
書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
16220 未来屋書店 桑園店 北海道 中央区
12313 スーパーブックス 札幌弘栄堂書店アピア店 北海道 中央区
11237 紀伊國屋書店 札幌本店 北海道 中央区
12150 三省堂書店 札幌店 北海道 中央区
15433 文教堂 札幌大通駅店 北海道 中央区
15413 文教堂書店 宮の森店 北海道 中央区
10510 大垣書店 東光ストア円山店 北海道 中央区
12117 紀伊國屋書店 オーロラタウン店 北海道 中央区
14102 大垣書店 マルヤマクラス店 北海道 中央区
15378 アシーネ 麻生店 北海道 北区
10150 アイブック イトーヨーカドー屯田店 北海道 北区
11405 ゲオ 札幌北３３条店 北海道 北区
11595 コーチャンフォー 新川通り店 北海道 北区
16229 未来屋書店 苗穂店 北海道 東区
13305 蔦屋書店 新道駅前店 北海道 東区
13120 ダイヤ書房本店 北海道 東区
11309 くまざわ書店 アリオ札幌店 北海道 東区
16205 宮脇書店 札幌元町店 北海道 東区
15404 文教堂書店 新道店 北海道 東区
15466 文教堂書店 北４９条店 北海道 東区
10145 アシーネ 東札幌店 北海道 白石区
13326 ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌菊水店 北海道 白石区
15417 文教堂書店 札幌ルーシー店 北海道 白石区
16215 未来屋書店 ⻄岡店 北海道 豊平区
11401 ゲオ 豊平店 北海道 豊平区
11592 コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 北海道 豊平区
13521 東光ストア 藤野店ＢＯＯＫコーナー 北海道 南区
16231 未来屋書店 発寒店 北海道 ⻄区
10140 未来屋書店 琴似店 北海道 ⻄区
15420 文教堂書店 琴似駅前店 北海道 ⻄区
15289 文教堂書店 ⻄野３条店 北海道 ⻄区
13325 ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌琴似店 北海道 ⻄区
16217 紀伊國屋書店 厚別店 北海道 厚別区
15429 文教堂書店 新札幌ＤＵＯ店 北海道 厚別区
10143 アイブック ⻄友厚別店 北海道 厚別区
16216 未来屋書店 手稲山口店 北海道 手稲区
10213 くまざわ書店 手稲店 北海道 手稲区
11426 ゲオ 札幌手稲店 北海道 手稲区
13322 ＴＳＵＴＡＹＡ 美しが丘店 北海道 清田区
16230 宮脇書店 札幌平岡店 北海道 清田区
15405 文教堂書店 北野店 北海道 清田区
11587 コーチャンフォー 美しが丘店 北海道 清田区
15113 函館 蔦屋書店 北海道 函館市
21315 くまざわ書店 函館ポールスター店 北海道 函館市
25360 スーパーブックス 桔梗店 北海道 函館市
25364 文教堂書店 函館昭和店 北海道 函館市
15294 文教堂書店 湯ノ川店 北海道 函館市
11409 ゲオ 函館鍛冶店 北海道 函館市
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11404 ゲオ 函館昭和店 北海道 函館市
23311 ＴＳＵＴＡＹＡ 小樽店 北海道 小樽市
11236 喜久屋書店 小樽店 北海道 小樽市
11113 紀伊國屋書店 小樽店 北海道 小樽市
11403 ゲオ 小樽店 北海道 小樽市
26210 未来屋書店 旭川シーナ店 北海道 旭川市
26212 未来屋書店 旭川駅前店 北海道 旭川市
26206 未来屋書店 旭川⻄店 北海道 旭川市
20131 旭川冨貴堂 末広店 北海道 旭川市
22219 ジュンク堂書店 旭川店 北海道 旭川市
26205 宮脇書店 旭川豊岡店 北海道 旭川市
21516 コーチャンフォー 旭川店 北海道 旭川市
21406 ゲオ 旭川神楽店 北海道 旭川市
21412 ゲオ 旭川永山３条店 北海道 旭川市
23314 ＴＳＵＴＡＹＡ 室蘭店 北海道 室蘭市
25527 イオン 室蘭店 北海道 室蘭市
11424 ゲオ 室蘭東町店 北海道 室蘭市
25358 ＢＯＯＫＳＨＩＲＯＳＥ イオン釧路昭和店 北海道 釧路市
20406 ゲオ 釧路貝塚店 北海道 釧路市
21408 ゲオ 釧路星が浦店 北海道 釧路市
23306 リラィアブルブックス ルート３８号店 北海道 釧路市
21541 コーチャンフォー 釧路店 北海道 釧路市
20502 岡書 ⻄帯店 北海道 帯広市
25524 ザ・本屋さん エルマー店 北海道 帯広市
22126 ザ・本屋さん 白樺コロニー店 北海道 帯広市
21314 くまざわ書店 帯広藤丸店 北海道 帯広市
21313 くまざわ書店 帯広店 北海道 帯広市
21407 ゲオ ⻄帯広店 北海道 帯広市
26203 宮脇書店 帯広店 北海道 帯広市
20513 喜久屋書店 帯広店 北海道 帯広市
25371 ＢＯＯＫＳ ＨＩＲＯＳＥ イオン北見店 北海道 北見市
21420 ゲオ 北見南大通店 北海道 北見市
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
25531 イオン 岩見沢店 北海道 岩見沢市
11412 ゲオ 新岩見沢店 北海道 岩見沢市
20124 ひかりや書店 北海道 網走市
21409 ゲオ 網走店 北海道 網走市
26207 未来屋書店 苫小牧店 北海道 苫小牧市
13327 ＴＳＵＴＡＹＡ 苫小牧店 北海道 苫小牧市
13308 ＴＳＵＴＡＹＡ 苫小牧バイパス店 北海道 苫小牧市
10209 くまざわ書店 苫小牧店 北海道 苫小牧市
21404 ゲオ 稚内店 北海道 稚内市
26211 未来屋書店 江別野幌店 北海道 江別市
16214 未来屋書店 江別店 北海道 江別市
13309 ＴＳＵＴＡＹＡ 上江別店 北海道 江別市
11406 ゲオ 江別大麻店 北海道 江別市
11411 ゲオ 紋別店 北海道 紋別市
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20209 いけだ書店 士別店 北海道 士別市
26202 未来屋書店 名寄店 北海道 名寄市
26208 未来屋書店 三笠店 北海道 三笠市
23305 リラィアブルブックス 根室店 北海道 根室市
10149 アカシヤ書房 ちとせモール店 北海道 千歳市
11229 紀伊國屋書店 千歳店 北海道 千歳市
20104 文教堂書店 新千歳空港店 北海道 千歳市
11109 カルチャーエージェント文教堂新千歳空港店 北海道 千歳市
11420 ゲオ 千歳駅前店 北海道 千歳市
20130 ＴＳＵＴＡＹＡ 滝川店 北海道 滝川市
21430 ゲオ 滝川東町店 北海道 滝川市
21421 ゲオ 富良野店 北海道 富良野市
20511 岡本書店 恵庭店 北海道 恵庭市
21405 ゲオ 伊達インター店 北海道 伊達市
11408 ゲオ 北広島店 北海道 北広島市
11414 ゲオ イオン石狩緑苑台店 北海道 石狩市
35314 未来屋書店 上磯店 北海道 北斗市
32218 十字屋書店 北海道 当別町
31402 ゲオ 八雲店 北海道 八雲町
31304 くまざわ書店 東神楽店 北海道 東神楽町
30412 ＡＫＪ Ｂｏｏｋｓ 北海道 東神楽町
35319 ＢＯＯＫ愛ランドれぶん 北海道 礼文町
25207 ひかりや書店 美幌店 北海道 美幌町
35515 イオン 静内店 北海道 新ひだか町
31404 ゲオ 静内店 北海道 新ひだか町
31405 ゲオ 音更木野大通店 北海道 音更町
32114 ザ・本屋さん ダイイチめむろ店 北海道 芽室町
31313 くまざわ書店 釧路店 北海道 釧路町
33302 リラィアブルブックス 運動公園通り店 北海道 釧路町
34108 中尾書店 （ＴＳＵＴＡＹＡ 中標津店） 北海道 中標津町
31315 くまざわ書店 中標津店 北海道 中標津町
31403 ゲオ 中標津店 北海道 中標津町
46224 未来屋書店 ⻘森⻄店 ⻘森県 ⻘森市
43313 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻘森中央店 ⻘森県 ⻘森市
44102 成田本店 しんまち店 ⻘森県 ⻘森市
44112 成田本店 サンロード店 ⻘森県 ⻘森市
41305 くまざわ書店 ⻘森店 ⻘森県 ⻘森市
47504 本のよしのや ラ・セラ東バイパス店 ⻘森県 ⻘森市
46229 宮脇書店 ⻘森店 ⻘森県 ⻘森市
41402 ゲオ イオンタウン⻘森浜田店 ⻘森県 ⻘森市
46226 未来屋書店 弘前樋の口店 ⻘森県 弘前市
41303 くまざわ書店 弘前店 ⻘森県 弘前市
46228 宮脇書店 さくら野弘前店 ⻘森県 弘前市
43318 ＴＳＵＴＡＹＡ 弘前樹木店 ⻘森県 弘前市
49105 ＴＳＵＴＡＹＡ 弘前店 ⻘森県 弘前市
46221 未来屋書店 八⼾店 ⻘森県 八⼾市
43317 ＴＳＵＴＡＹＡ 八⼾ニュータウン店 ⻘森県 八⼾市
44403 伊吉書院 ⻄店 ⻘森県 八⼾市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
40219 くまざわ書店 八⼾店 ⻘森県 八⼾市
44108 成田本店 みなと高台店 ⻘森県 八⼾市
44404 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店 ⻘森県 八⼾市
41109 金入 番町店 ⻘森県 八⼾市
40215 くまざわ書店 五所川原店 ⻘森県 五所川原市
46225 未来屋書店 十和田店 ⻘森県 十和田市
43321 ＴＳＵＴＡＹＡ 十和田元町店 ⻘森県 十和田市
43315 ＴＳＵＴＡＹＡ 十和田店 ⻘森県 十和田市
42216 ＪＯＹＭ 栄町店 ⻘森県 三沢市
42215 ＪＯＹＭ 緑町店 ⻘森県 三沢市
43401 ＴＳＵＴＡＹＡ むつ店 ⻘森県 むつ市
43319 ＴＳＵＴＡＹＡ つがる柏店 ⻘森県 つがる市
45376 文教堂書店 つがる柏店 ⻘森県 つがる市
46207 未来屋書店 平賀店 ⻘森県 平川市
46220 未来屋書店 藤崎店 ⻘森県 藤崎町
46209 未来屋書店 新七⼾店 ⻘森県 七⼾町
76504 蔦屋書店 盛岡店 岩手県 盛岡市
70405 エムズエクスポ盛岡店 岩手県 盛岡市
73525 ドリーム 盛岡上堂店 岩手県 盛岡市
73520 東山堂 イオンモール前潟盛岡店 岩手県 盛岡市
73510 東山堂 都南店 岩手県 盛岡市
72214 ジュンク堂書店 盛岡店 岩手県 盛岡市
76216 宮脇書店 盛岡渋⺠店 岩手県 盛岡市
73530 東山堂 イオンモール盛岡南店 岩手県 盛岡市
71506 リラパークこなり 岩手県 宮古市
75350 ＢＯＯＫＢＯＹ 大船渡店 岩手県 大船渡市
75363 ブックポートねぎし 猪川店 岩手県 大船渡市
76217 ＴＳＵＴＡＹＡ 花巻店 岩手県 花巻市
70402 エムズ書店 桜台店 岩手県 花巻市
76214 未来屋書店 江釣子パル店 岩手県 北上市
70110 ブックスアメリカン 北上店 岩手県 北上市
73512 東山堂 北上店 岩手県 北上市
76225 宮脇書店 久慈店 岩手県 久慈市
70206 一誠堂 岩手県 久慈市
74202 未来屋書店 一関店 岩手県 一関市
70516 ＴＳＵＴＡＹＡ 一関店 岩手県 一関市
75370 伊東文具店 岩手県 陸前高田市
76213 未来屋書店 前沢店 岩手県 奥州市
79107 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 奥州水沢店 岩手県 奥州市
76223 未来屋書店 矢巾店 岩手県 矢巾町
70213 一頁堂書店 岩手県 大槌町
85380 ブックコンパス 仙台北口店 宮城県 ⻘葉区
87118 ヤマト屋書店 仙台八幡店 宮城県 ⻘葉区
86118 丸善 仙台アエル店 宮城県 ⻘葉区
80137 あゆみＢｏｏｋｓ 仙台一番町店 宮城県 ⻘葉区
83357 ＴＳＵＴＡＹＡ 愛子店 宮城県 ⻘葉区
81306 くまざわ書店 エスパル仙台店 宮城県 ⻘葉区
81231 喜久屋書店 仙台店 宮城県 ⻘葉区
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85322 ブックエキスプレス 仙台店 宮城県 ⻘葉区
86226 未来屋書店 仙台幸町店 宮城県 宮城野区
83316 ＴＳＵＴＡＹＡ ヨークタウン新田東店 宮城県 宮城野区
83319 ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台荒井店 宮城県 若林区
83310 ＴＳＵＴＡＹＡ やまとまち店 宮城県 若林区
83320 蔦屋書店 アクロスプラザ富沢⻄店 宮城県 太白区
81222 紀伊國屋書店 仙台店 宮城県 太白区
86232 宮脇書店 仙台鈎取店 宮城県 太白区
86221 未来屋書店 仙台中山店 宮城県 泉区
87125 ヤマト屋書店 仙台⻑命ヶ丘店 宮城県 泉区
83314 蔦屋書店 仙台泉店 宮城県 泉区
81225 金港堂 泉パークタウン店 宮城県 泉区
81307 くまざわ書店 アリオ仙台泉店 宮城県 泉区
86236 未来屋書店 石巻店 宮城県 石巻市
85311 金港堂 石巻店 宮城県 石巻市
87106 ヤマト屋書店 中里店 宮城県 石巻市
86237 未来屋書店 塩釜店 宮城県 塩竃市
86222 未来屋書店 気仙沼店 宮城県 気仙沼市
86235 未来屋書店 名取店 宮城県 名取市
83403 ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台南店 宮城県 名取市
83301 ＴＳＵＴＡＹＡ 岩沼店 宮城県 名取市
85382 ブックＴＯＷＮ 角田店 宮城県 角田市
86224 未来屋書店 多賀城店 宮城県 多賀城市
85334 ブックスなにわ 多賀城店 宮城県 多賀城市
83318 蔦屋書店 多賀城市立図書館 宮城県 多賀城市

186311 宮脇書店 佐沼店 宮城県 登米市
83311 ＴＳＵＴＡＹＡ 築館店 宮城県 栗原市
85367 ブックセンター湘南 矢本店 宮城県 東松島市
86223 未来屋書店 古川店 宮城県 大崎市
82310 スクラム 古川店 宮城県 大崎市
83321 ＴＳＵＴＡＹＡ 大崎古川店 宮城県 大崎市
83307 ＴＳＵＴＡＹＡ 古川バイパス店 宮城県 大崎市
86210 宮脇書店 鹿島台店 宮城県 大崎市
86225 未来屋書店 富谷店 宮城県 富谷市
82311 スクラム 大河原店 宮城県 大河原町
86216 未来屋書店 亘理店 宮城県 亘理町
86248 未来屋書店 新利府南館店 宮城県 利府町
85212 未来屋書店 新利府北館店 宮城県 利府町
83326 ＴＳＵＴＡＹＡ 利府店 宮城県 利府町
83309 ＴＳＵＴＡＹＡ 涌谷店 宮城県 涌谷町
56222 未来屋書店 土崎港店 秋田県 秋田市
56214 未来屋書店 秋田店 秋田県 秋田市
83323 ＴＳＵＴＡＹＡ 広面店 秋田県 秋田市
83322 ＴＳＵＴＡＹＡ 仁井田店 秋田県 秋田市
53308 ＴＳＵＴＡＹＡ 中野店 秋田県 秋田市
51127 加賀谷書店 茨島店 秋田県 秋田市
56209 宮脇書店 秋田本店 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



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
55201 ひらのや書店 秋田県 秋田市
55362 スーパーブックス 八橋店 秋田県 秋田市
56216 未来屋書店 能代店 秋田県 能代市
50217 イオン 能代書籍売場 秋田県 能代市
53312 ＴＳＵＴＡＹＡ 能代店 秋田県 能代市
56223 未来屋書店 横手南店 秋田県 横手市
52306 スクラム 大館店 秋田県 大館市
55388 ブックスモア 湯沢店 秋田県 湯沢市
55334 ミライア 本荘店 秋田県 由利本荘市
53306 ＴＳＵＴＡＹＡ 由利本荘店 秋田県 由利本荘市
55387 ブックスモア 潟上店 秋田県 潟上市
56207 未来屋書店 大曲店 秋田県 大仙市
56220 未来屋書店 中仙店 秋田県 大仙市
53403 ＴＳＵＴＡＹＡ 大仙店 秋田県 大仙市
55394 ブックスモア 大曲店 秋田県 大仙市
65117 八文字屋 北店 山形県 山形市
61505 こまつ書店 桜田店 山形県 山形市
61304 くまざわ書店 山形店 山形県 山形市
66221 宮脇書店 ヨークタウン成沢店 山形県 山形市
65102 八文字屋 本店 山形県 山形市
61511 こまつ書店 寿町本店 山形県 山形市
63503 ⼾田書店 山形店 山形県 山形市
61510 こまつ書店 堀川町店 山形県 米沢市
66213 宮脇書店 イオン米沢店 山形県 米沢市
65106 ファミリーマート ハラトク書店 山形県 米沢市
61303 くまざわ書店 鶴岡店 山形県 鶴岡市
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
66102 丸井 八文字屋 山形県 新庄市
66103 松田書店 コム店 山形県 寒河江市
61404 ゲオ 寒河江店 山形県 寒河江市
66222 未来屋書店 天童店 山形県 天童市
66209 宮脇書店 天童店 山形県 天童市
66218 未来屋書店 東根店 山形県 東根市
63406 ＴＳＵＴＡＹＡ 東根店 山形県 東根市
65202 ゲオ 東根中央店 山形県 東根市
61513 こまつ書店 東根店 山形県 東根市
65201 ブックユニオンたかはた 山形県 高畠町
66217 未来屋書店 三川店 山形県 三川町
63502 ⼾田書店 三川店 山形県 三川町
96232 みどり書房 福島南店 福島県 福島市
92101 ＳＡＳＹＵ 鎌田店 福島県 福島市
90229 岩瀬書店 ヨークベニマル福島⻄店 福島県 福島市
90223 くまざわ書店 福島店 福島県 福島市
94202 ⻄沢書店 福島県 福島市
90210 岩瀬書店 八木田店プラスゲオ 福島県 福島市
91405 ゲオ ヨークタウン福島野田店 福島県 福島市
91309 くまざわ書店 福島エスパル店 福島県 福島市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
98407 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ 滝沢店 福島県 会津若松市
98402 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ 会津アピオ店 福島県 会津若松市
95364 ブックスなにわ 会津若松店 福島県 会津若松市
91306 くまざわ書店 会津若松店 福島県 会津若松市
94207 ⻄沢書店 会津アピオ店 福島県 会津若松市
96221 未来屋書店 郡山フェスタ店 福島県 郡山市
96216 みどり書房 桑野店 福島県 郡山市
92227 ジュンク堂書店 郡山店 福島県 郡山市
91308 くまざわ書店 郡山エキナカ店 福島県 郡山市
91301 くまざわ書店 郡山店 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
90222 岩瀬書店 富久山店プラスゲオ 福島県 郡山市
97103 ヤマニ書房本店 福島県 いわき市
91113 鹿島ブックセンター 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
95362 ブックエース 小名浜店 福島県 いわき市
95394 ブックエース 植田店 福島県 いわき市
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
99111 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ いわき鹿島店 福島県 いわき市
97121 ヤマニ書房 イオンいわき店 福島県 いわき市
97123 ヤマニ書房 ラトブ店 福島県 いわき市
95370 スーパーブックス 新白河店 福島県 白河市
96211 みどり書房 白河店 福島県 白河市
91307 くまざわ書店 須賀川店 福島県 須賀川市
96226 みどり書房 二本松店 福島県 二本松市
95347 Booksパレット 福島県 田村市
93306 ＴＳＵＴＡＹＡ 船引店 福島県 田村市
95306 文芸堂書店 桜井町店 福島県 南相馬市
93313 ＴＳＵＴＡＹＡ 川俣店 福島県 川俣町
96230 宮脇書店 大玉店 福島県 大玉村
92304 スクラム 鏡石店 福島県 鏡石町
98405 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ 猪苗代店 福島県 猪苗代町
98413 レオクラブ ＴＳＵＴＡＹＡ坂下中央店 福島県 会津坂下町
96220 未来屋書店 白河⻄郷店 福島県 ⻄郷村
91537 小町書房 福島県 小野町

216239 未来屋書店 水⼾内原店 茨城県 水⼾市
219116 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 水⼾笠原店 茨城県 水⼾市
216141 丸善 水⼾京成店 茨城県 水⼾市
211422 ゲオ 河和田店 茨城県 水⼾市
215433 ブックエース 茨大前店 茨城県 水⼾市
215396 ブックエース 見和店 茨城県 水⼾市
211423 ゲオ 日立金沢店 茨城県 日立市
215402 ブックエース 日立鮎川店 茨城県 日立市
215355 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 日立田尻店 茨城県 日立市
219145 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 日立中央店 茨城県 日立市
216224 未来屋書店 土浦店 茨城県 土浦市
213324 ＴＳＵＴＡＹＡ 神立店 茨城県 土浦市
211420 ゲオ 土浦店 茨城県 土浦市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
211418 ゲオ 木田余店 茨城県 土浦市
211103 ＮＥＴ２１かもじや本店駅ビル店 茨城県 古河市
215415 福家書店 古河店 茨城県 古河市
211419 ゲオ 三和店 茨城県 古河市
219134 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 古河店 茨城県 古河市
