 紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県 福岡市博多区

911325 くまざわ書店　ららぽーと福岡店 福岡県 福岡市博多区

913310 ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ福岡空港 福岡県 福岡市博多区

916117 丸善　博多店 福岡県 福岡市博多区

911300 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　薬院店 福岡県 福岡市中央区

912211 ジュンク堂書店　福岡店 福岡県 福岡市中央区

913311 ツタヤブックストアマークイズ福岡ももち店 福岡県 福岡市中央区

916272 未来屋書店　福岡伊都店 福岡県 福岡市西区

926205 未来屋書店　大牟田店 福岡県 大牟田市

923305 ＴＳＵＴＡＹＡ　合川店 福岡県 久留米市

923344 ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店 福岡県 久留米市

926273 未来屋書店　直方店 福岡県 直方市

926437 Ａ’ＢＯＯＫ　直方店 福岡県 直方市

926432 Ａ’ＢＯＯＫ　飯塚店 福岡県 飯塚市

925184 明屋書店　田川伊加利店 福岡県 田川市

922403 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　八女店 福岡県 八女市

915180 明屋書店　行橋行事店 福岡県 行橋市

923307 ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店 福岡県 中間市

926208 未来屋書店　小郡店 福岡県 小郡市

923304 蔦屋書店　イオンモール筑紫野 福岡県 筑紫野市

925424 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ福岡春日店 福岡県 春日市

926206 未来屋書店　大野城店 福岡県 大野城市

925102 明屋書店　くりえいと宗像店 福岡県 宗像市

926207 未来屋書店　福津店 福岡県 福津市

926414 明林堂書店　甘木店 福岡県 朝倉市

926439 明林堂書店　イオン甘木店 福岡県 朝倉市

923308 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックガレージ福岡志免店 福岡県 糟屋郡

925399 フタバ図書　ツタヤ　ＴＥＲＡイオン福岡店 福岡県 糟屋郡



933334 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店 佐賀県 武雄市

941205 紀伊國屋書店　長崎店 長崎県 長崎市

943310 ＴＳＵＴＡＹＡ　長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ 長崎県 長崎市

947300 遊ＩＮＧ　城山店 長崎県 長崎市

943308 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 長崎県 佐世保市

943309 ツタヤ　ブックストア　させぼ五番街店 長崎県 佐世保市

943306 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 長崎県 大村市

943305 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店 長崎県 雲仙市

952102 蔦屋書店　熊本三年坂 熊本県 熊本市中央区

956113 金龍堂　まるぶん店 熊本県 熊本市中央区

956423 明林堂書店　白山店 熊本県 熊本市中央区

956403 明林堂書店　長嶺店 熊本県 熊本市東区

956425 明林堂書店　サンピアン店 熊本県 熊本市東区

950457 ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店 熊本県 熊本市西区

950404 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近見店 熊本県 熊本市南区

950452 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　浜線店 熊本県 熊本市南区

951204 紀伊國屋書店　熊本はません店 熊本県 熊本市南区

956421 明林堂書店　麻生田店 熊本県 熊本市北区

956437 明林堂書店　イオンタウン荒尾店 熊本県 荒尾市

953303 蔦屋書店　小川町 熊本県 宇城市

956422 明林堂書店　松橋店 熊本県 宇城市

953382 蔦屋書店　嘉島 熊本県 上益城郡

953316 ツタヤブックストア　菊陽店 熊本県 菊池郡

585102 明屋書店　賀来店 大分県 大分市

981200 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店 大分県 大分市

982270 ジュンク堂書店　大分店 大分県 大分市

983302 ＴＳＵＴＡＹＡ　光吉店 大分県 大分市

983304 ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店 大分県 大分市

985170 明屋書店　高城店 大分県 大分市

985189 明屋書店　大分フリーモールわさだ店 大分県 大分市

986429 明林堂書店　大分本店 大分県 大分市

986406 明林堂書店　別府本店 大分県 別府市

986410 明林堂書店　青山店 大分県 別府市

983305 ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店 大分県 中津市

985109 明屋書店　中津本店 大分県 中津市

985101 明屋書店　日田店 大分県 日田市

985190 明屋書店　コスモタウン佐伯店 大分県 佐伯市

985102 明屋書店　臼杵野田店 大分県 臼杵市

985180 明屋書店　宇佐店 大分県 宇佐市

986414 明林堂書店　日出店 大分県 速見郡

971206 紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店 宮崎県 宮崎市

973337 ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店 宮崎県 宮崎市

973338 蔦屋書店　宮崎高千穂通り 宮崎県 宮崎市

976211 未来屋書店　宮崎店 宮崎県 宮崎市

976406 明林堂書店　本郷店 宮崎県 宮崎市

976419 明林堂書店　浮之城店 宮崎県 宮崎市

976404 明林堂書店　都北店 宮崎県 都城市

976409 明林堂書店　日向店 宮崎県 日向市

961297 紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市

962290 ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店 鹿児島県 鹿児島市

965183 明屋書店　川内店 鹿児島県 薩摩川内市



990223 ＴＳＵＴＡＹＡ　小禄店 沖縄県 那覇市

992205 ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県 那覇市

993335 ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店 沖縄県 那覇市

996273 宮脇書店　大山店 沖縄県 宜野湾市

996224 未来屋書店　とよみ店 沖縄県 豊見城市

996221 宮脇書店　うるま店 沖縄県 うるま市

996272 宮脇書店　南風原店 沖縄県 島尻郡