212111 三洋堂書店 石岡店 茨城県 石岡市
213331 ＴＳＵＴＡＹＡ ピアシティ石岡店 茨城県 石岡市
219147 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 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 龍ケ崎市
216215 未来屋書店 下妻店 茨城県 下妻市
215296 ブックエース 下妻店 茨城県 下妻市
214401 ＮＥＴ２１ＢＴベル 水海道店 茨城県 常総市
219247 Ｗｏｎｄｅｒ Ｇｏｏ 北茨城店 茨城県 北茨城市
215395 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＢＬ友部店 茨城県 笠間市
211314 くまざわ書店 取手店 茨城県 取手市
215299 ブックエース 新取手店 茨城県 取手市
211417 ゲオ 牛久中央店 茨城県 牛久市
219248 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたち野うしく店 茨城県 牛久市
216227 未来屋書店 つくば店 茨城県 つくば市
210119 ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店 茨城県 つくば市
212409 リブロ つくばキュート店 茨城県 つくば市
215441 ＴＳＵＴＡＹＡ ＬＡＬＡガーデンつくば 茨城県 つくば市
219254 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つくば店 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
218203 リブロ 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
215399 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市
213322 ＴＳＵＴＡＹＡ 鹿嶋宮中店 茨城県 鹿嶋市
213135 大地堂 ララ・ルー店 茨城県 潮来市
218204 リブロ イオンタウン守谷店 茨城県 守谷市
219144 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 守谷店 茨城県 守谷市
219148 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新常陸大宮店 茨城県 常陸大宮市
219249 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新那珂店 茨城県 那珂市
215338 ブックエース 下館店 茨城県 筑⻄市
219250 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店 茨城県 筑⻄市
215445 ブックエース 坂東店 茨城県 坂東市
216222 未来屋書店 ⻄代店 茨城県 稲敷市
219149 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 江⼾崎店 茨城県 稲敷市
219150 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 東店 茨城県 稲敷市
219136 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千代田店 茨城県 かすみがうら市
212318 すばる書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 神栖店 茨城県 神栖市
219111 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鹿島店 茨城県 神栖市
210113 ＴＳＵＴＡＹＡ 鹿嶋南店 茨城県 神栖市
219118 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鉾田店 茨城県 鉾田市
216240 宮脇書店 水⼾南店 茨城県 茨城町
210531 ＳＢオークスブックセンター 阿見店 茨城県 阿見町
215292 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＢＬ石下店 茨城県 石下町



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
219251 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 境ＦｉＳＳ店 茨城県 境町
230315 うさぎや ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮東簗瀬店 栃木県 宇都宮市
233309 うさぎや 宇都宮⼾祭店 栃木県 宇都宮市
235216 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮インターパーク店 栃木県 宇都宮市
235215 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮竹林店 栃木県 宇都宮市
230311 うさぎや 作新学院前店 栃木県 宇都宮市
230320 うさぎや 宇都宮テクノ店 栃木県 宇都宮市
230517 落合書店 宝木店 栃木県 宇都宮市
230314 うさぎや 宇都宮駅東口店 栃木県 宇都宮市
230215 くまざわ書店 宇都宮店 栃木県 宇都宮市
231346 くまざわ書店 アピタ宇都宮店 栃木県 宇都宮市
230214 くまざわ書店 宇都宮インターパーク店 栃木県 宇都宮市
231409 ゲオ 東峰町店 栃木県 宇都宮市
231211 喜久屋書店 宇都宮店 栃木県 宇都宮市
235329 サンライズ 御幸ケ原店 栃木県 宇都宮市
235223 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮南店 栃木県 宇都宮市
231303 くまざわ書店 足利コムファースト店 栃木県 足利市
231305 くまざわ書店 アシコタウン 栃木県 足利市
235404 文真堂書店タイムクリップ 足利助⼾店 栃木県 足利市
231405 ゲオ 足利鹿島店 栃木県 足利市
239502 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新足利店 栃木県 足利市
236210 未来屋書店 栃木店 栃木県 栃木市
231406 ゲオ 大平店 栃木県 栃木市
230322 うさぎや 栃木城内店 栃木県 栃木市
236216 未来屋書店 佐野新都市店 栃木県 佐野市
235224 ＴＳＵＴＡＹＡ佐野店 栃木県 佐野市
236218 宮脇書店 イオンタウン佐野店 栃木県 佐野市
231402 ゲオ 佐野高萩店 栃木県 佐野市
231304 くまざわ書店 鹿沼店 栃木県 鹿沼市
239111 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鹿沼店 栃木県 鹿沼市
235206 ビッグワンTSUTAYA 今市店 栃木県 日光市
236206 未来屋書店 小山店 栃木県 小山市
233311 ＴＳＵＴＡＹＡ 小山ロブレ店 栃木県 小山市
233310 ＴＳＵＴＡＹＡ 小山城南店 栃木県 小山市
231404 ゲオ 間々田店 栃木県 小山市
231407 ゲオ 羽川店 栃木県 小山市
239113 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 小山店 栃木県 小山市
235212 ＴＳＵＴＡＹＡ 真岡店 栃木県 真岡市
231403 ゲオ 並木店 栃木県 真岡市
235392 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＢＬ真岡店 栃木県 真岡市
235103 ＴＳＵＴＡＹＡハートランド 大田原店 栃木県 大田原市
239115 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 大田原店 栃木県 大田原市
230300 うさぎや 矢板店 栃木県 矢板市
235128 ＴＳＵＴＡＹＡ ４００号⻄那須野店 栃木県 那須塩原市
235117 ＴＳＵＴＡＹＡ ⿊磯店 栃木県 那須塩原市
235130 博文堂書店 那須塩原店 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
231411 ゲオ からす山店 栃木県 那須烏山市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
230312 うさぎや 自治医大店 栃木県 下野市
239108 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下野店 栃木県 下野市
230319 うさぎや 益子店 栃木県 益子町
232121 サンライズ 高根沢店 栃木県 高根沢町
223321 ＴＳＵＴＡＹＡ 前橋荒牧店 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
223316 ＴＳＵＴＡＹＡ 箱田店 群馬県 前橋市
221108 煥乎堂 群馬県 前橋市
223529 ⼾田書店 前橋本店 群馬県 前橋市
225267 ブックマンズアカデミー 前橋店 群馬県 前橋市
225269 文真堂書店 大胡店 群馬県 前橋市
225309 文真堂書店 片貝店 群馬県 前橋市
225339 文真堂書店 小出店 群馬県 前橋市
261425 ゲオ 片貝店 群馬県 前橋市
221211 紀伊國屋書店 前橋店 群馬県 前橋市
226219 未来屋書店 高崎店 群馬県 高崎市
223310 ＴＳＵＴＡＹＡ 江木店 群馬県 高崎市
223522 ⼾田書店 高崎店 群馬県 高崎市
220108 アニメイト 高崎 群馬県 高崎市
221311 くまざわ書店 高崎店 群馬県 高崎市
225332 文真堂書店タイムクリップ 群馬町店 群馬県 高崎市
225346 文真堂書店 上中居店 群馬県 高崎市
223158 文真堂書店タイムクリップ 倉賀野店 群馬県 高崎市
225421 ブックマンズアカデミー 高崎店 群馬県 高崎市
221408 ゲオ ⻄吉井店 群馬県 高崎市
221413 ゲオ 飯塚店 群馬県 高崎市
229110 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新高崎店 群馬県 高崎市
225425 ふじの木書房 群馬県 桐生市
223533 ⼾田書店 桐生店 群馬県 桐生市
225320 文真堂書店 相生店 群馬県 桐生市
221415 ゲオ 新里店 群馬県 桐生市
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
225126 ハピーボックス 赤堀店 群馬県 伊勢崎市
221314 くまざわ書店 伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市
221412 ゲオ 赤堀店 群馬県 伊勢崎市
221409 ゲオ 連取店 群馬県 伊勢崎市
221410 ゲオ 伊勢崎南店 群馬県 伊勢崎市
229111 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市
223315 蔦屋書店 太田店 群馬県 太田市
225268 ブックマンズアカデミー 太田店 群馬県 太田市
225355 文真堂書店タイムクリップ 新井店 群馬県 太田市
221411 ゲオ 内ヶ島店 群馬県 太田市
221210 喜久屋書店 太田店 群馬県 太田市
225316 文真堂書店 上原店 群馬県 沼田市
225294 文真堂書店 小桑原店 群馬県 館林市
221417 ゲオ 館林店 群馬県 館林市
229114 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 館林店 群馬県 館林市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
225350 文真堂書店タイムクリップ 渋川中央店 群馬県 渋川市
221419 ゲオ 藤岡店 群馬県 藤岡市
223514 ⼾田書店 藤岡店 群馬県 藤岡市
229113 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 富岡店 群馬県 富岡市
223318 ＴＳＵＴＡＹＡ 安中店 群馬県 安中市
225392 文真堂書店タイムクリップ 安中店 群馬県 安中市
221312 くまざわ書店 大間々店 群馬県 みどり市
225375 文真堂書店タイムクリップ 大間々店 群馬県 みどり市
221414 ゲオ 笠懸店 群馬県 みどり市
223317 蔦屋書店 前橋吉岡店 群馬県 吉岡町
225397 文真堂書店 原町店 群馬県 吾妻町
225100 タマムラブックセンター 群馬県 玉村町
262338 須原屋 ビーンズ武蔵浦和店 埼玉県 さいたま市
260280 イオン 大宮⻄店書籍売場 埼玉県 ⻄区
265210 未来屋書店 大宮店 埼玉県 北区
265164 ブックスページワン 大宮宮原店 埼玉県 北区
261333 くまざわ書店 宮原店 埼玉県 北区
265415 ブックコンパス エキュート大宮ノース店 埼玉県 大宮区
260507 押田謙文堂 埼玉県 大宮区
262155 三省堂書店 大宮店 埼玉県 大宮区
262146 さきたま書店 埼玉県 大宮区
260139 アニメイト 大宮コミック館 埼玉県 大宮区
262237 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 埼玉県 大宮区
265566 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ大宮店 埼玉県 大宮区
265489 ブックファースト ルミネ大宮店 埼玉県 大宮区
263331 ＴＳＵＴＡＹＡ ハレノテラス東大宮店 埼玉県 見沼区
266281 未来屋書店 与野店 埼玉県 中央区
265185 ブックデポ書楽 埼玉県 中央区
264204 未来屋書店 北浦和店 埼玉県 浦和区
262304 須原屋 コルソ店 埼玉県 浦和区
261255 紀伊國屋書店 浦和パルコ店 埼玉県 浦和区
262417 成文堂 南浦和 埼玉県 南区
261346 くまざわ書店 東浦和店 埼玉県 緑区
261347 くまざわ書店 浦和美園店 埼玉県 岩槻区
265476 文教堂書店 岩槻店 埼玉県 岩槻区
269129 ＴＳＵＴＡＹＡ 南古谷店 埼玉県 川越市
269111 ＴＳＵＴＡＹＡ ＱＬｕＲｉ川越店 埼玉県 川越市
269121 ＴＳＵＴＡＹＡ 高階店 埼玉県 川越市
260138 ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴ヶ島店 埼玉県 川越市
261344 くまざわ書店 的場店 埼玉県 川越市
268217 リブロ 川越店 埼玉県 川越市
261208 紀伊國屋書店 川越店 埼玉県 川越市
260168 アシーネ 熊谷店 埼玉県 熊谷市
263351 蔦屋書店 熊谷店 埼玉県 熊谷市
263306 ＴＳＵＴＡＹＡ 雀宮店 埼玉県 熊谷市
260248 くまざわ書店 アズセカンド店 埼玉県 熊谷市
265552 文教堂 熊谷駅店 埼玉県 熊谷市
263585 ⼾田書店 熊谷店 埼玉県 熊谷市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
266251 未来屋書店 川口店 埼玉県 川口市
264236 ツタヤブックストア ビーンズ⻄川口店 埼玉県 川口市
266424 明文堂書店 川口末広店 埼玉県 川口市
262334 須原屋 川口前川店 埼玉県 川口市
261334 くまざわ書店 ララガーデン川口店 埼玉県 川口市
265282 文教堂書店 東川口店 埼玉県 川口市
265562 文教堂書店 川口駅店 埼玉県 川口市
264106 ⻑嶋書店 埼玉県 川口市
266261 宮脇書店 行田持田店 埼玉県 行田市
261422 ゲオ 新行田店 埼玉県 行田市
261300 ＴＳＵＴＡＹＡ 秩父店 埼玉県 秩父市
261335 くまざわ書店 秩父店 埼玉県 秩父市
263181 文真堂書店タイムクリップ 秩父⿊谷店 埼玉県 秩父市
269122 ＴＳＵＴＡＹＡ ＪＲ東所沢駅前店 埼玉県 所沢市
263349 ＴＳＵＴＡＹＡ 新所沢店 埼玉県 所沢市
263346 ＴＳＵＴＡＹＡ 所沢山口店 埼玉県 所沢市
263335 ツタヤブックストア グランエミオ所沢 埼玉県 所沢市
268223 リブロ 狭山ヶ丘店 埼玉県 所沢市
262421 リブロ 小手指店 埼玉県 所沢市
265105 パルコブックセンター 新所沢店 埼玉県 所沢市
265197 大垣書店 ブックスタマ 所沢店 埼玉県 所沢市
266127 丸善 丸広百貨店飯能店 埼玉県 飯能市
260217 くまざわ書店 飯能店 埼玉県 飯能市
261428 ゲオ 飯能柳町店 埼玉県 飯能市
263333 ＴＳＵＴＡＹＡ 大利根店 埼玉県 加須市
265537 ＴＳＵＴＡＹＡ 加須店 埼玉県 加須市
263327 蔦屋書店 本庄早稲田店 埼玉県 本庄市
265590 文真堂書店 ビバモール本庄店 埼玉県 本庄市
269117 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 本庄店 埼玉県 本庄市
263329 蔦屋書店 東松山店 埼玉県 東松山市
266129 丸善 丸広百貨店東松山店 埼玉県 東松山市
268221 リブロ ピオニウォーク東松山店 埼玉県 東松山市
261414 ゲオ 東松山店 埼玉県 東松山市
266244 未来屋書店 春日部店 埼玉県 春日部市
263353 ＴＳＵＴＡＹＡ 春日部店 埼玉県 春日部市
268219 リブロ ララガーデン春日部店 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
266422 メディアライン 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
265546 芳林堂書店 エミオ狭山市店 埼玉県 狭山市
265253 文教堂書店 狭山店 埼玉県 狭山市
266285 未来屋書店 羽生店 埼玉県 羽生市
263336 ＴＳＵＴＡＹＡ 鴻巣吹上店 埼玉県 鴻巣市
268220 リブロ 鴻巣店 埼玉県 鴻巣市
266240 宮脇書店 鴻巣店 埼玉県 鴻巣市
261426 ゲオ 鴻巣店 埼玉県 鴻巣市
261328 ＴＳＵＴＡＹＡ 籠原店 埼玉県 深谷市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
265488 ブックマルシェ アリオ深谷店 埼玉県 深谷市
261429 ゲオ 深谷上柴店 埼玉県 深谷市
261417 ゲオ 大沼店 埼玉県 深谷市
266250 未来屋書店 上尾店 埼玉県 上尾市
266104 いけだ書店 上尾店 埼玉県 上尾市
260165 東京旭屋書店 アリオ上尾店 埼玉県 上尾市
261423 ゲオ 上尾中妻店 埼玉県 上尾市
260239 くまざわ書店 草加店 埼玉県 草加市
263527 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ 松原店 埼玉県 草加市
267527 よむよむ 草加谷塚駅前店 埼玉県 草加市
267525 よむよむ マツバラテラス店 埼玉県 草加市
261432 ゲオ 草加新田店 埼玉県 草加市
264211 未来屋書店 せんげん台店 埼玉県 越谷市
266238 未来屋書店 レイクタウン店 埼玉県 越谷市
263545 東京旭屋書店 新越谷店 埼玉県 越谷市
266206 ほんのいえ 宮脇書店 越谷店 埼玉県 越谷市
266419 明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ レイクタウン 埼玉県 越谷市
265114 博文堂書店 千間台店 埼玉県 越谷市
269130 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 越谷店 埼玉県 越谷市
261350 くまざわ書店 蕨錦町店 埼玉県 蕨市
263568 ツタヤ ブックストア ビーンズ⼾田公園店 埼玉県 ⼾田市
266280 未来屋書店 北⼾田店 埼玉県 ⼾田市
266427 明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ⼾田 埼玉県 ⼾田市
265345 福仙堂 埼玉県 ⼾田市
266279 未来屋書店 入間店 埼玉県 入間市
263310 ＴＳＵＴＡＹＡ 入間仏子店 埼玉県 入間市
261348 くまざわ書店 入間店 埼玉県 入間市
261200 紀伊國屋書店 入間丸広店 埼玉県 入間市
269232 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 入間店 埼玉県 入間市
265310 ＴＳＵＴＡＹＡ みはら本店 埼玉県 朝霞市
263505 ツタヤブックストア 朝霞台店 埼玉県 朝霞市
265483 文教堂書店 朝霞マルエツ店 埼玉県 朝霞市
266219 宮脇書店 朝霞店 埼玉県 朝霞市
267105 柳瀬川書店 埼玉県 志木市
260222 くまざわ書店 和光店 埼玉県 和光市
260167 未来屋書店 新座店 埼玉県 新座市
263548 東京旭屋書店 志木店 埼玉県 新座市
265558 文教堂書店 新座駅店 埼玉県 新座市
266128 丸善 桶川店 埼玉県 桶川市
268240 リブロ ベニバナウォーク桶川店 埼玉県 桶川市
263325 蔦屋書店 フォレオ菖蒲店 埼玉県 久喜市
261336 くまざわ書店 久喜店 埼玉県 久喜市
260152 ＡＣＡＤＥＭＩＡ 菖蒲店 埼玉県 久喜市
261345 くまざわ書店 鷲宮店 埼玉県 久喜市
266249 宮脇書店 ヨーカドー久喜店 埼玉県 久喜市
262401 精文館書店 北本店 埼玉県 北本市
266234 宮脇書店 北本店 埼玉県 北本市
261122 ＴＳＵＴＡＹＡ 八潮店 埼玉県 八潮市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
261433 ゲオ フレスポ八潮店 埼玉県 八潮市
263560 ＴＳＵＴＡＹＡ ふじみ野駅前店 埼玉県 富士見市
268225 リブロ ららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市
261136 ＫａＢｏＳ ららぽーと新三郷店 埼玉県 三郷市
266248 宮脇書店 ヨーカドー三郷店 埼玉県 三郷市
269134 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 三郷店 埼玉県 三郷市
265192 文教堂書店 蓮田店 埼玉県 蓮田市
269114 ＴＳＵＴＡＹＡ 坂⼾八幡店 埼玉県 坂⼾市
267531 よむよむ 坂⼾入⻄店 埼玉県 坂⼾市
265569 文真堂書店タイムクリップ 幸手店 埼玉県 幸手市
269123 ｙｃｖｏｘ ワカバウォーク店 埼玉県 鶴ヶ島市
267519 よむよむ 鶴ケ島脚折店 埼玉県 鶴ヶ島市
263317 ＴＳＵＴＡＹＡ 高麗川店 埼玉県 日高市
260521 未来屋書店 大井店 埼玉県 ふじみ野市
261349 くまざわ書店 イオンタウンふじみ野店 埼玉県 ふじみ野市
263517 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ 上福岡店 埼玉県 ふじみ野市
269133 ＴＳＵＴＡＹＡ 伊奈店 埼玉県 伊奈町
269132 ＴＳＵＴＡＹＡ 三芳藤久保店 埼玉県 三芳町
261424 ゲオ 毛呂山店 埼玉県 毛呂山町
263356 蔦屋書店 滑川店 埼玉県 滑川町
296113 ＴＳＵＴＡＹＡ 嵐山店 埼玉県 嵐山町
263307 ＴＳＵＴＡＹＡ みどりが丘店 埼玉県 小川町
263358 蔦屋書店 川島インター店 埼玉県 川島町
161341 くまざわ書店 上里店 埼玉県 上里町
253312 ＴＳＵＴＡＹＡ 千葉寺店 千葉県 中央区
251321 くまざわ書店 蘇我店 千葉県 中央区
251335 くまざわ書店 ペリエ⻄千葉店 千葉県 中央区
251333 くまざわ書店 ペリエ千葉本店 千葉県 中央区
251330 くまざわ書店 ペリエ千葉エキナカ店 千葉県 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 中央区
251428 ゲオ 千葉都町店 千葉県 中央区
252114 三省堂書店 そごう千葉店 千葉県 中央区
252426 精文館書店 花見川店 千葉県 花見川区
250160 アシーネ 千葉⻑沼店 千葉県 稲毛区
255462 ファミリーマート 多田屋 稲毛店 千葉県 稲毛区
250244 くまざわ書店 稲毛店 千葉県 稲毛区
256243 宮脇書店 イオン稲毛店 千葉県 稲毛区
252146 三省堂書店 イコアス千城台店 千葉県 若葉区
255382 文教堂書店 小倉台店 千葉県 若葉区
255256 スーパーブックス 都賀店 千葉県 若葉区
252224 未来屋書店 鎌取店 千葉県 緑区
253250 ＴＳＵＴＡＹＡ 土気店 千葉県 緑区
252417 精文館書店 イオンおゆみ野店 千葉県 緑区
252419 精文館書店 おゆみ野店 千葉県 緑区
256248 未来屋書店 幕張新都心店 千葉県 美浜区
256268 未来屋書店 幕張店 千葉県 美浜区
250525 未来屋書店 マリンピア店 千葉県 美浜区
253317 幕張 蔦屋書店 千葉県 美浜区
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256253 宮脇書店 検見川浜店 千葉県 美浜区
256242 未来屋書店 銚子店 千葉県 銚子市
251415 ゲオ 銚子清川町店 千葉県 銚子市
255218 未来屋書店 市川妙典店 千葉県 市川市
252334 スーパーブックス 住吉書房 本八幡店 千葉県 市川市
251306 くまざわ書店 シャポー本八幡店 千葉県 市川市
253562 ときわ書房 本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 千葉県 市川市
255408 文教堂書店 行徳店 千葉県 市川市
250562 ＳＢオークスブックセンター 妙典店 千葉県 市川市
257130 山下書店 南行徳店 千葉県 市川市
255464 ブックファースト シャポー市川店 千葉県 市川市
252321 ＴＳＵＴＡＹＡ 二十世紀ケ丘店 千葉県 市川市
253520 ときわ書房 本八幡店 千葉県 市川市
255334 福家書店 市川店 千葉県 市川市
251516 コーナンＢＯＯＫＳ 市川原木店 千葉県 市川市
252342 ＴＳＵＴＡＹＡ 北習志野店 千葉県 船橋市
256244 未来屋書店 イオンモール船橋店 千葉県 船橋市
256225 未来屋書店 高根木⼾店 千葉県 船橋市
253310 ＴＳＵＴＡＹＡ 夏見台店 千葉県 船橋市
251313 くまざわ書店 ららぽーと船橋店 千葉県 船橋市
255231 ヴィレッジヴァンガード 津田沼パルコ 千葉県 船橋市
252286 ジュンク堂書店 南船橋店 千葉県 船橋市
251304 くまざわ書店 シャポー船橋店 千葉県 船橋市
251328 くまざわ書店 馬込沢店 千葉県 船橋市
250187 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 津田沼Ｐ店 千葉県 船橋市
253511 東京旭屋書店 船橋店 千葉県 船橋市
255340 文教堂書店 下総中山駅店 千葉県 船橋市
253502 ときわ書房 イトーヨーカドー船橋店 千葉県 船橋市
255440 ブックエキスプレス ペリエ⻄船橋店 千葉県 船橋市
253503 ときわ書房 本店 千葉県 船橋市
250536 ザ・ブック 館山店 千葉県 館山市
256210 宮沢書店 本店 千葉県 館山市
256241 未来屋書店 木更津朝日店 千葉県 木更津市
256249 未来屋書店 木更津店 千葉県 木更津市
251325 くまざわ書店 木更津店 千葉県 木更津市
252421 精文館書店 木更津店 千葉県 木更津市
250121 未来屋書店 新松⼾店 千葉県 松⼾市
251212 未来屋書店 北小金店 千葉県 松⼾市
252318 ＴＳＵＴＡＹＡ 六高台店 千葉県 松⼾市
251246 喜久屋書店 松⼾店 千葉県 松⼾市
253575 ときわ書房 新松⼾店 千葉県 松⼾市
251329 くまざわ書店 松⼾新田店 千葉県 松⼾市
253322 ツタヤブックストア テラスモール松⼾ 千葉県 松⼾市
251305 くまざわ書店 松⼾店 千葉県 松⼾市
257703 リコ−書店 千葉県 松⼾市
255508 堀江良文堂書店 松⼾店 千葉県 松⼾市
256264 未来屋書店 ノア店 千葉県 野田市
252330 ＴＳＵＴＡＹＡ 七光台店 千葉県 野田市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
255358 スーパーブックス 川間店 千葉県 野田市
259131 ＷｏｎｄｅｒＧｏｏ 野田桜の里店 千葉県 野田市
253321 蔦屋書店 茂原店 千葉県 茂原市
255415 文教堂書店 茂原店 千葉県 茂原市
259127 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 茂原店 千葉県 茂原市
256246 未来屋書店 ボンベルタ成田店 千葉県 成田市
256233 未来屋書店 成田店 千葉県 成田市
251317 くまざわ書店 公津店 千葉県 成田市
255413 ブックエース 成田赤坂店 千葉県 成田市
256251 未来屋書店 ユーカリが丘店 千葉県 佐倉市
252307 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐倉店 千葉県 佐倉市
253579 ときわ書房 志津ステーションビル店 千葉県 佐倉市
258215 リブロ レイクピアウスイ店 千葉県 佐倉市
256254 宮脇書店 ユーカリが丘店 千葉県 佐倉市
258114 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 東金店 千葉県 東金市
252109 ＴＳＵＴＡＹＡ 三川屋国道店 千葉県 旭市
159130 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 旭店 千葉県 旭市
255456 Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店 千葉県 旭市
256238 未来屋書店 津田沼店 千葉県 習志野市
253311 ＴＳＵＴＡＹＡ 津田沼店 千葉県 習志野市
250432 ブックマルシェ 津田沼店 千葉県 習志野市
251310 くまざわ書店 津田沼店 千葉県 習志野市
256265 未来屋書店 柏店 千葉県 柏市
252322 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻘葉台店 千葉県 柏市
251312 くまざわ書店 モラージュ柏店 千葉県 柏市
255244 スーパーブックス 新柏店 千葉県 柏市
250180 アニメイト 柏 千葉県 柏市
251331 くまざわ書店 柏高島屋店 千葉県 柏市
253320 ＴＳＵＴＡＹＡ 柏駅前店 千葉県 柏市
253302 ＴＳＵＴＡＹＡ 北柏店 千葉県 柏市
251242 紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店 千葉県 柏市
250557 ＳＢオークスブックセンター 南柏店 千葉県 柏市
251145 ＫａＢｏＳ ららぽーと柏の葉店 千葉県 柏市
252144 三洋堂書店 市原牛久店 千葉県 市原市
250186 ＡＣＡＤＥＭＩＡ ちはら台店 千葉県 市原市
253316 ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店 千葉県 市原市
252420 精文館書店 ⾠⺒台店 千葉県 市原市
252316 ＴＳＵＴＡＹＡ 流山店 千葉県 流山市
256240 未来屋書店 八千代緑が丘店 千葉県 八千代市
256409 ＴＳＵＴＡＹＡ 勝田台店 千葉県 八千代市
251316 くまざわ書店 勝田台店 千葉県 八千代市
257131 八重洲ＢＣ フルルガーデン八千代店 千葉県 八千代市
251327 くまざわ書店 八千代台店 千葉県 八千代市
253551 ときわ書房 八千代台店 千葉県 八千代市
250419 ブックマルシェ 我孫子店 千葉県 我孫子市
256236 イオン書籍 鴨川 千葉県 鴨川市
252343 ＴＳＵＴＡＹＡ 鴨川店 千葉県 鴨川市
256239 未来屋書店 鎌ケ谷店 千葉県 鎌ケ谷市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
252313 ＴＳＵＴＡＹＡ 鎌ケ谷店 千葉県 鎌ケ谷市
251323 くまざわ書店 新鎌ケ谷店 千葉県 鎌ケ谷市
259125 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鎌ケ谷店 千葉県 鎌ケ谷市
255104 博文堂書店 君津店 千葉県 君津市
251419 ゲオ 君津外箕輪店 千葉県 君津市
255457 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ君津店 千葉県 君津市
252340 ＴＳＵＴＡＹＡ 富津店 千葉県 富津市
250128 未来屋書店 新浦安店 千葉県 浦安市
252338 ＴＳＵＴＡＹＡ 浦安さくら通り店 千葉県 浦安市
256133 丸善 舞浜イクスピアリ店 千葉県 浦安市
253564 ときわ書房 ニューコースト新浦安店 千葉県 浦安市
255230 文教堂書店 浦安⻄友店 千葉県 浦安市
255458 ブックオン 四街道店 千葉県 四街道市
251320 くまざわ書店 四街道店 千葉県 四街道市
259129 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 八街店 千葉県 八街市
251235 喜久屋書店 千葉ニュータウン店 千葉県 印⻄市
256267 宮脇書店 印⻄牧の原店 千葉県 印⻄市
259130 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千葉ニュータウン店 千葉県 印⻄市
255461 ブックオン 白井冨士店 千葉県 白井市
251414 ゲオ 富里店 千葉県 富里市
259118 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 富里店 千葉県 富里市
253270 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐原店 千葉県 香取市
251425 ゲオ 香取小見川店 千葉県 香取市
259120 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 成東店 千葉県 山武市
252137 三洋堂書店 岬店 千葉県 いすみ市
253239 ＴＳＵＴＡＹＡ 大網白里店 千葉県 大網白里市
250571 ＢｏｏｋＬａｎｄオリブ 千葉県 大多喜町

ブックコンパス 東京中央店 東京都 千代田区
375382 ブックコンパス グランスタ東京店 東京都 千代田区
372123 三省堂書店 有楽町店 東京都 千代田区
372212 書泉ブックタワー 東京都 千代田区
377107 山下書店 半蔵門店 東京都 千代田区
380110 アニメイト 秋葉原本館 東京都 千代田区
376154 丸善 丸の内本店 東京都 千代田区
376109 丸善 お茶の水店 東京都 千代田区
372125 三省堂書店 アトレ秋葉原１ 東京都 千代田区
372101 三省堂書店 神保町本店 東京都 千代田区
371202 紀伊國屋書店 大手町ビル店 東京都 千代田区
375352 文教堂書店 市ヶ谷店 東京都 千代田区
377309 有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店 東京都 千代田区
372126 三省堂書店 東京駅一番街店 東京都 千代田区
372222 書泉グランデ 東京都 千代田区
347104 八重洲ブックセンター 本店 東京都 中央区
346119 丸善 日本橋店 東京都 中央区
341306 くまざわ書店 晴海トリトン店 東京都 中央区
373109 タロー書房 東京都 中央区
348202 リブロ 東銀座店 東京都 中央区
345314 文教堂書店 人形町店 東京都 中央区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
340101 相田書店 東京都 中央区
385324 ＢＯＯＫＣＯＭＰＡＳＳ エキュート品川店 東京都 港区
388214 流水書房 フジテレビ店 東京都 港区
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
385320 文教堂書店 赤坂店 東京都 港区
385345 文教堂書店 広尾店 東京都 港区
381114 カルチャーエージェント文教堂⻘山一丁目店 東京都 港区
385355 文教堂 六本木ヒルズ店 東京都 港区
383303 トミタＢＯＯＫＳ 東京都 港区
365336 ブックコンパス 新宿南口店 東京都 新宿区
360408 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＰＯＴ新宿 東京都 新宿区
361307 くまざわ書店 都庁店 東京都 新宿区
365347 ブックファースト 新宿店 東京都 新宿区
362311 スーパーブックス 芳進堂 ラムラ店 東京都 新宿区
361305 くまざわ書店 東京オペラシティ店 東京都 新宿区
365342 ブックファースト ルミネ新宿店 東京都 新宿区
365333 福家書店 新宿サブナード店 東京都 新宿区
365523 書泉芳林堂書店 高田馬場店 東京都 新宿区
361209 紀伊國屋書店 新宿本店 東京都 新宿区
375335 文教堂書店 グリーンコート店 東京都 文京区
372312 スーパーブックス あおい書店春日店 東京都 文京区
346107 くまざわ書店 浅草店 東京都 台東区
348204 リブロ 浅草店 東京都 台東区
346408 明正堂 アトレ上野店 東京都 台東区
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
337302 有隣堂 錦糸町テルミナ店 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
331505 廣文館 イトーヨーカドー曳舟店 東京都 墨田区
326206 未来屋書店 南砂店 東京都 江東区
325330 福家書店 アリオ北砂店 東京都 江東区
328207 リブロ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店 東京都 江東区
326105 丸善 有明ガーデン店 東京都 江東区
381305 くまざわ書店 ダイバーシティ東京プラザ店 東京都 江東区
327502 吉田書店 東京都 江東区
326108 丸善 有明ワンザ店 東京都 江東区
321304 くまざわ書店 東京テレポート店 東京都 江東区
321302 くまざわ書店 豊洲店 東京都 江東区
327303 有隣堂 ららぽーと豊洲店 東京都 江東区
325326 文教堂書店 東陽町駅前店 東京都 江東区
327304 有隣堂 アトレ⻲⼾店 東京都 江東区
321210 紀伊國屋書店 イトーヨーカドー木場店 東京都 江東区
385342 ブックエキスプレス 大崎店 東京都 品川区
380116 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻄五反田店 東京都 品川区
386208 未来屋書店 品川シーサイド店 東京都 品川区
387303 有隣堂 アトレ大井町店 東京都 品川区
385347 文教堂書店 大崎店 東京都 品川区
385341 ブックファースト 五反田店 東京都 品川区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
385340 ブックスタマ 武蔵小山店 東京都 品川区
396208 未来屋書店 碑文谷店 東京都 目⿊区
393303 ＴＳＵＴＡＹＡ 自由が丘店 東京都 目⿊区
390204 一弘堂書店 東京都 目⿊区
394104 スーパーブックス 住吉書房 中目⿊ＢＣ 東京都 目⿊区
397102 八雲堂書店 東京都 目⿊区
395304 不二屋書店 東京都 目⿊区
393301 ＴＳＵＴＡＹＡ 大森町駅前店 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
395325 ブックスフジ 大鳥居店 東京都 大田区
390106 アニメイト 蒲田 東京都 大田区
390109 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 東急蒲田店 東京都 大田区
391304 くまざわ書店 京急蒲田店 東京都 大田区
391312 くまざわ書店 田園調布店 東京都 大田区
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
395353 ブックファースト アトレ大森店 東京都 大田区
395302 藤乃屋書店 東京都 大田区
423308 ツタヤブックストア 下北沢 東京都 世田谷区
423301 ＴＳＵＴＡＹＡ 馬事公苑店 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
423201 ＮＥＴ２１千歳書店 東京都 世田谷区
422113 三省堂書店 成城店 東京都 世田谷区
422303 スーパーブックス 住吉書房 駒沢店 東京都 世田谷区
422104 三省堂書店 経堂店 東京都 世田谷区
427104 山下書店 世田谷店 東京都 世田谷区
421207 紀伊國屋書店 玉川高島屋店 東京都 世田谷区
423303 ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋 東京都 世田谷区
422305 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
421105 烏山書房 東京都 世田谷区
421404 啓文堂書店 桜上水店 東京都 世田谷区
365350 ｂｏｏｋｓｈｅｌｆ ＮＥＷｏＭａｎ新宿店 東京都 渋谷区
401211 紀伊國屋書店 笹塚店 東京都 渋谷区
401415 啓文堂書店 渋谷店 東京都 渋谷区
405343 文教堂書店 代々木上原駅店 東京都 渋谷区
407302 有隣堂 アトレ恵比寿店 東京都 渋谷区
401214 紀伊國屋書店 ⻄武渋谷店 東京都 渋谷区
403313 ＴＳＵＴＡＹＡ 渋谷スクランブルスクエア 東京都 渋谷区
402216 ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都 渋谷区
400410 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ 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
405346 Ｂｏｏｋ＋東中野店 東京都 中野区
405350 ブックファースト 中野店 東京都 中野区
405331 文教堂書店 中野坂上店 東京都 中野区
415345 ブックショップ書楽 東京都 杉並区
415300 ＴＳＵＴＡＹＡ 浜田山店 東京都 杉並区
411403 ブックスオオトリ 高円寺店 東京都 杉並区
411503 今野書店 コミック店 東京都 杉並区
410104 あゆみＢｏｏｋｓ 杉並店 東京都 杉並区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
410103 文禄堂 高円寺店 東京都 杉並区
410106 文禄堂 荻窪店 東京都 杉並区
417107 八重洲ブックセンター ルミネ荻窪店 東京都 杉並区
412203 ＮＥＴ２１秀文堂方南町店 東京都 杉並区
362207 ジュンク堂書店 池袋本店 東京都 豊島区
367107 山下書店 大塚店 東京都 豊島区
360108 アニメイト 池袋本店 東京都 豊島区
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
363524 東京旭屋書店 アトレヴィ大塚店 東京都 豊島区
360105 旭屋書店 池袋店 東京都 豊島区
362401 成文堂 ナカワデ店 東京都 豊島区
362124 三省堂書店 池袋本店 東京都 豊島区
365522 書泉芳林堂書店 東⻑崎店 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
362428 成文堂 巣鴨駅前店 東京都 豊島区
355327 ブックエキスプレス エキュート赤羽店 東京都 北区
353512 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ サミット王子店 東京都 北区
365311 フタバ書店 東京都 北区
353108 文教堂書店 赤羽店 東京都 北区
354401 ＮＥＴ２１ブックスページワン ＩＹ赤羽店 東京都 北区
331303 くまざわ書店 南千住店 東京都 荒川区
355209 未来屋書店 板橋店 東京都 板橋区
353301 ＴＳＵＴＡＹＡ 光が丘店 東京都 板橋区
355323 文教堂書店 成増店 東京都 板橋区
353507 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ 上板橋店 東京都 板橋区
356202 宮脇書店 イオンスタイル板橋前野町店 東京都 板橋区
355311 文教堂書店 ⻄台店 東京都 板橋区
353505 ツタヤブックストア ＥＱＵｉＡ成増店 東京都 板橋区
413303 蔦屋書店 練馬春日町店 東京都 練馬区
413304 ＴＳＵＴＡＹＡ 石神井台店 東京都 練馬区
413119 竹島書店 江古田南口店 東京都 練馬区
411304 くまざわ書店 大泉学園店 東京都 練馬区
412214 ジュンク堂書店 大泉学園店 東京都 練馬区
415302 リブロ 大泉店 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
415356 文教堂書店 練馬高野台店 東京都 練馬区
415344 ブックスユニ 桜台店 東京都 練馬区
410105 あゆみＢｏｏｋｓ 平和台店 東京都 練馬区
313512 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳＥＱＵｉＡ北千住中央 東京都 足立区
314201 イオン ⻄新井店 東京都 足立区
310405 駅前の本屋まこと 東京都 足立区
311304 くまざわ書店 千住大橋店 東京都 足立区
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 ⻄新井店 東京都 足立区
315340 文真堂書店 足立花畑店 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



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
312312 住吉書房 五反野店 東京都 足立区
315337 スーパーブックス 竹の塚駅前店 東京都 足立区
313502 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳＥＱＵｉＡ北千住南店 東京都 足立区
315307 書店ぶっくらんど 東京都 足立区
313303 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻲有店 東京都 葛飾区
314402 ＮＥＴ２１第一書林 新小岩南口店 東京都 葛飾区
314403 ＮＥＴ２１第一書林 新小岩北口店 東京都 葛飾区
311206 ＢＯＯＫＳキデイランド ⻲有店 東京都 葛飾区
313102 有限会社太洋堂書店 東京都 葛飾区
315304 文教堂書店 ⻘⼾店 東京都 葛飾区
317102 大和書店 東京都 葛飾区
313104 竹島書店 高砂店 東京都 葛飾区
326218 未来屋書店 葛⻄店 東京都 江⼾川区
327101 八重洲ブックセンター アリオ葛⻄店 東京都 江⼾川区
321311 くまざわ書店 船堀店 東京都 江⼾川区
325301 文教堂書店 ⻄葛⻄店 東京都 江⼾川区
433327 蔦屋書店 八王子楢原店 東京都 八王子市
433326 蔦屋書店 南大沢店 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
431423 啓文堂書店 北野店 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
431334 くまざわ書店 京王八王子店 東京都 八王子市
431324 くまざわ書店 八王子みなみ野店 東京都 八王子市
431305 くまざわ書店八王子店 コミックランドビーワン 東京都 八王子市
431313 くまざわ書店 イトーヨーカドー八王子店 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
437316 有隣堂 セレオ八王子店 東京都 八王子市
431410 啓文堂書店 高尾店 東京都 八王子市
435450 文教堂書店 南大沢店 東京都 八王子市
435446 ブックスタマ 八王子店 東京都 八王子市
431318 くまざわ書店 ⻄八王子店 東京都 八王子市
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
430530 オリオン書房 アレア店 東京都 立川市
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
430507 オリオン書房 サザン店 東京都 立川市
433319 ＴＳＵＴＡＹＡ 三鷹北口店 東京都 武蔵野市
431443 啓文堂書店 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
435280 文教堂書店 武蔵境駅前店 東京都 武蔵野市
435444 ブックファースト アトレ吉祥寺東館店 東京都 武蔵野市
437103 八重洲ブックセンター ＩＹ武蔵境店 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
431442 啓文堂書店 三鷹店 東京都 三鷹市
433325 ＴＳＵＴＡＹＡ 三鷹新川店 東京都 三鷹市
437320 有隣堂 アトレヴィ三鷹店 東京都 三鷹市
435451 文教堂書店 河辺店 東京都 ⻘梅市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
431222 喜久屋書店 府中店 東京都 府中市
431405 啓文堂書店 府中本店 東京都 府中市
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
430203 ＮＥＴ２１井上昭島店 東京都 昭島市
435443 ブックスオオトリ 昭島店 東京都 昭島市
433329 ＴＳＵＴＡＹＡ 調布駅南口店 東京都 調布市
431322 くまざわ書店 国領店 東京都 調布市
431333 くまざわ書店 調布店 東京都 調布市
432217 真光書店 北口本店 東京都 調布市
438215 リブロ 国領店 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
431221 紀伊國屋書店 小田急町田店 東京都 町田市
438218 リブロ 南町田グランベリーパーク店 東京都 町田市
433320 ＴＳＵＴＡＹＡ 町田木曽店 東京都 町田市
431433 啓文堂書店 鶴川店 東京都 町田市
435452 文教堂 つくし野とうきゅう店 東京都 町田市
431329 くまざわ書店 町田根岸店 東京都 町田市
435380 文教堂書店 成瀬店 東京都 町田市
431446 ゲオ 町田小川店 東京都 町田市
435206 久美堂 本町田店 東京都 町田市
437317 有隣堂 町田モディ店 東京都 町田市
435201 久美堂 本店 東京都 町田市
435208 久美堂 四丁目店 東京都 町田市
433316 ＴＳＵＴＡＹＡ 武蔵小金井店 東京都 小金井市
431327 くまざわ書店 ＩＹ武蔵小金井店 東京都 小金井市
430240 くまざわ書店 武蔵小金井北口店 東京都 小金井市
430526 オリオン書房 小平店 東京都 小平市
437521 リブロ 花小金井店 東京都 小平市
435355 文教堂書店 小平店 東京都 小平市
436209 未来屋書店 多摩平の森店 東京都 日野市
431408 啓文堂書店 高幡店 東京都 日野市
430527 オリオン書房 エミオ秋津店 東京都 東村山市
436110 丸山書房 東京都 東村山市
436415 メディアライン 東村山店 東京都 東村山市
434404 ＮＥＴ２１隆文堂 ⻄国分寺店 東京都 国分寺市
436122 紀伊國屋書店 国分寺店 東京都 国分寺市
436131 増田書店 北口店 東京都 国立市
436119 増田書店 東京都 国立市
435453 ＰＡＰＥＲ ＷＡＬＬ ｎｏｎｏｗａ国立店 東京都 国立市
433311 ＴＳＵＴＡＹＡ 福生店 東京都 福生市
438213 リブロ 福生店 東京都 福生市
435330 ブックスタマ 福生店 東京都 福生市
431435 啓文堂書店 狛江店 東京都 狛江市
431321 くまざわ書店 東大和店 東京都 東大和市
436208 未来屋書店 東久留米店 東京都 東久留米市
434506 野崎書林 東京都 東久留米市
436206 宮脇書店 東久留米店 東京都 東久留米市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
435337 ブックセンター滝山 東京都 東久留米市
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
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
431314 くまざわ書店 永山店 東京都 多摩市
431309 くまざわ書店 桜ヶ丘店 東京都 多摩市
431415 啓文堂書店 多摩センター店 東京都 多摩市
431326 くまざわ書店 稲城店 東京都 稲城市
431531 コーチャンフォー 若葉台店 東京都 稲城市
433303 ＴＳＵＴＡＹＡ 羽村店 （本店） 東京都 羽村市
435431 文教堂書店 あきる野とうきゅう店 東京都 あきる野市
433317 ＴＳＵＴＡＹＡ 保谷駅前店 東京都 ⻄東京市
438204 リブロ ひばりが丘店 東京都 ⻄東京市
435124 博文堂書店 田無店 東京都 ⻄東京市
436215 未来屋書店 日の出店 東京都 日の出町
611317 くまざわ書店 鶴見店 神奈川県 鶴見区
615392 ブックポート２０３ 鶴見店 神奈川県 鶴見区
615440 ＢＯＯＫＳえみたす 大口店 神奈川県 神奈川区
615426 ブックエキスプレス 横浜南口店 神奈川県 ⻄区
613320 ＴＳＵＴＡＹＡ はまりん横浜駅店 神奈川県 ⻄区
613316 ＴＳＵＴＡＹＡ 横浜みなとみらい店 神奈川県 ⻄区
617305 有隣堂 横浜駅⻄口コミック王国 神奈川県 ⻄区
610157 アニメイト 横浜ビブレ 神奈川県 ⻄区
616126 丸善 横浜みなとみらい店 神奈川県 ⻄区
611314 くまざわ書店 ランドマーク店 神奈川県 ⻄区
617316 有隣堂 ルミネ横浜店 神奈川県 ⻄区
611238 紀伊國屋書店 横浜店 神奈川県 ⻄区
612107 未来屋書店 本牧店 神奈川県 中区
615432 ブックエキスプレス シァル桜木町店 神奈川県 中区
613329 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下 神奈川県 中区
617318 有隣堂 本店 神奈川県 中区
612349 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
615264 文教堂書店 保土ヶ谷駅ビル店 神奈川県 保土ケ谷区
615431 文教堂書店 杉田とうきゅう店 神奈川県 磯子区
612346 スーパーブックス 住吉書房 新杉田店 神奈川県 磯子区
610108 アシーネ 金沢八景店 神奈川県 金沢区
610531 ブックスオオトリ 金沢シーサイド店 神奈川県 金沢区
611315 くまざわ書店 能見台店 神奈川県 金沢区
616215 宮脇書店 金沢文庫店 神奈川県 金沢区
613318 ＴＳＵＴＡＹＡ 菊名東口店 神奈川県 港北区
612111 三省堂書店 新横浜店 神奈川県 港北区
611319 くまざわ書店 アピタテラス横浜綱島店 神奈川県 港北区
610213 くまざわ書店 新横浜店 神奈川県 港北区
617344 有隣堂 トレッサ横浜店 神奈川県 港北区
613408 天一書房 綱島店 神奈川県 港北区
613406 天一書房 日吉店 神奈川県 港北区
617347 有隣堂 東急プラザ⼾塚店 神奈川県 ⼾塚区
611236 紀伊國屋書店 ⻄武東⼾塚Ｓ．Ｃ．店 神奈川県 ⼾塚区
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617312 有隣堂 ⼾塚モディ店 神奈川県 ⼾塚区
615106 浜書房 バーズ店 神奈川県 港南区
617117 八重洲ブックセンター ＩＹ上永谷店 神奈川県 港南区
617110 八重洲ブックセンター 京急上大岡店 神奈川県 港南区
613312 精文館書店 下永谷店 神奈川県 港南区
615357 ブックスキタミ 港南台店 神奈川県 港南区
613317 ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴ヶ峰駅前店 神奈川県 旭区
611321 くまざわ書店 ジョイナステラス二俣川店 神奈川県 旭区
611311 くまざわ書店 ⻑津田店 神奈川県 緑区
615424 文教堂書店 中山とうきゅう店 神奈川県 緑区
615448 文教堂書店 ローソン 鴨居駅東店 神奈川県 緑区
613328 ツタヤブックストア 相鉄ライフ三ツ境 神奈川県 瀬谷区
612411 精文館書店 下瀬谷店 神奈川県 瀬谷区
613412 天一書房 瀬谷店 神奈川県 瀬谷区
615463 ブックエキスプレス アトレ大船店 神奈川県 栄区
613330 TSUTAYA BOOK STORE 弥生台 神奈川県 泉区
615421 文教堂書店 立場店 神奈川県 泉区
623332 蔦屋書店 ⻘葉奈良店 神奈川県 ⻘葉区
613326 ＴＳＵＴＡＹＡ あざみ野店 神奈川県 ⻘葉区
615414 文教堂書店 すすき野とうきゅう店 神奈川県 ⻘葉区
617346 有隣堂 たまプラーザテラス店 神奈川県 ⻘葉区
623330 蔦屋書店 港北ミナモ店 神奈川県 都筑区
617332 有隣堂 センター南駅店 神奈川県 都筑区
615129 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
610160 ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店 神奈川県 都筑区
617508 よむよむ 横浜仲町台店 神奈川県 都筑区
611239 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店 神奈川県 都筑区
618204 リブロ 港北東急ＳＣ店 神奈川県 都筑区
613332 ツタヤブックストア 川崎駅前店 神奈川県 川崎区
617313 有隣堂 アトレ川崎店 神奈川県 川崎区
611235 紀伊國屋書店 イトーヨーカドー川崎店 神奈川県 川崎区
611231 北野書店 本店 神奈川県 幸区
612339 スーパーブックス 住吉書房 新丸子駅前店 神奈川県 中原区
617351 有隣堂 武蔵小杉東急スクエア店 神奈川県 中原区
611234 紀伊國屋書店 武蔵小杉店 神奈川県 中原区
615246 文教堂書店 新城駅店 神奈川県 中原区
612344 スーパーブックス 住吉書房 武蔵中原店 神奈川県 中原区
615257 文教堂書店 溝ノ口本店 神奈川県 高津区
615236 文教堂書店 溝ノ口駅前店 神奈川県 高津区
613323 ＴＳＵＴＡＹＡ 向ヶ丘遊園店 神奈川県 多摩区
611401 啓文堂書店 稲田堤店 神奈川県 多摩区
625457 文教堂書店 登⼾駅店 神奈川県 多摩区
612315 スーパーブックス 住吉書房 登⼾店 神奈川県 多摩区
611312 くまざわ書店 さぎ沼店 神奈川県 宮前区
611131 ＫａＢｏＳ 宮前平店 神奈川県 宮前区
612351 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
617326 有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県 麻生区
627314 有隣堂 ミウィ橋本店 神奈川県 緑区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
621312 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店 神奈川県 緑区
620200 伊勢原書店 城山店 神奈川県 緑区
624103 中村書店 本店 神奈川県 中央区
627319 有隣堂 淵野辺店 神奈川県 中央区
625381 文教堂書店 相模原富士見町店 神奈川県 中央区
625275 文教堂書店 上溝番田店 神奈川県 中央区
625307 文教堂書店 南橋本店 神奈川県 中央区
625391 文教堂書店 星ヶ丘店 神奈川県 中央区
621318 くまざわ書店 相模原店 神奈川県 中央区
626265 未来屋書店 相模原店 神奈川県 南区
621407 啓文堂書店 小田急相模原店 神奈川県 南区
621306 くまざわ書店 相模大野店 神奈川県 南区
627512 よむよむ 原当麻駅前店 神奈川県 南区
625434 ブックファースト ボーノ相模大野店 神奈川県 南区
625383 くまざわ書店 久里浜店 神奈川県 横須賀市
620217 くまざわ書店 横須賀店 神奈川県 横須賀市
625438 文教堂 横須賀ＭＯＲＥʼＳ店 神奈川県 横須賀市
615443 文教堂 ＬＩＶＩＮよこすか店 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
625455 文教堂書店 平塚駅店 神奈川県 平塚市
622117 サクラ書店 ラスカ平塚店 神奈川県 平塚市
622134 サクラ書店 高村店 神奈川県 平塚市
620104 アニール 神奈川県 鎌倉市
621315 くまざわ書店 大船店 神奈川県 鎌倉市
625435 文教堂書店 鎌倉とうきゅう店 神奈川県 鎌倉市
625396 文教堂書店 鎌倉台店 神奈川県 鎌倉市
625379 ブックコンパス リエール藤沢店 神奈川県 藤沢市
625431 文教堂書店 湘南とうきゅう店 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
612229 ジュンク堂書店 藤沢店 神奈川県 藤沢市
621309 くまざわ書店 湘南台店 神奈川県 藤沢市
621310 くまざわ書店 辻堂湘南モール店 神奈川県 藤沢市
627323 有隣堂 トレアージュ白旗店 神奈川県 藤沢市
625289 Ｂｏｏｋプラザ文華堂 神奈川県 藤沢市
627302 有隣堂 藤沢店 神奈川県 藤沢市
621132 ＫａＢｏＳ 藤沢店 神奈川県 藤沢市
622139 三省堂書店 小田原店 神奈川県 小田原市
627101 ＴＳＵＴＡＹＡ小田原シティモール店 神奈川県 小田原市
627316 有隣堂 ラスカ小田原店 神奈川県 小田原市
620243 スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店 神奈川県 小田原市
625295 スーパーブックス ブックプラザ伊勢治 神奈川県 小田原市
626222 未来屋書店 茅ヶ崎店キッズ 神奈川県 茅ヶ崎市
620124 未来屋書店 湘南茅ヶ崎店 神奈川県 茅ヶ崎市
626226 未来屋書店 茅ヶ崎中央店 神奈川県 茅ヶ崎市
623325 ＴＳＵＴＡＹＡ 茅ヶ崎駅前店 神奈川県 茅ヶ崎市
621130 川上書店 ラスカ店 神奈川県 茅ヶ崎市
620221 いけだ書店 新逗子店 神奈川県 逗子市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
620233 伊勢原書店 秦野店 神奈川県 秦野市
625121 原書店 神奈川県 秦野市
626262 未来屋書店 秦野店 神奈川県 秦野市
623316 蔦屋書店 厚木下依知店 神奈川県 厚木市
625414 文教堂書店 毛利台店 神奈川県 厚木市
621305 くまざわ書店 本厚木店 神奈川県 厚木市
623326 ＴＳＵＴＡＹＡ 愛甲石田店 神奈川県 厚木市
627305 有隣堂 厚木店 神奈川県 厚木市
625415 文教堂書店 Ｒ４１２店 神奈川県 厚木市
626219 未来屋書店 大和店 神奈川県 大和市
623317 蔦屋書店 大和下鶴間店 神奈川県 大和市
626227 未来屋書店 大和鶴間店 神奈川県 大和市
621307 くまざわ書店 大和鶴間店 神奈川県 大和市
621317 くまざわ書店 大和店 神奈川県 大和市
625436 文教堂書店 中央林間店 神奈川県 大和市
625458 文教堂書店 伊勢原店 神奈川県 伊勢原市
620231 伊勢原書店 本店 神奈川県 伊勢原市
624201 未来屋書店 海老名店 神奈川県 海老名市
621319 くまざわ書店 さがみ野店 神奈川県 海老名市
625410 文教堂書店 杉久保店 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
622106 三省堂書店 海老名店 神奈川県 海老名市
621219 紀伊國屋書店 イオンモール座間店 神奈川県 座間市
625429 文教堂 相武台駅前南口店 神奈川県 座間市
625408 文教堂書店 入谷店 神奈川県 座間市
622324 ＴＳＵＴＡＹＡ 南足柄店 神奈川県 南足柄市
621311 くまざわ書店 綾瀬店 神奈川県 綾瀬市
625389 文教堂書店 綾瀬上土棚店 神奈川県 綾瀬市
625397 文教堂書店 葉山店 神奈川県 葉山町
625376 文教堂書店 平塚店 神奈川県 大磯町
625398 文教堂書店 大磯国府店 神奈川県 大磯町
626204 ミクニ書店 神奈川県 開成町
625221 久美堂 愛川店 神奈川県 愛川町
133334 蔦屋書店 河渡店 新潟県 東区
133329 蔦屋書店 竹尾インター店 新潟県 東区
136215 宮脇書店 新潟東店 新潟県 東区
133327 蔦屋書店 新潟万代 新潟県 中央区
133341 蔦屋書店 新潟中央インター店 新潟県 中央区
133335 蔦屋書店 南笹口店 新潟県 中央区
135103 萬松堂 新潟県 中央区
132236 ジュンク堂書店 新潟店 新潟県 中央区
131310 くまざわ書店 新潟デッキィ店 新潟県 中央区
131207 紀伊國屋書店 新潟店 新潟県 中央区
136219 未来屋書店 新潟南店 新潟県 江南区
133340 蔦屋書店 横越バイパス店 新潟県 江南区
136222 宮脇書店 PLANT5横越店 新潟県 江南区
131308 くまざわ書店 新潟⻲田店 新潟県 江南区
135226 蔦屋書店 新津店 新潟県 秋葉区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
130218 イオン 白根店書籍売場 新潟県 南区
133336 蔦屋書店 マーケットシティ白根店 新潟県 南区
136224 未来屋書店 新潟⻘山店 新潟県 ⻄区
133332 蔦屋書店 新通店 新潟県 ⻄区
133311 蔦屋書店 ベルパルレ寺尾店 新潟県 ⻄区
136124 イオン 新潟⻄店 新潟県 ⻄区
131309 くまざわ書店 新潟⻄店 新潟県 ⻄区
133346 蔦屋書店 ⻑岡花園店 新潟県 ⻑岡市
133343 蔦屋書店 ⻑岡古正寺店 新潟県 ⻑岡市
133342 蔦屋書店 アクロスプラザ美沢店 新潟県 ⻑岡市
133345 蔦屋書店 ⻑岡新保店 新潟県 ⻑岡市
135452 ＢＯＯＫ・ＯＮ ⻄⻑岡店 新潟県 ⻑岡市
136313 コメリ書房 北⻑岡店 新潟県 ⻑岡市
133510 ⼾田書店 ⻑岡店 新潟県 ⻑岡市
131311 くまざわ書店 ⻑岡店 新潟県 ⻑岡市
135346 コメリ書房 三条店 新潟県 三条市
131529 コメリ書房 柏崎店 新潟県 柏崎市
132235 未来屋書店 新発田店 新潟県 新発田市
135218 蔦屋書店 新発田店 新潟県 新発田市
131516 コメリ書房 新発田店 新潟県 新発田市
136214 宮脇書店 小千谷店 新潟県 小千谷市
136301 コメリ書房 加茂店 新潟県 加茂市
133315 蔦屋書店 県央店 新潟県 燕市
136312 コメリ書房 分水店 新潟県 燕市
135378 ブックステーションサカイ 東寺町店 新潟県 糸魚川市
131519 コメリ書房 五泉店 新潟県 五泉市
136212 未来屋書店 上越店 新潟県 上越市
133333 蔦屋書店 上越インター店 新潟県 上越市
131405 ゲオ 上越高田店 新潟県 上越市
133205 知遊堂 上越国府店 新潟県 上越市
133302 蔦屋書店 佐渡佐和田店 新潟県 佐渡市
133325 蔦屋書店 六日町店 新潟県 南魚沼市
131404 ゲオ 塩沢店 新潟県 南魚沼市
136218 宮脇書店 聖籠店 新潟県 聖篭町
145339 ＢＯＯＫＳなかだ ファボーレ店 富山県 富山市
146413 明文堂書店 富山有沢橋店 富山県 富山市
145348 文苑堂書店 本郷店 富山県 富山市
141306 くまざわ書店 富山マルート店 富山県 富山市
141110 くまざわ書店 富山店 富山県 富山市
145415 文苑堂書店 富山豊田店 富山県 富山市
141210 紀伊國屋書店 富山店 富山県 富山市
145315 アピア書店 富山県 富山市
145373 ＢＯＯＫＳなかだ 婦中店 富山県 富山市
145388 ＢＯＯＫＳなかだ 大沢野店 富山県 富山市
145333 ＢＯＯＫＳなかだ 北の森店 富山県 富山市
145403 ツタヤブックストア 藤の木店 富山県 富山市
146410 明文堂書店 富山新庄経堂店 富山県 富山市
141508 ＢＯＯＫＳなかだ 本店 コミックラボ 富山県 富山市
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155404 文苑堂書店 清水町店 富山県 高岡市
145395 文苑堂書店 福田本店 富山県 高岡市
145391 文苑堂書店 ⼾出店 富山県 高岡市
141207 喜久屋書店 高岡店 富山県 高岡市
145382 文苑堂書店 魚津サンプラザ店 富山県 魚津市
145331 ＢＯＯＫＳなかだ 魚津店 富山県 魚津市
146415 明文堂書店 氷見店 富山県 氷見市
146211 明文堂書店 滑川店 富山県 滑川市
146404 明文堂書店 ⿊部店 富山県 ⿊部市
147105 山谷書店 ⿊部店 富山県 ⿊部市
145414 ＢＯＯＫＳなかだ ⿊部店 富山県 ⿊部市
146212 未来屋書店 となみ店 富山県 砺波市
145375 ＢＯＯＫＳなかだ 砺波店 富山県 砺波市
145502 ＴＳＵＴＡＹＡ 砺波店 富山県 砺波市
147109 山田書店 富山県 南砺市
145324 ＢＯＯＫＳフナキ 平和堂店 富山県 射水市
145390 文苑堂書店 小杉店 富山県 射水市
145392 文苑堂書店 新湊店 富山県 射水市
146416 明文堂書店 高岡射水店 富山県 射水市
145417 ＢＯＯＫＳなかだ 上市パル店 富山県 上市町
156213 未来屋書店 杜の里店 石川県 金沢市
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
155334 ブック宮丸 金沢南店 石川県 金沢市
156404 金沢ビーンズ明文堂 石川県 金沢市
155523 北国書林 アルプラザ店 石川県 金沢市
150302 うつのみや 金沢香林坊店 石川県 金沢市
145376 金澤文苑堂 ＴＳＵＴＡＹＡ 鳴和店 石川県 金沢市
151215 きくざわ書店 ナッピィモール店 石川県 七尾市
156403 明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ能登七尾店 石川県 七尾市
151134 ＫａＢｏＳ イオンモール新小松店 石川県 小松市
150322 うつのみや 小松城南店 石川県 小松市
150404 平和書店 アル・プラザ小松店 石川県 小松市
156408 明文堂書店 小松ツリーズ 石川県 小松市
151407 ゲオ 新輪島店 石川県 輪島市
150405 平和書店 アル・プラザ加賀店 石川県 加賀市
155353 金澤文苑堂 ＴＳＵＴＡＹＡ 羽咋店 石川県 羽咋市
145412 ＢＯＯＫＳなかだ かほく店 石川県 かほく市
156202 未来屋書店 松任店 石川県 白山市
153306 ツタヤブックストア イオンモール白山 石川県 白山市
155525 北国書林 ⾠口店 石川県 能美市
153509 ブックメイトとくひさ 石川県 能美市
150325 うつのみや 金沢工大前店 石川県 野々市市
150310 うつのみや 上林店 石川県 野々市市
150510 おきの書房 向陽台店 石川県 内灘町
151217 きくざわ書店 アルプラザ鹿島店 石川県 中能登町
156305 コメリ書房 穴水店 石川県 穴水町
165335 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ 福井高柳店 福井県 福井市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
163309 ＴＳＵＴＡＹＡ 福井パリオ店 福井県 福井市
165320 文明堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ若杉店 福井県 福井市
163311 ツタヤブックストア ワイプラザ新保店 福井県 福井市
161124 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 大和田店 福井県 福井市
161129 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 新二の宮店 福井県 福井市
162306 Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ ＷＡＳＳＥ店 福井県 福井市
161115 ＫａＢｏＳ ベル店 福井県 福井市
161206 紀伊國屋書店 福井店 福井県 福井市
160407 平和書店 アル・プラザ敦賀店 福井県 敦賀市
162302 Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ 敦賀店 福井県 敦賀市
162102 三洋堂書店 小浜店 福井県 小浜市
160403 エビヤ書店 バイパス店 福井県 勝山市
161121 ＫａＢｏＳ 勝山店 福井県 勝山市
165336 文明堂書店 神明店 福井県 鯖江市
160402 平和書店 アル・プラザ鯖江店 福井県 鯖江市
162305 Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ 鯖江店 福井県 鯖江市
163310 ＴＳＵＴＡＹＡ ワイプラザ武生店 福井県 越前市
167109 山田書店 芝原館 福井県 越前市
161110 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 武生店 福井県 越前市
163306 ＴＳＵＴＡＹＡ 春江店 福井県 坂井市
160405 平和書店 アル・プラザアミ店 福井県 坂井市
161120 勝木書店 ＫａＢｏＳ 三国店 福井県 坂井市
166206 宮脇書店 春江店 福井県 坂井市
166107 松宮書店 福井県 おおい町
113304 ＴＳＵＴＡＹＡ 甲府バイパス店 山梨県 甲府市
115357 よむよむ フレスポ甲府東店 山梨県 甲府市
115352 ＢＯＯＫパーク 塩部店 山梨県 甲府市
112211 ジュンク堂書店 岡島甲府店 山梨県 甲府市
118210 柳正堂書店 オギノバリオ店 山梨県 甲府市
113412 天真堂書店 甲府国⺟店 山梨県 甲府市
118501 朗月堂書店 山梨県 甲府市
115324 ＢＯＯＫＳ ＫＡＴＯＨ 富士吉田店 山梨県 富士吉田市
115346 ブックス ステーション 山梨県 都留市
115319 ＢＯＯＫＳ ＫＡＴＯＨ 都留店 山梨県 都留市
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
117500 よむよむ 新敷島店 山梨県 甲斐市
113402 天真堂書店 塩山店 山梨県 甲州市
116205 未来屋書店 甲府昭和店 山梨県 昭和町
113307 ＴＳＵＴＡＹＡ 昭和通り店 山梨県 昭和町
118212 柳正堂書店 甲府昭和イトーヨーカドー店 山梨県 昭和町
113102 卓示書店 河口湖ＢＥＬＬ店 山梨県 富士河口湖町
123312 ＴＳＵＴＡＹＡ 若里店 ⻑野県 ⻑野市
123311 蔦屋書店 ⻑野川中島店 ⻑野県 ⻑野市
123308 蔦屋書店 ⻑野徳間店 ⻑野県 ⻑野市
121108 改造社書店 ⻑野駅店 ⻑野県 ⻑野市
125434 平安堂 ⻑野店 ⻑野県 ⻑野市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
120209 いけだ書店 ⻑野店 ⻑野県 ⻑野市
125414 平安堂 若槻店 ⻑野県 ⻑野市
121213 北⻑野書店 ⻑野県 ⻑野市
121409 ゲオ 大豆島店 ⻑野県 ⻑野市
125408 平安堂 東和田店 ⻑野県 ⻑野市
125426 平安堂 川中島店 ⻑野県 ⻑野市
120220 イオン 南松本書籍売場 ⻑野県 松本市
126224 未来屋書店 松本店 ⻑野県 松本市
123320 ＴＳＵＴＡＹＡ 東松本店 ⻑野県 松本市
120210 くまざわ書店 南松本店 ⻑野県 松本市
126236 宮脇書店 松本店 ⻑野県 松本市
121530 興文堂 平田店 ⻑野県 松本市
125387 文教堂 ＪＯＹ松本店 ⻑野県 松本市
126238 未来屋書店 上田店 ⻑野県 上田市
123309 蔦屋書店 上田大屋店 ⻑野県 上田市
123305 ＴＳＵＴＡＹＡ 上田バイパス店 ⻑野県 上田市
125406 平安堂 上田店 ⻑野県 上田市
121309 くまざわ書店 上田店 ⻑野県 上田市
125436 平安堂 上田しおだ野店 ⻑野県 上田市
121132 笠原書店 レイクウォーク店 ⻑野県 岡谷市
121103 笠原書店 ⻑野県 岡谷市
125411 平安堂 座光寺店 ⻑野県 飯田市
125444 平安堂 飯田店 ⻑野県 飯田市
123307 蔦屋書店 諏訪中洲店 ⻑野県 諏訪市
125412 平安堂 諏訪店 ⻑野県 諏訪市
123322 蔦屋書店 須坂店 ⻑野県 須坂市
123313 蔦屋書店 佐久小諸店 ⻑野県 小諸市
125447 平安堂 伊那店 ⻑野県 伊那市
120211 くまざわ書店 伊那店 ⻑野県 伊那市
122107 三洋堂書店 駒ケ根店 ⻑野県 駒ケ根市
121306 くまざわ書店 ＧＡＺＡ広丘店 ⻑野県 塩尻市
124119 中島書店 高原通店 ⻑野県 塩尻市
125423 平安堂 塩尻店 ⻑野県 塩尻市
126217 未来屋書店 佐久平店 ⻑野県 佐久市
123315 蔦屋書店 佐久野沢店 ⻑野県 佐久市
125443 平安堂 佐久インターウェーブ店 ⻑野県 佐久市
123310 蔦屋書店 千曲屋代店 ⻑野県 千曲市
125439 平安堂 更埴店 ⻑野県 千曲市
125357 未来屋書店 穂高店 ⻑野県 安曇野市
123357 蔦屋書店 豊科店 ⻑野県 安曇野市
125435 平安堂 あづみ野店 ⻑野県 安曇野市
123324 ＴＳＵＴＡＹＡ 箕輪店 ⻑野県 箕輪町
121526 興文堂 ｉＣＩＴＹ店 ⻑野県 山形村
662170 三洋堂書店 芥見店 岐阜県 岐阜市
662159 三洋堂書店 市橋店 岐阜県 岐阜市
662133 三洋堂書店 ⻑良店 岐阜県 岐阜市
666137 丸善 岐阜店 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



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
663134 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ⻑森店 岐阜県 岐阜市
666219 宮脇書店 柳津店 岐阜県 岐阜市
662173 三省堂書店 岐阜店 岐阜県 岐阜市
666218 未来屋書店 大垣店 岐阜県 大垣市
662134 三洋堂書店 大垣バロー店 岐阜県 大垣市
660123 ＡＣＡＤＥＭＩＡ 大垣店 岐阜県 大垣市
660231 ＴＳＵＴＡＹＡ 大垣店 岐阜県 大垣市
661218 喜久屋書店 大垣店 岐阜県 大垣市
663131 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店 岐阜県 大垣市
660414 平和書店 アル・プラザ鶴見店 岐阜県 大垣市
662182 三洋堂書店 こくふ店 岐阜県 高山市
662139 三洋堂書店 ルビットタウン高山店 岐阜県 高山市
662107 三洋堂書店 高山店 岐阜県 高山市
661404 ゲオ 高山昭和店 岐阜県 高山市
662155 三洋堂書店 たじみ店 岐阜県 多治見市
662147 三洋堂書店 多治見南店 岐阜県 多治見市
661303 ＴＳＵＴＡＹＡ 多治見インター店 岐阜県 多治見市
665204 夢屋書店 ピアゴ多治見店 岐阜県 多治見市
662178 三洋堂書店 せき東店 岐阜県 関市
662125 三洋堂書店 新関店 岐阜県 関市
661518 こみかるはうす 関店 岐阜県 関市
662166 三洋堂書店 ルビットタウン中津川店 岐阜県 中津川市
664101 三洋堂書店 中つ川店 岐阜県 中津川市
662156 三洋堂書店 瑞浪中央店 岐阜県 瑞浪市
662128 三洋堂書店 アクロスプラザ恵那店 岐阜県 恵那市
660207 コスモブックセンター 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
661315 くまざわ書店 美濃加茂店 岐阜県 美濃加茂市
662138 三洋堂書店 土岐店 岐阜県 土岐市
666220 未来屋書店 各務原店 岐阜県 各務原市
662153 三洋堂書店 各務原店 岐阜県 各務原市
661313 草叢ＢＯＯＫＳ 各務原店 岐阜県 各務原市
661524 こみかるはうす 鵜沼店 岐阜県 各務原市
661113 カルコス 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
661517 こみかるはうす 可児店 岐阜県 可児市
662145 三洋堂書店 高富店 岐阜県 山県市
662142 三洋堂書店 穂積店 岐阜県 瑞穂市
666213 宮脇書店 瑞穂店 岐阜県 瑞穂市
661123 カルコス 穂積店 岐阜県 瑞穂市
662176 三洋堂書店 本巣店 岐阜県 本巣市
663307 ＴＳＵＴＡＹＡ ブックストア モレラ岐阜 岐阜県 本巣市
662152 三洋堂書店 大和店 岐阜県 郡上市
662150 三洋堂書店 南濃店 岐阜県 海津市
667306 ピアゴ 笠松店 岐阜県 笠松町
662151 三洋堂書店 養老店 岐阜県 養老町
662179 三洋堂書店 垂井店 岐阜県 垂井町
662140 三洋堂書店 大野店 岐阜県 大野町



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
660203 いけだ書店 北方店 岐阜県 北方町
665351 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ御嵩店 岐阜県 御嵩町
633320 蔦屋書店 静岡本店 静岡県 葵区
634404 ＮＥＴ２１吉見書店 ⻯南店 静岡県 葵区
631129 柏屋書店 静岡県 葵区
636196 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店 静岡県 葵区
637184 谷島屋 パルシェ店 静岡県 葵区
637181 谷島屋 マークイズ静岡店 静岡県 葵区
637154 谷島屋 流通通り店 静岡県 葵区
633322 ＴＳＵＴＡＹＡ 静岡⻄脇店 静岡県 駿河区
637513 ＮＥＴ２１吉見書店 ⻑田店 静岡県 駿河区
635417 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ静岡店 静岡県 駿河区
636233 未来屋書店 清水店 静岡県 清水区
633307 ＴＳＵＴＡＹＡ 辻店 静岡県 清水区
635395 大和文庫 不二見店 静岡県 清水区
630428 江崎書店 ベイドリーム清水店 静岡県 清水区
633559 ⼾田書店 江尻台店 静岡県 清水区
633318 ＴＳＵＴＡＹＡ 清水春日店 静岡県 清水区
630155 アマノ 布橋店 静岡県 中区
630131 アマノ 高丘店 静岡県 中区
632404 精文館書店 領家店 静岡県 中区
637120 谷島屋 浜松本店 静岡県 中区
636238 未来屋書店 イオン浜松市野店 静岡県 東区
633317 ＴＳＵＴＡＹＡ 浜松中央店 静岡県 東区
630127 アマノ 有玉店 静岡県 東区
637156 谷島屋 イオンモール浜松志都呂店 静岡県 ⻄区
630165 アマノ 入野店 静岡県 ⻄区
633313 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店 静岡県 ⻄区
635115 明屋書店 渡瀬店 静岡県 南区
630145 Book アマノ 三方原店 静岡県 北区
635528 本の王国 ラフレ書店 静岡県 北区
637138 谷島屋 三方原店 静岡県 北区
632115 谷島屋 本沢合店 静岡県 浜北区
637164 谷島屋 サンストリート浜北店 静岡県 浜北区
635419 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ浜北店 静岡県 浜北区
637107 天⻯谷島屋 静岡県 天⻯区
633305 ＴＳＵＴＡＹＡ 沼津学園通り店 静岡県 沼津市
636157 マルサン書店 駅北店 静岡県 沼津市
631310 くまざわ書店 沼津店 静岡県 沼津市
635420 ＢＯＯＫＳえみたす ピアゴ香貫店 静岡県 沼津市
637189 谷島屋 ららぽーと沼津店 静岡県 沼津市
630152 未来屋書店 熱海店 静岡県 熱海市
630243 くまざわ書店 三島店 静岡県 三島市
633516 ⼾田書店 富士宮店 静岡県 富士宮市
637110 谷島屋 富士宮店 静岡県 富士宮市
635332 文教堂 伊東店 静岡県 伊東市
632127 本のサガミヤ デュオ店 静岡県 伊東市
637153 焼津谷島屋 アピタ島田店 静岡県 島田市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
632223 島田書店 花みずき店 静岡県 島田市
636241 未来屋書店 富士南店 静岡県 富士市
633309 ＴＳＵＴＡＹＡ 富士本吉原店 静岡県 富士市
637188 谷島屋 富士店 静岡県 富士市
630141 あおい書店 富士店コミック館 静岡県 富士市
637183 谷島屋 アピタ磐田店 静岡県 磐田市
632411 精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ豊田町店 静岡県 磐田市
637180 谷島屋 ららぽーと磐田店 静岡県 磐田市
637151 谷島屋 磐田店 静岡県 磐田市
636235 未来屋書店 焼津店 静岡県 焼津市
633310 ＴＳＵＴＡＹＡ グランリバー大井川店 静岡県 焼津市
635422 ＢＯＯＫＳえみたす 焼津店 静岡県 焼津市
636240 宮脇書店 掛川店 静岡県 掛川市
631406 ゲオ 掛川大池店 静岡県 掛川市
635385 藤枝江崎書店 駅南本店 静岡県 藤枝市
633557 ⼾田書店 藤枝東店 静岡県 藤枝市
632418 精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店 静岡県 御殿場市
636231 未来屋書店 袋井店 静岡県 袋井市
633306 ＴＳＵＴＡＹＡ 袋井国本店 静岡県 袋井市
630414 江崎書店 袋井店 静岡県 袋井市
630149 アシーネ 裾野店 静岡県 裾野市
635458 ジャック 鷲津駅前ブック館 静岡県 湖⻄市
633544 ⼾田書店 リブレ菊川店 静岡県 菊川市
635295 文教堂書店 大仁店 静岡県 伊豆の国市
637182 焼津谷島屋 アピタ大仁店 静岡県 伊豆の国市
633311 ＴＳＵＴＡＹＡ 相良店 静岡県 牧之原市
633304 ＴＳＵＴＡＹＡ 函南店 静岡県 函南町
633323 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
63308 ＴＳＵＴＡＹＡ すみや三島店 静岡県 清水町

636127 マルサン書店 サントムーン店 静岡県 清水町
638104 ＢＯＯＫＳランケイ社 静岡県 ⻑泉町
641514 こみかるはうす 池下駅店 愛知県 千種区
648103 らくだ書店 本店 愛知県 千種区
646164 丸善 イオンタウン千種店 愛知県 千種区
651334 くまざわ書店 千代田橋店 愛知県 千種区
640240 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ本山店 愛知県 千種区
646236 未来屋書店 ナゴヤドーム前店 愛知県 東区
642216 正文館書店 愛知県 東区
640228 ＴＳＵＴＡＹＡ 大曽根店 愛知県 東区
641203 金城堂 愛知県 北区
640234 くまざわ書店 アピタ名古屋北店 愛知県 北区
640250 ＴＳＵＴＡＹＡ 瑠璃光町店 愛知県 北区
648104 らくだ書店 城北店 愛知県 北区
646225 未来屋書店 名⻄店 愛知県 ⻄区
643313 ＴＳＵＴＡＹＡ 上小田井店 愛知県 ⻄区
643310 ツタヤブックストア 則武新町店 愛知県 ⻄区
643317 ツタヤブックストア 名鉄名古屋 愛知県 中村区
643315 ＴＳＵＴＡＹＡ 名古屋駅⻄店 愛知県 中村区
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640128 アニメイト 名古屋 愛知県 中村区
642265 ジュンク堂書店 名古屋店 愛知県 中村区
642156 三省堂書店 名古屋本店 愛知県 中村区
642277 ジュンク堂書店 名古屋栄店 愛知県 中区
646160 丸善 名古屋本店 愛知県 中区
646165 丸善 アスナル金山店 愛知県 中区
641312 くまざわ書店 名古屋セントラルパーク店 愛知県 中区
641124 鎌倉文庫 栄店 愛知県 中区
649110 Ｗｏｎｄｅｒ Ｇｏｏ 名古屋大須店 愛知県 中区
646219 未来屋書店 八事店 愛知県 昭和区
642126 三洋堂書店 いりなか店 愛知県 昭和区
642146 三洋堂書店 新開橋店 愛知県 瑞穂区

未来屋書店 新熱田店 愛知県 熱田区
642310 スマ本屋 名鉄神宮前店 愛知県 熱田区
643103 泰文堂書店 愛知県 熱田区
642138 三洋堂書店 中野橋店 愛知県 中川区
645222 光書店 ＴＳＵＴＡＹＡ⼾田店 愛知県 中川区
645204 光書店 高畑店 愛知県 中川区
642420 精文館書店 中島新町店 愛知県 中川区
640242 ＴＳＵＴＡＹＡ バロー⼾田店 愛知県 中川区
646226 未来屋書店 名古屋茶屋店 愛知県 港区
642142 三洋堂書店 当知店 愛知県 港区
640233 いけだ書店 東海通店 愛知県 港区
650153 未来屋書店 新瑞橋店 愛知県 南区
640223 くまざわ書店 名古屋南店 愛知県 南区
646216 未来屋書店 守山店 愛知県 守山区
642140 三洋堂書店 志段味店 愛知県 守山区
643316 草叢ＢＯＯＫＳ 新守山店 愛知県 守山区
642212 白沢書店 愛知県 守山区
646211 未来屋書店 大高店 愛知県 緑区
656249 未来屋書店 有松店 愛知県 緑区
645359 ＴＳＵＴＡＹＡ ブックセンター名豊 緑店 愛知県 緑区
641303 くまざわ書店 鳴海店 愛知県 緑区
646163 丸善 ヒルズウォーク徳重店 愛知県 緑区
645389 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ鳴海店 愛知県 緑区
640135 未来屋書店 名古屋東店 愛知県 名東区
640103 未来屋書店 メイトピア店 愛知県 名東区
642154 三洋堂書店 よもぎ店 愛知県 名東区
641515 こみかるはうす 藤が丘駅前店 愛知県 名東区
645384 ＢＯＯＫＳえみたす ピアゴ植田店 愛知県 天白区
656210 未来屋書店 豊橋南店 愛知県 豊橋市
652439 精文館書店 本店コミック館 愛知県 豊橋市
652415 精文館書店 幸店 愛知県 豊橋市
650228 精文館書店 商品部 愛知県 豊橋市
652431 精文館書店 汐田橋店 愛知県 豊橋市
652434 精文館書店 三ノ輪店 愛知県 豊橋市
652404 精文館書店 本店 愛知県 豊橋市
645511 豊川堂 アピタ向山店 愛知県 豊橋市
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655505 豊川堂 本店 愛知県 豊橋市
655349 未来屋書店 岡崎店 愛知県 岡崎市
651330 くまざわ書店 岡崎北店 愛知県 岡崎市
650262 ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎店 愛知県 岡崎市
650235 ＴＳＵＴＡＹＡ 岡崎インター店 愛知県 岡崎市
655557 本の王国 岡崎店 愛知県 岡崎市
656232 未来屋書店 木曽川店 愛知県 一宮市
656222 宮脇書店 尾⻄店 愛知県 一宮市
651539 こみかるはうす 尾⻄店 愛知県 一宮市
651317 くまざわ書店 一宮店 愛知県 一宮市
652447 精文館書店 尾張一宮店 愛知県 一宮市
652144 三洋堂書店 ひしの店 愛知県 瀬⼾市
651529 こみかるはうす 新瀬⼾店 愛知県 瀬⼾市
650259 ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬⼾店 愛知県 瀬⼾市
653313 ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬⼾共栄通店 愛知県 瀬⼾市
652165 三洋堂書店 乙川店 愛知県 半田市
642129 三洋堂書店 半田店 愛知県 半田市
653317 ＴＳＵＴＡＹＡ 半田店 愛知県 半田市
652117 三洋堂書店 鳥居松店 愛知県 春日井市
651318 くまざわ書店 イーアス春日井店 愛知県 春日井市
650258 ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店 愛知県 春日井市
655543 本の王国 高蔵寺店 愛知県 春日井市
653510 未来屋書店 豊川店 愛知県 豊川市
652124 三洋堂書店 豊川店 愛知県 豊川市
652425 精文館書店 豊川店 愛知県 豊川市
655553 本の王国 豊川店 愛知県 豊川市
655541 ボナンザ書房 津島本店 愛知県 津島市
652462 精文館書店 新津島店 愛知県 津島市
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
651312 くまざわ書店 刈谷店 愛知県 刈谷市
655540 本の王国 刈谷店 愛知県 刈谷市
652137 三洋堂書店 本新店 愛知県 豊田市
652129 三洋堂書店 梅坪店 愛知県 豊田市
652421 ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＡＳもとまち店 愛知県 豊田市
655555 本の王国 メグリア藤岡店 愛知県 豊田市
655536 本のメグリア 本店（トヨタ生協書籍部） 愛知県 豊田市

丸善 豊田Ｔ−ＦＡＣＥ店 愛知県 豊田市
651332 くまざわ書店 豊田店 愛知県 豊田市
652454 精文館書店 イオンスタイル豊田店 愛知県 豊田市
652446 精文館書店 新豊田店 愛知県 豊田市
651335 くまざわ書店 三河安城店 愛知県 安城市
652409 精文館書店 安城店 愛知県 安城市
655440 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ安城南店 愛知県 安城市
657330 本の王国 安城店 愛知県 安城市
652164 三洋堂書店 シャオ⻄尾店 愛知県 ⻄尾市
652153 三洋堂書店 ⻄尾店 愛知県 ⻄尾市
652410 精文館書店 ⻄尾店 愛知県 ⻄尾市
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655429 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ⻄尾店 愛知県 ⻄尾市
652460 精文館書店 蒲郡三谷店 愛知県 蒲郡市
652433 精文館書店 蒲郡店 愛知県 蒲郡市
651424 ゲオ クラスポ蒲郡店 愛知県 蒲郡市
655335 くまざわ書店 犬山店 愛知県 犬山市
656230 未来屋書店 常滑店 愛知県 常滑市
652145 三洋堂書店 江南店 愛知県 江南市
651540 こみかるはうす 江南店 愛知県 江南市
655430 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ江南⻄店 愛知県 江南市
656214 未来屋書店 小牧店 愛知県 小牧市
652163 三洋堂書店 こまき店 愛知県 小牧市
645351 くまざわ書店 桃花台店 愛知県 小牧市
655431 ＢＯＯＫＳえみたす リーフウォーク稲沢店 愛知県 稲沢市
650213 くまざわ書店 稲沢店 愛知県 稲沢市
657361 夢屋書店 ピアゴ新城店 愛知県 新城市
652125 三洋堂書店 大田川店 愛知県 東海市
651331 くまざわ書店 東海荒尾店 愛知県 東海市
652437 精文館書店 荒尾店 愛知県 東海市
653123 滝書店 愛知県 大府市
655424 ＴＳＵＴＡＹＡブックセンター名豊 大府店 愛知県 大府市
655552 本の王国 知多イトーヨーカドー店 愛知県 知多市
642127 三洋堂書店 知立店 愛知県 知立市
652108 三洋堂書店 城山店 愛知県 尾張旭市
651526 こみかるはうす ベルコート店 愛知県 尾張旭市
651112 活人堂 愛知県 尾張旭市
655556 本の王国 尾張旭店 愛知県 尾張旭市
642136 三洋堂書店 高浜Ｔぽーと店 愛知県 高浜市
652438 精文館書店 新高浜店 愛知県 高浜市
651316 くまざわ書店 岩倉店 愛知県 岩倉市
652458 精文館書店 豊明店 愛知県 豊明市
652162 三洋堂書店 かぐ山店 愛知県 日進市
652427 精文館書店 新田原店 愛知県 田原市
645507 豊川堂 セントファーレ田原店 愛知県 田原市
652152 三洋堂書店 清洲店 愛知県 清須市
650248 ＴＳＵＴＡＹＡ イオンタウン弥富店 愛知県 弥富市
656226 未来屋書店 三好店 愛知県 みよし市
655531 本のメグリア 三好店 愛知県 みよし市
655444 ＢＯＯＫＳえみたす 甚目寺店 愛知県 あま市
656231 未来屋書店 ⻑久手店 愛知県 ⻑久手市
655445 ＢＯＯＫＳえみたす ⻑久手店 愛知県 ⻑久手市
651319 くまざわ書店 ⻑久手店 愛知県 ⻑久手市
653319 ツタヤブックストア ららぽーと愛知東郷 愛知県 東郷町
651518 こみかるはうす 大口店 愛知県 大口町
650242 いけだ書店 大口店 愛知県 大口町
656225 未来屋書店 扶桑店 愛知県 扶桑町
655235 光書店 ＴＳＵＴＡＹＡ大治店 愛知県 大治町
651327 くまざわ書店 阿久比店 愛知県 阿久比町
656233 未来屋書店 東浦店 愛知県 東浦町
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653316 ＴＳＵＴＡＹＡ 東浦店 愛知県 東浦町
657360 夢屋書店 ピアゴ幸田店 愛知県 幸田町
652455 精文館書店 幸田店 愛知県 幸田町
773302 未来屋書店 津城山店 三重県 津市
776235 未来屋書店 津南店 三重県 津市
772172 三洋堂書店 白塚店 三重県 津市
771210 金⻘堂書店 三重県 津市
775408 別所書店 イオン津店 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
773307 ゲオ 久居インター店 三重県 津市
775423 別所書店 修成店 三重県 津市
770313 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ久居店 三重県 津市
776226 宮脇書店 久居インター店 三重県 津市
775510 本の王国 コミック＆キッズ館 三重県 津市
776236 未来屋書店 四日市北店 三重県 四日市市
776238 未来屋書店 四日市尾平店 三重県 四日市市
776221 未来屋書店 日永店 三重県 四日市市
772174 三洋堂書店 生桑店 三重県 四日市市
772105 三洋堂書店 富田店 三重県 四日市市
775358 ＢＰ ｍｉｙｏｋｋａ！？ 四日市泊店 三重県 四日市市
775205 丸善 四日市店 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
776240 宮脇書店 四日市本店 三重県 四日市市
776239 未来屋書店 伊勢店 三重県 伊勢市
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
777309 夢屋書店 ピアゴ嬉野店 三重県 松阪市
771304 くまざわ書店 松阪店 三重県 松阪市
775509 本の王国 松阪川井町店 三重県 松阪市
771301 未来屋書店 桑名店 三重県 桑名市
772170 三洋堂書店 星川店 三重県 桑名市
772121 三洋堂書店 桑名店 三重県 桑名市
772214 ＴＳＵＴＡＹＡ 桑名店 三重県 桑名市
776213 未来屋書店 鈴鹿店 三重県 鈴鹿市
773304 ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿中央通店 三重県 鈴鹿市
771407 ゲオ 鈴鹿磯山店 三重県 鈴鹿市
771506 コメリ書房 鈴鹿店 三重県 鈴鹿市
772173 三洋堂書店 名張店 三重県 名張市
775346 ＢＯＯＫＳ ＡＲＵＤＥ 三重県 名張市
771405 ゲオ ⻲山エコー店 三重県 ⻲山市
770226 イオン 大安書籍売場 三重県 いなべ市
772229 三洋堂書店 北勢店 三重県 いなべ市
771408 ゲオ 志摩店 三重県 志摩市
770212 いけだ書店 伊賀上野店 三重県 伊賀市
771507 コメリ書房 上野店 三重県 伊賀市
776231 未来屋書店 東員店 三重県 東員町
772126 三洋堂書店 菰野店 三重県 菰野町



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
766212 未来屋書店 大津京店 滋賀県 大津市
763308 ＴＳＵＴＡＹＡ 大津テラス店 滋賀県 大津市
761106 本のがんこ堂 石山駅前店 滋賀県 大津市
760116 イズミヤ堅田店 アミーゴ 滋賀県 大津市
762132 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
763307 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ瀬田店 滋賀県 大津市
760404 平和書店 坂本店 滋賀県 大津市
760515 大垣書店 フォレオ大津一里山店 滋賀県 大津市
765400 平和書店 アル・プラザ彦根店 滋賀県 彦根市
762108 サンミュージック ハイパーブックス彦根 滋賀県 彦根市
765415 平和書店 ビバシティ彦根店 滋賀県 彦根市
762123 三洋堂書店 ⻑浜店 滋賀県 ⻑浜市
762122 三洋堂書店 高月店 滋賀県 ⻑浜市
760210 イオン ⻑浜店書籍売場 滋賀県 ⻑浜市
760207 いけだ書店 ⻑浜店 滋賀県 ⻑浜市
767307 サンミュージック ⻑浜店 滋賀県 ⻑浜市
762124 サンミュージック ハイパーブックス⻑浜 滋賀県 ⻑浜市
762116 三洋堂書店 近江八幡店 滋賀県 近江八幡市
765512 本のがんこ堂 アクア店 滋賀県 近江八幡市
760415 平和書店 アル・プラザ近江八幡店 滋賀県 近江八幡市
764403 サンミュージック 近江八幡店 滋賀県 近江八幡市
766207 宮脇書店 近江八幡店 滋賀県 近江八幡市
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
362120 ハイパーブックス かがやき通り店 滋賀県 草津市
762128 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
765212 ブックハウスひらがき Ａスクエア店 滋賀県 草津市
763314 TSUTAYA BOOKSTORE 近鉄草津 滋賀県 草津市
765509 本のがんこ堂 守山店 滋賀県 守山市
762119 サンミュージック 守山店 滋賀県 守山市
766211 宮脇書店 ピエリ守山店 滋賀県 守山市
760406 平和書店 アル・プラザ守山店 滋賀県 守山市
760413 平和書店 アル・プラザ栗東店 滋賀県 栗東市
762102 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 水口 滋賀県 甲賀市
762131 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
760417 平和書店 アル・プラザ水口店 滋賀県 甲賀市
765348 ふたば書房 野洲店 滋賀県 野洲市
760410 平和書店 石部店 滋賀県 湖南市
763305 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店 滋賀県 高島市
760414 平和書店 今津店 滋賀県 高島市
762121 三洋堂書店 八日市店 滋賀県 東近江市
760412 平和書店 アル・プラザ八日市店 滋賀県 東近江市
762117 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
763116 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店 滋賀県 東近江市
765412 平和書店 フレンドタウン日野店 滋賀県 日野町
762118 三洋堂書店 豊郷店 滋賀県 豊郷町
750517 大垣書店 ビブレ店 京都府 北区
755421 ふたば書房 紫野店 京都府 北区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
753314 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ松ヶ崎店 京都府 左京区
750225 アバンティブックセンター 洛北店 京都府 左京区
756150 丸善 京都本店 京都府 中京区
755274 ふたば書房 御池ゼスト店 京都府 中京区
750523 大垣書店 高島屋京都店 京都府 下京区
751303 くまざわ書店 四条烏丸店 京都府 下京区
751304 くまざわ書店 京都ポルタ店 京都府 下京区
750537 大垣書店 京都ヨドバシ店 京都府 下京区
753323 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク 京都府 下京区
750539 大垣書店 イオンモール京都桂川店 京都府 南区
751403 恵文社 ⻄大路店 京都府 南区
755346 ふたば書房 京都駅八条口店 京都府 南区
750126 アバンティブックセンター 京都店 京都府 南区
750547 大垣書店 京都ファミリー店 京都府 右京区
753134 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ太秦店 京都府 右京区
750530 大垣書店 イオンモール京都五条店 京都府 右京区
751305 くまざわ書店 桃山店 京都府 伏見区
750239 アミーゴ書店 六地蔵店 京都府 伏見区
753317 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ藤の森店 京都府 伏見区
750521 大垣書店 醍醐店 京都府 伏見区
755426 ふたば書房 山科駅前店 京都府 山科区
755338 大垣書店 ブックパル 山科店 京都府 山科区
757109 山科書店 ラクト店 京都府 山科区
755428 ふたば書房 洛⻄店 京都府 ⻄京区
755291 大垣書店 ブックパル 桂南店 京都府 ⻄京区
751248 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ 福知山店 京都府 福知山市
756223 宮脇書店 福知山店 京都府 福知山市
755419 福島文進堂 福知山駅南町店 京都府 福知山市
755422 平和書店 らぽーる東舞鶴店 京都府 舞鶴市
756230 宮脇書店 舞鶴店 京都府 舞鶴市
756217 宮脇書店 綾部店 京都府 綾部市
753318 平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店 京都府 宇治市
750520 平和書店 アル・プラザ宇治東店 京都府 宇治市
755405 富士書房 大久保店 京都府 宇治市
753321 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻲岡店 京都府 ⻲岡市
756213 宮脇書店 ⻲岡店 京都府 ⻲岡市
750516 大垣書店 ⻲岡店 京都府 ⻲岡市
750401 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店 京都府 城陽市
750130 アバンティブックセンター ⻑岡店 京都府 ⻑岡京市
750323 ＷＡＹ書店 イズミヤ八幡店 京都府 八幡市
750403 平和書店 アル・プラザ京田辺店 京都府 京田辺市
753324 ＴＳＵＴＡＹＡ松井山手駅前店 京都府 京田辺市
756237 未来屋書店 高の原店 京都府 木津川市
756221 宮脇書店 木津川店 京都府 木津川市
755392 富士書房 木津店 京都府 木津川市
756238 未来屋書店 久御山店 京都府 久御山町
750144 ＡＣＡＤＥＭＩＡ けいはんな店 京都府 精華町
756102 まるぜん書店 野田川店 京都府 与謝野町



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
713508 トーワブックス 毛馬店 大阪府 都島区
711239 紀伊國屋書店 京橋店 大阪府 都島区
710159 アミーゴ書店 都島店 大阪府 都島区
711523 コーナンＢＯＯＫＳ 福島大開店 大阪府 福島区
713117 田村書店 ⻄九条店 大阪府 此花区
716225 未来屋書店 大阪ドームシティ店 大阪府 ⻄区
715295 ブックスＢ 大阪府 港区
715372 ＴＳＵＴＡＹＡ 大正千島店 大阪府 大正区
714148 中川修文堂 大阪府 天王寺区
715424 文学館 玉造店 大阪府 天王寺区
715207 ジュンク堂書店 上本町店 大阪府 天王寺区
711311 くまざわ書店 天王寺店 大阪府 天王寺区
711259 紀伊國屋書店 天王寺ミオ店 大阪府 天王寺区
717134 ヤマダ電機 ＬＡＢＩ１なんば店 大阪府 浪速区
710173 アニメイト 大阪日本橋店 大阪府 浪速区
712250 ジュンク堂書店 難波店 大阪府 浪速区
711312 くまざわ書店 ポーズなんばパークス店 大阪府 浪速区
710193 アミーゴ書店 東淀川店 大阪府 東淀川区
713104 田村書店 上新庄店 大阪府 東淀川区
715411 ブックスリーブル 大阪府 生野区
715119 花谷書店 大阪府 生野区
711251 キャップ書店 千林店 大阪府 旭区
715426 平和書店 フレンドタウン深江橋店 大阪府 城東区
712271 ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 大阪府 阿倍野区
711308 くまざわ書店 阿倍野店 大阪府 阿倍野区
711245 喜久屋書店 漫画館阿倍野店 大阪府 阿倍野区
723347 ＴＳＵＴＡＹＡ あべの橋店 大阪府 阿倍野区
713320 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻑居駅前店 大阪府 住吉区
715102 パルネット 駅前アビコ店 大阪府 住吉区
711514 後藤書店 大阪府 住吉区
713129 田村書店 天下茶屋店 大阪府 ⻄成区
715431 ブックスタジオ アルデ新大阪店 大阪府 淀川区
715283 ブックスタジオ 新大阪 大阪府 淀川区
718214 リブロ イオンモール鶴見店 大阪府 鶴見区
713313 正和堂書店 大阪府 鶴見区
716201 水嶋書房 住之江店 大阪府 住之江区
712122 さきしま書店 大阪府 住之江区
716236 未来屋書店 平野駅前店 大阪府 平野区
716266 未来屋書店 喜連瓜破店 大阪府 平野区
715342 アシーネ ⻑吉店 大阪府 平野区
710314 梅田 蔦屋書店 大阪府 北区
711257 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 大阪府 北区
715114 ブックファースト 梅田２階店 大阪府 北区
716131 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂 梅田店 大阪府 北区
712219 ジュンク堂書店 大阪本店 大阪府 北区
711229 紀伊國屋書店 梅田本店 大阪府 北区
715421 文教堂 中之島フェスティバルプラザ店 大阪府 北区
714404 清風堂書店  大阪府 北区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
711500 ブックスタジオ 大阪店 大阪府 北区
713515 トーワブックス 大阪府 北区
714221 ⻄日本書店 大阪府 北区
715408 文教堂書店 淀屋橋店 大阪府 中央区
713309 TSUTAYA EBISUBASHI 大阪府 中央区
712230 ジュンク堂書店 天満橋店 大阪府 中央区
716132 丸善 高島屋大阪店 大阪府 中央区
710153 旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店 大阪府 中央区
711234 紀伊國屋書店 本町店 大阪府 中央区
715480 ブックファースト クリスタ⻑堀店 大阪府 中央区
715277 ブックスキヨスク 森ノ宮店 大阪府 中央区
713326 ＴＳＵＴＡＹＡ 堺南店 大阪府 堺区
720571 大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店 大阪府 堺区
726169 丸善 高島屋堺店 大阪府 堺区
725152 パルネット ベルマージュ堺店 大阪府 堺区
713315 ＴＳＵＴＡＹＡ 堺プラットプラット店 大阪府 堺区
723352 ＴＳＵＴＡＹＡ 深井店 大阪府 中区
725263 ＴＳＵＴＡＹＡ 府大前店 大阪府 中区
722241 （株）カメリア書院バンブーハウス 大阪府 東区
711320 くまざわ書店 津久野店 大阪府 ⻄区
721261 紀伊國屋書店 アリオ鳳店 大阪府 ⻄区
724215 ⻄村書店 大阪府 ⻄区
720260 アバンティブックセンター 光明池店 大阪府 南区
725513 けやき書房 大阪府 南区
725306 ブックス ファミリア 堺店 大阪府 北区
720335 ＷＡＹ書店 フレスポしんかな店 大阪府 北区
721232 木下書店 下松店 大阪府 岸和田市
720243 アバンティブックセンターラパーク岸和田店 大阪府 岸和田市
723315 ＴＳＵＴＡＹＡ 上新田店 大阪府 豊中市
720432 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＰＯＴ 伊丹空港 大阪府 豊中市
725153 ブックファースト 曽根店 大阪府 豊中市
720558 大垣書店 豊中緑丘店 大阪府 豊中市
723107 田村書店 緑地店 大阪府 豊中市
723108 田村書店 イオンＳＥＮＲＩＴＯ店 大阪府 豊中市
723114 田村書店 千里中央店 大阪府 豊中市
720232 未来屋書店 北千里店 大阪府 吹田市
726143 アシーネ 吹田店 大阪府 吹田市
728207 リブロ 江坂店 大阪府 吹田市
725426 ブックファースト デュー阪急山田店 大阪府 吹田市
723156 田村書店 吹田さんくす店 大阪府 吹田市
723120 田村書店 南千里店 大阪府 吹田市
723339 ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府 吹田市
726252 水嶋書房 泉大津店 大阪府 泉大津市
726272 未来屋書店 高槻店 大阪府 高槻市
723329 ＴＳＵＴＡＹＡ 高槻南店 大阪府 高槻市
723130 ダイハン書房 高槻店 大阪府 高槻市
725113 ⻑谷川書店 津之江店 大阪府 高槻市
720520 大垣書店 高槻店 大阪府 高槻市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
722275 ジュンク堂書店 松坂屋高槻店 大阪府 高槻市
721243 紀伊國屋書店 高槻阪急店 大阪府 高槻市
714403 ＮＥＴ２１高槻サンクス富田店 大阪府 高槻市
723119 田村書店 富田店 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
725257 ＢＯＯＫＳ ふかだ 守口店 大阪府 守口市
720326 ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日店 大阪府 守口市
721319 くまざわ書店 守口店 大阪府 守口市
723353 ＴＳＵＴＡＹＡ 牧野高校前店 大阪府 枚方市
726281 水嶋書房 枚方市駅店 大阪府 枚方市
726282 水嶋書房 ニトリモール枚方店 大阪府 枚方市
726214 水嶋書房 くずはモール店 大阪府 枚方市
725433 枚方 蔦屋書店 大阪府 枚方市
720155 平和書店 アル・プラザ枚方店 大阪府 枚方市
726225 水嶋書房 くずは駅店 大阪府 枚方市
721412 ゲオ くらわんか枚方店 大阪府 枚方市
726271 未来屋書店 新茨木店 大阪府 茨木市
725250 未来屋書店 茨木店 大阪府 茨木市
720421 平和書店 アル・プラザ茨木店 大阪府 茨木市
722157 サンミュージック ハイパーブックス茨木 大阪府 茨木市
725474 ふたば書房 茨木店 大阪府 茨木市
723514 ⻁谷誠々堂書店 ロサヴィア店 大阪府 茨木市
723106 田村書店 南茨木店 大阪府 茨木市
723340 ＴＳＵＴＡＹＡ リノアス八尾店 大阪府 八尾市
726160 丸善 八尾アリオ店 大阪府 八尾市
723327 ＴＳＵＴＡＹＡ 八尾老原店 大阪府 八尾市
720339 ＷＡＹ書店 イズミヤ八尾店 大阪府 八尾市
721513 高坂書店 八尾店 大阪府 八尾市
726269 未来屋書店 日根野店 大阪府 泉佐野市
726258 宮脇書店 泉佐野店 大阪府 泉佐野市
726285 水嶋書房 泉佐野店 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
720259 アバンティブックセンター 寝屋川店 大阪府 寝屋川市
710408 平和書店 アル・プラザ香里園店 大阪府 寝屋川市
725469 好屋書店 南花台店 大阪府 河内⻑野市
721247 キャップ書店 河内⻑野店 大阪府 河内⻑野市
726141 松田書店 大阪府 河内⻑野市
723335 ＴＳＵＴＡＹＡ 天美店 大阪府 松原市
725134 パルネット 松原駅前店 大阪府 松原市
726173 丸善 セブンパーク天美店 大阪府 松原市
725159 パルネット 正文堂書店 大阪府 松原市
723171 文教堂書店 住道店 大阪府 大東市
721226 紀伊國屋書店 大阪産業大学ブックセンター 大阪府 大東市
720180 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 大阪府 大東市
722120 未来屋書店 和泉府中店 大阪府 和泉市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
723334 ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉２６号線店 大阪府 和泉市
720408 木下書店 エコール店 大阪府 和泉市
723344 ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉観音寺店 大阪府 和泉市
723157 田村書店 ららぽーと和泉店 大阪府 和泉市
726303 宮脇書店 コムボックス光明池店 大阪府 和泉市
721317 くまざわ書店 みのおキューズモール店 大阪府 箕面市
726246 宮脇書店 大阪柏原店 大阪府 柏原市
720108 ホビーアリモト 大阪府 羽曳野市
725401 ブックスファミリア 羽曳野店 大阪府 羽曳野市
726167 マザーブックス 大阪府 羽曳野市
720287 アシーネ 古川橋駅前店 大阪府 門真市
720114 アミーゴ書店 門真店 大阪府 門真市
721531 コーナンＢＯＯＫＳ 摂津鳥飼⻄店 大阪府 摂津市
723111 田村書店 千里丘店 大阪府 摂津市
723341 ツタヤブックストア アプラたかいし 大阪府 高石市
720262 アバンティブックセンター 藤井寺店 大阪府 藤井寺市
721518 未来屋書店 鴻池店 大阪府 東大阪市
726275 未来屋書店 小阪店 大阪府 東大阪市
721511 ヒバリヤ書店 コミックランドヒバリヤ 大阪府 東大阪市
726283 未来屋書店 りんくう泉南店 大阪府 泉南市
726280 未来屋書店 四條畷店 大阪府 四條畷市
726204 水嶋書房 金剛店 大阪府 大阪狭山市
725109 パルネット 金剛店 大阪府 大阪狭山市
720332 ＷＡＹ わくわくシティ尾崎店 大阪府 阪南市
725171 ⻑谷川書店 水無瀬駅前店 大阪府 島本町
733119 ダイハン書房 岡本店 兵庫県 東灘区
736405 メトロ書店 神⼾御影店 兵庫県 東灘区
732207 ジュンク堂書店 神⼾住吉店 兵庫県 東灘区
730142 アミーゴ書店 六甲道店 兵庫県 灘区
735106 ブックファースト 六甲店 兵庫県 灘区
731229 喜久屋書店 神⼾南店 兵庫県 兵庫区
731406 ゲオ 新開地店 兵庫県 兵庫区
731226 喜久屋書店 東急プラザ新⻑田店 兵庫県 ⻑田区
731228 喜久屋書店 須磨パティオ店 兵庫県 須磨区
732243 未来屋書店 ジェームス山店 兵庫県 垂水区
732251 ジュンク堂書店 舞子店 兵庫県 垂水区
735414 ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店 兵庫県 垂水区
733306 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻄鈴蘭台店 兵庫県 北区
731303 くまざわ書店 藤原台店 兵庫県 北区
736203 宮脇書店 神⼾北店 兵庫県 北区
731234 喜久屋書店 北神⼾店 兵庫県 北区
730504 大垣書店 プリコ神⼾店 兵庫県 中央区
732221 ジュンク堂書店 三宮店 兵庫県 中央区
731232 紀伊國屋書店 神⼾阪急店 兵庫県 中央区
730503 大垣書店 神⼾ハーバーランドｕｍｉｅ店 兵庫県 中央区
735321 喜久屋書店 ⻄神中央店 兵庫県 ⻄区
735327 ブックフォーラム 伊川谷店 兵庫県 ⻄区
733317 ツタヤブックストア エキソアレ⻄神中央 兵庫県 ⻄区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
730165 アミーゴ書店 ⻄神南店 兵庫県 ⻄区
731216 喜久屋書店 神⼾学園都市店 兵庫県 ⻄区
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
745282 未来屋書店 東山店 兵庫県 姫路市
743309 ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路広峰店 兵庫県 姫路市
741224 喜久屋書店 辻井店 兵庫県 姫路市
743319 ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路飾磨店 兵庫県 姫路市
742234 ジュンク堂書店 姫路店 兵庫県 姫路市
745361 喜久屋書店 姫路店 兵庫県 姫路市
745468 喜久屋書店 花田店 兵庫県 姫路市
743305 ＴＳＵＴＡＹＡ 熊見店 兵庫県 姫路市
736225 未来屋書店 尼崎店 兵庫県 尼崎市
730150 未来屋書店 塚口店 兵庫県 尼崎市
743321 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ尼崎店 兵庫県 尼崎市
732245 湘南宝書店 尼崎店 兵庫県 尼崎市
735299 ブックスキヨスク 尼崎店 兵庫県 尼崎市
745411 ブックファースト 阪神尼崎店 兵庫県 尼崎市
741221 キャップ書店 立花店 兵庫県 尼崎市
745461 ふたば書房 つかしん店 兵庫県 尼崎市
733132 ダイハン書房 本店 兵庫県 尼崎市
733110 田村書店 武庫之荘北店 兵庫県 尼崎市
746228 未来屋書店 明石店 兵庫県 明石市
746243 未来屋書店 土山店 兵庫県 明石市
742269 ジュンク堂書店 明石店 兵庫県 明石市
748207 リブロ ⻄明石店 兵庫県 明石市
743368 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ⻄明石店 兵庫県 明石市
731230 喜久屋書店 ⻄宮東店 兵庫県 ⻄宮市
745466 ブックファースト 阪急⻄宮ガーデンズ店 兵庫県 ⻄宮市
732252 ジュンク堂書店 ⻄宮店 兵庫県 ⻄宮市
746246 宮脇書店 ⻄宮店 兵庫県 ⻄宮市
741309 くまざわ書店 コロワ甲子園店 兵庫県 ⻄宮市
740142 旭屋書店 ららぽーと甲子園店 兵庫県 ⻄宮市
735101 ブックファースト ⻄宮店 兵庫県 ⻄宮市
735509 コーナンＢＯＯＫＳ ⻄宮今津店 兵庫県 ⻄宮市
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
746224 未来屋書店 伊丹店 兵庫県 伊丹市
743313 ＴＳＵＴＡＹＡ 阪急伊丹駅前店 兵庫県 伊丹市
745286 文学館 ターミナル店 兵庫県 伊丹市
746229 未来屋書店 伊丹昆陽店 兵庫県 伊丹市
745374 明屋書店 ブックスユートピア 野間店 兵庫県 伊丹市
745289 ブックフォーラム 相生店 兵庫県 相生市
741206 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ 豊岡店 兵庫県 豊岡市
746209 未来屋書店 加古川店 兵庫県 加古川市
743320 ＴＢＳ 加古川ミーツテラス 兵庫県 加古川市
745398 くまざわ書店 加古川店 兵庫県 加古川市
746241 宮脇書店 加古川店 兵庫県 加古川市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
740317 うかいや書店 石守店 兵庫県 加古川市
746205 未来屋書店 赤穂店 兵庫県 赤穂市
743318 ＴＳＵＴＡＹＡ フレスポ赤穂店 兵庫県 赤穂市
745367 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻄脇店 兵庫県 ⻄脇市
745413 文林⻄村書店 兵庫県 ⻄脇市
734404 ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店 兵庫県 宝塚市
741217 文教堂キャップ書店 逆瀬川店 兵庫県 宝塚市
743308 ＴＳＵＴＡＹＡ 宝塚店 兵庫県 宝塚市
745454 ブックファースト 宝塚店 兵庫県 宝塚市
740151 アバンティブックセンター 宝塚中山店 兵庫県 宝塚市
746231 未来屋書店 三木店 兵庫県 三木市
745351 ＴＳＵＴＡＹＡ 三木店 兵庫県 三木市
746213 未来屋書店 アスパ高砂店 兵庫県 高砂市
743310 ＴＳＵＴＡＹＡ 高砂米田店 兵庫県 高砂市
741211 紀伊國屋書店 川⻄店 兵庫県 川⻄市
743112 田村書店 川⻄店 兵庫県 川⻄市
742112 未来屋書店 小野店 兵庫県 小野市
745111 パルネット 小野店 兵庫県 小野市
745214 未来屋書店 三田ウッディタウン店 兵庫県 三田市
740147 アミーゴ書店 フラワータウン店 兵庫県 三田市
740123 あかね書房 ウッディタウン店 兵庫県 三田市
736206 未来屋書店 加⻄北条店 兵庫県 加⻄市
744202 FM⻄村書店 加⻄店 兵庫県 加⻄市
743312 ＴＳＵＴＡＹＡ 篠山店 兵庫県 丹波篠山市
745373 未来屋書店 氷上店 兵庫県 丹波市
746245 宮脇書店 新広田店 兵庫県 南あわじ市
746208 未来屋書店 和田山店 兵庫県 朝来市
746222 未来屋書店 山崎店 兵庫県 宍粟市
746219 未来屋書店 社店 兵庫県 加東市
740307 うかいや書店 島田店 兵庫県 たつの市
740309 うかいや書店 龍野店 兵庫県 たつの市
733113 田村書店 猪名川店 兵庫県 猪名川町
744209 ⻄村書店 土山店 兵庫県 播磨町
740328 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ 福崎店 兵庫県 福崎町
740371 うかいや書店 福崎店 兵庫県 福崎町
740315 うかいや書店 太子南店 兵庫県 太子町
743314 ＴＳＵＴＡＹＡ 太子店 兵庫県 太子町
782108 三洋堂書店 大安寺店 奈良県 奈良市
784114 奈良 蔦屋書店 奈良県 奈良市
782231 ジュンク堂書店 奈良店 奈良県 奈良市
781411 啓林堂書店 奈良店 奈良県 奈良市
781403 啓林堂書店 新大宮店 奈良県 奈良市
786213 宮脇書店 奈良店 奈良県 奈良市
781409 啓林堂書店 学園前店 奈良県 奈良市
780321 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ奈良押熊店 奈良県 奈良市
786101 マツモト書店 奈良県 大和高田市
786223 宮脇書店 大和高田店 奈良県 大和高田市
785367 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ大和郡山店 奈良県 大和郡山市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
781402 啓林堂書店 奈良県 大和郡山市
784118 ジャパンブックス 郡山店 奈良県 大和郡山市
786212 未来屋書店 天理店 奈良県 天理市
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
780117 ＴＳＵＴＡＹＡ アクロスプラザ橿原店 奈良県 橿原市
785345 ラックス 橿原店 奈良県 橿原市
781208 喜久屋書店 橿原店 奈良県 橿原市
781206 ジュンク堂書店 橿原店 奈良県 橿原市
782106 三洋堂書店 桜井店 奈良県 桜井市
785358 ＴＳＵＴＡＹＡ 桜井店 奈良県 桜井市
782302 スーパーセンターＷＡＹ 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
781417 啓林堂書店 生駒店 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 平群町
781507 好屋書店 結崎店 奈良県 川⻄町
785368 ＢＯＯＫＳえみたす アピタ⻄大和店 奈良県 上牧町
781207 キャップ書店 王寺店 奈良県 王寺町
786113 万葉書店 真美ヶ丘店 奈良県 広陵町
780330 ＷＡＹ書店 イズミヤ広陵店 奈良県 広陵町
796216 未来屋書店 和歌山店 和歌山県 和歌山市
790227 イズミヤ ブックアミーゴ紀伊川辺店 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
790125 アニメイト 和歌山 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
796208 宮脇書店 和歌山店 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
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
790109 アバンティブックセンター 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
793306 本と文具ツモリ ⻄部店 和歌山県 橋本市
790328 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ 橋本店 和歌山県 橋本市
793501 とこり書店 和歌山県 有田市
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
793108 多屋孫書店 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
790330 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ 新宮仲之町店 和歌山県 新宮市
790326 スーパーセンターＷＡＹ 南紀店 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 有田川町
790323 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ美浜店 和歌山県 美浜町
790308 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ串本店 和歌山県 串本町
831203 喜久屋書店 国府店 鳥取県 鳥取市
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830216 今井書店 吉成コミック店 鳥取県 鳥取市
835328 今井書店 湖山メディア館 鳥取県 鳥取市
833305 ＴＳＵＴＡＹＡ 東福原店 鳥取県 米子市
833311 ＴＳＵＴＡＹＡ 弓ヶ浜店 鳥取県 米子市
831101 ＴＳＵＴＡＹＡ 角盤町店 鳥取県 米子市
830208 今井書店 錦町店 鳥取県 米子市
835505 本の学校 今井ブックセンター 鳥取県 米子市
835336 ＢｏｏｋＹａｒｄ.ＣＨＡＰＴＥＲ３ 鳥取県 米子市
830217 今井書店 倉吉パープルタウン店 鳥取県 倉吉市
831302 今井書店 倉吉店 鳥取県 倉吉市
832105 今井書店 境港店 鳥取県 境港市
836202 宮脇書店 境港店 鳥取県 境港市
833512 鳥取ブックセンター 郡家店 鳥取県 八頭町
830220 今井書店 アプト店 鳥取県 琴浦町
836209 宮脇書店 イオンモール日吉津店 鳥取県 日吉津村
846211 宮脇書店 イオン松江店 島根県 松江市
845328 今井書店 学園通り店 島根県 松江市
840206 今井書店 グループセンター店 島根県 松江市
845307 ブックセンタージャスト 浜田店 島根県 浜田市
846204 宮脇書店 ゆめタウン斐川店 島根県 出雲市
845345 ブックセンターコスモ 出雲店 島根県 出雲市
846210 宮脇書店 イオンモール出雲店 島根県 出雲市
840210 今井書店 ゆめタウン出雲店 島根県 出雲市
846108 今井書店 出雲店 島根県 出雲市
846401 明林堂書店 益田店 島根県 益田市
845350 ブックセンタージャスト 高津店 島根県 益田市
840212 今井書店 安来プラーナ店 島根県 安来市
840223 今井書店 木次マルシェリーズ店 島根県 雲南市
845309 文英堂書店 島根県 斐川町
816250 未来屋書店 岡山店 岡山県 北区
813327 ツタヤブックストア 岡山駅前 岡山県 北区
813336 ＴＳＵＴＡＹＡ 大安寺店 岡山県 北区
813310 ＴＳＵＴＡＹＡ 津島モール店 岡山県 北区
813325 ＴＳＵＴＡＹＡ 十日市店 岡山県 北区
811403 啓文社 岡山本店 岡山県 北区
816127 丸善 さんすて岡山店 岡山県 北区
816105 丸善 岡山シンフォニービル店 岡山県 北区
811209 紀伊國屋書店 クレド岡山店 岡山県 北区
811217 紀伊國屋書店 エブリイ津高店 岡山県 北区
816233 宮脇書店 岡山本店 岡山県 北区
816260 宮脇書店 岡北店 岡山県 北区
815395 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＺ平井店 岡山県 中区
816243 宮脇書店 新東岡山店 岡山県 中区
813323 ＴＳＵＴＡＹＡ 高屋店 岡山県 中区
813318 ＴＳＵＴＡＹＡ 岡山⻄大寺店 岡山県 東区
816227 宮脇書店 新平島店 岡山県 東区
814102 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＺ岡南店 岡山県 南区
813306 ＴＳＵＴＡＹＡ 新古新田店 岡山県 南区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
816242 宮脇書店 Ｐモール藤田店 岡山県 南区
813324 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＺ玉島店 岡山県 倉敷市
813320 ＴＳＵＴＡＹＡ 中島店 岡山県 倉敷市
813315 ＴＳＵＴＡＹＡ 水島店 岡山県 倉敷市
816258 宮脇書店 倉敷駅ビル店 岡山県 倉敷市
816225 宮脇書店 笹沖店 岡山県 倉敷市
816230 宮脇書店 中島店 岡山県 倉敷市
816213 宮脇書店 児島店 岡山県 倉敷市
816246 宮脇書店 ゆめタウン倉敷店 岡山県 倉敷市
816249 宮脇書店 倉敷マスカット店 岡山県 倉敷市
811208 喜久屋書店 倉敷店 岡山県 倉敷市
815405 津山ブックセンター アルネ店 岡山県 津山市
813302 津山ブックセンター 本店 岡山県 津山市
816218 宮脇書店 笠岡店 岡山県 笠岡市
813321 ＴＳＵＴＡＹＡ 井原店 岡山県 井原市
818102 ＴＳＵＴＡＹＡ 総社東店 岡山県 総社市
816222 宮脇書店 総社店 岡山県 総社市
811110 開進堂書店 高梁店 岡山県 高梁市
813338 ＴＳＵＴＡＹＡ Ｊ 山陽店 岡山県 赤磐市
813333 津山ブックセンター 真庭店 岡山県 真庭市
814103 中島書店 美作店 岡山県 美作市
820114 アニメイト 広島 広島県 中区
822222 ＭＡＲＵＺＥＮ 広島店 広島県 中区
821215 紀伊國屋書店 広島店 広島県 中区
821544 廣文館 フジグラン広島店 広島県 中区
826218 未来屋書店 宇品店 広島県 南区
822229 ジュンク堂書店 広島駅前店 広島県 南区
820406 エディオン 蔦屋家電 広島県 南区
821225 紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店 広島県 南区
825417 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ宇品店 広島県 南区
821509 廣文館 新幹線店 広島県 南区
825397 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 横川店 広島県 ⻄区
825435 フタバ図書ツタヤ アルティアルパーク北棟 広島県 ⻄区
825238 広島 蔦屋書店 広島県 ⻄区
825131 ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン緑井店 広島県 安佐南区
821528 廣文館 緑井天満屋店 広島県 安佐南区
825419 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ祗園店 広島県 安佐南区
825425 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ上安店 広島県 安佐南区
821514 廣文館 フジグラン高陽店 広島県 安佐北区
821106 フタバ図書 ツタヤ 可部センター店 広島県 安佐北区
822133 サンリブ 可部店 広島県 安佐北区
823321 ＴＳＵＴＡＹＡ 啓文社 可部店 広島県 安佐北区
825439 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ五日市店 広島県 佐伯区
825365 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 五日市福屋店 広島県 佐伯区
825389 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 広島県 呉市
825315 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 広店 広島県 呉市
826409 ＴＳＵＴＡＹＡ 竹原店 広島県 竹原市
821407 啓文社 イオン三原店 広島県 三原市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
821416 啓文社 新浜店 広島県 尾道市
823313 ＴＳＵＴＡＹＡ 駅家店 広島県 福山市
823315 ＴＳＵＴＡＹＡ 新涯店 広島県 福山市
823310 ＴＳＵＴＡＹＡ 新松永店 広島県 福山市
821424 啓文社 ポートプラザ店 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
826236 宮脇書店 神辺店 広島県 福山市
821431 ＴＳＵＴＡＹＡ 啓文社福山⻄店 広島県 福山市
822107 廣文館 福山駅ビル店 広島県 福山市
825307 啓文社 コア春日店 広島県 福山市
823320 ＴＳＵＴＡＹＡ 伊勢丘店 広島県 福山市
821433 啓文社 ＢＯＯＫＳ ＰＬＵＳ 緑町 広島県 福山市
821432 啓文社 コア神辺店 広島県 福山市
825413 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ三次店 広島県 三次市
821536 廣文館 フレスタ三次店 広島県 三次市
821501 小池書店 広島県 庄原市
825293 ブックセンタージャスト 庄原店 広島県 庄原市
826414 明林堂書店 ゆめタウン大竹店 広島県 大竹市
825398 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 大竹店 広島県 大竹市
825134 ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン東広島店 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
823314 ＴＳＵＴＡＹＡ 東広島店 広島県 東広島市
821411 啓文社 ⻄条店 広島県 東広島市
826506 森書店 広島県 東広島市
826415 明林堂書店 フジグランナタリー店 広島県 廿日市市
821229 紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店 広島県 廿日市市
826232 宮脇書店 ゆめタウン吉田店 広島県 安芸高田市
825422 フタバ図書 ツタヤ ＴＥＲＡ広島府中店 広島県 府中町
825298 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 海田店 広島県 海田町
901500 好文堂書店 ゆめタウン店 山口県 下関市
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
905117 明屋書店 東岐波店 山口県 宇部市
906412 明林堂書店 フジグラン宇部店 山口県 宇部市
906411 明林堂書店 フジ⻄宇部店 山口県 宇部市
901504 幸太郎本舗 ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店 山口県 宇部市
900382 宮脇書店 宇部店 山口県 宇部市
903304 ＴＳＵＴＡＹＡ 山口葵店 山口県 山口市
905116 明屋書店 ＭＥＧＡ大内店 山口県 山口市
905304 文榮堂 山口大学前店 山口県 山口市
905392 文榮堂 ゆめタウン店 山口県 山口市
906211 宮脇書店 湯田店 山口県 山口市
905104 明屋書店 萩店 山口県 萩市
905512 未来屋書店 防府店 山口県 防府市
903302 ＴＳＵＴＡＹＡ 防府店 山口県 防府市
906205 宮脇書店 ゆめタウン防府店 山口県 防府市
906417 明林堂書店 コスパ防府店 山口県 防府市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
905386 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ防府店 山口県 防府市
905378 ブックランド都野 サンリブ下松店 山口県 下松市
901203 紀伊國屋書店 ゆめタウン下松店 山口県 下松市
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
906408 明林堂書店 柳井店 山口県 柳井市
905326 ブックランド都野 ゆめタウン柳井店 山口県 柳井市
905108 明屋書店 徳山今宿店 山口県 周南市
906203 宮脇書店 徳山店 山口県 周南市
906415 明林堂書店 ゆめタウン新南陽店 山口県 周南市
902193 サンパーク良文堂 山口県 山陽小野田市
905111 明屋書店 厚狭店 山口県 山陽小野田市
546227 未来屋書店 徳島店 徳島県 徳島市
546222 宮脇書店 徳島本店 徳島県 徳島市
545305 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店 徳島県 徳島市
541111 カルチャーシティ平惣 川内店 徳島県 徳島市
541502 小山助学館 本店 徳島県 徳島市
541108 カルチャーシティ平惣 田宮店 徳島県 徳島市
541219 紀伊國屋書店 徳島店 徳島県 徳島市
541110 カルチャーシティ平惣 タクト店 徳島県 徳島市
546226 宮脇書店 パワーシティ新鳴門店 徳島県 鳴門市
541104 平惣 羽ノ浦国道店 徳島県 小松島市
541109 カルチャーシティ平惣 阿南センター店 徳島県 阿南市
546200 宮脇書店 鴨島店 徳島県 吉野川市
546221 宮脇書店 マルナカ脇町店 徳島県 美馬市
545102 ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン石井店 徳島県 石井町
543311 附家書店 松茂店 徳島県 松茂町
543308 ＴＳＵＴＡＹＡ 北島店 徳島県 北島町
541204 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 徳島県 藍住町
513301 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻄宝店 香川県 高松市
515337 ＴＳＵＴＡＹＡ 高松サンシャイン通り店 香川県 高松市
516286 宮脇書店 南本店 香川県 高松市
513107 高松書林 香川県 高松市
512211 ジュンク堂書店 高松店 香川県 高松市
511305 くまざわ書店 高松店 香川県 高松市
511313 くまざわ書店 ＣＯＭ高松店 香川県 高松市
516284 宮脇書店 総本店 香川県 高松市
516321 宮脇書店 十川店 香川県 高松市
516405 宮脇書店 新国分寺店 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
516261 宮脇書店 香⻄店 香川県 高松市
516303 宮脇書店 フレスポ高松店 香川県 高松市
516247 宮脇書店 太田店 香川県 高松市
516288 宮脇書店 新屋島店 香川県 高松市
516200 宮脇書店 本店 香川県 高松市
516314 宮脇書店 フジ丸⻲店 香川県 丸⻲市
516317 宮脇書店 丸⻲バサラ店 香川県 丸⻲市
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511203 紀伊國屋書店 丸⻲店 香川県 丸⻲市
515338 ＴＳＵＴＡＹＡ 丸⻲郡家店 香川県 丸⻲市
516294 宮脇書店 新坂出店 香川県 坂出市
516235 宮脇書店 観音寺店 香川県 観音寺市
516295 宮脇書店 志度店 香川県 さぬき市
516279 宮脇書店 寒川店 香川県 さぬき市
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 宇多津町
516319 宮脇書店 イオンタウン宇多津店 香川県 宇多津町
516224 宮脇書店 宇多津店 香川県 宇多津町
516304 未来屋書店 綾川店 香川県 綾川町
516263 宮脇書店 綾南店 香川県 綾川町
515100 はしかた書店 香川県 琴平町
516219 宮脇書店 多度津店 香川県 多度津町
523313 ＴＳＵＴＡＹＡ 藤原店 愛媛県 松山市
526406 ＴＳＵＴＡＹＡ 松山平井店 愛媛県 松山市
525335 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＩＬＬ三津店 愛媛県 松山市
525157 明屋書店 ＭＥＧＡ平田店 愛媛県 松山市
525128 明屋書店 中央通り店 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
525114 明屋書店 空港通店 愛媛県 松山市
521211 紀伊國屋書店 いよてつ高島屋店 愛媛県 松山市
522224 新丸三書店 本店 愛媛県 松山市
526237 宮脇書店 イオンモール今治新都市店 愛媛県 今治市
526243 宮脇書店 フジグラン今治店 愛媛県 今治市
526229 宮脇書店 今治本店 愛媛県 今治市
525144 明屋書店 八幡浜店 愛媛県 八幡浜市
523306 ＴＳＵＴＡＹＡ 新居浜店 愛媛県 新居浜市
525158 明屋書店 ＭＥＧＡ⻄の土居店 愛媛県 新居浜市
526230 宮脇書店 新居浜本店 愛媛県 新居浜市
526236 宮脇書店 大洲店 愛媛県 大洲市
523305 ＴＳＵＴＡＹＡ 伊予店 愛媛県 伊予市
525139 明屋書店 川之江店 愛媛県 四国中央市
526411 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇和店 愛媛県 ⻄予市
525116 明屋書店 松前店 愛媛県 松前町
525303 ＴＳＵＴＡＹＡ エミフルＭＡＳＡＫＩ店 愛媛県 松前町
526249 宮脇書店 フジ砥部店 愛媛県 砥部町
536221 未来屋書店 高知店 高知県 高知市
536201 宮脇書店 高須店 高知県 高知市
532100 ＴＳＵＴＡＹＡ 御座店 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
536217 宮脇書店 フジグラン葛島店 高知県 高知市
536216 宮脇書店 イオン高知旭町店 高知県 高知市
535327 ＴＳＵＴＡＹＡ 土佐道路店 高知県 高知市
531201 金高堂 高知県 高知市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
535358 ＴＳＵＴＡＹＡ 南国店 高知県 南国市
535303 ＴＳＵＴＡＹＡ 須崎店 高知県 須崎市
535213 ＴＳＵＴＡＹＡ 四万十店 高知県 四万十市
536220 宮脇書店 フジグラン野市店 高知県 香南市
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
533306 ＴＳＵＴＡＹＡ いの店 高知県 伊野町
911306 くまざわ書店 若松店 福岡県 若松区
916210 未来屋書店 ⼾畑店 福岡県 ⼾畑区
913309 ＴＳＵＴＡＹＡ サンリブきふね店 福岡県 小倉北区
911301 くまざわ書店 小倉店 福岡県 小倉北区
910221 ブックセンタークエスト 小倉本店 福岡県 小倉北区
913301 ＴＳＵＴＡＹＡ 朝日ヶ丘店 福岡県 小倉北区
911307 喜久屋書店 小倉店 福岡県 小倉北区
911321 くまざわ書店 サンリブもりつね店 福岡県 小倉南区
910184 ＡＣＡＤＥＭＩＡ サンリブ小倉店 福岡県 小倉南区
911406 ゲオ 北九州葛原店 福岡県 小倉南区
911230 喜久屋書店 小倉南店 福岡県 小倉南区
916207 未来屋書店 八幡東店 福岡県 八幡東区
916215 未来屋書店 ⿊崎店 福岡県 八幡⻄区
913306 ＴＳＵＴＡＹＡ 共立大前店 福岡県 八幡⻄区
916401 明林堂書店 三ヶ森店 福岡県 八幡⻄区
922282 白石書店 本店 福岡県 八幡⻄区
912280 白石書店 駅前店 福岡県 八幡⻄区
922417 積文館書店 本城店 福岡県 八幡⻄区
916205 未来屋書店 香椎浜店 福岡県 東区
913361 ＴＳＵＴＡＹＡ 和白店 福岡県 東区
915314 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂書店 原田店 福岡県 東区
911317 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店 福岡県 東区
911405 ゲオ 福岡土井店 福岡県 東区
915425 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂えきマチ１丁目香椎店 福岡県 東区
916420 メトロ書店 千早店 福岡県 東区
913304 蔦屋書店 コマーシャルモール博多 福岡県 博多区
915409 ブックスタジオ 博多駅店（新幹線改札内） 福岡県 博多区
910404 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＨＡＫＡＴＡ 福岡県 博多区
916117 丸善 博多店 福岡県 博多区

くまざわ書店 ららぽーと福岡 福岡県 博多区
916217 宮脇書店 ⿊木吉塚店 福岡県 博多区
911217 紀伊國屋書店 福岡本店 福岡県 博多区
910121 未来屋書店 笹丘店 福岡県 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 中央区
911300 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店 薬院店 福岡県 中央区
912410 積文館書店 新天町本店 福岡県 中央区
911265 福岡金文堂 本店 福岡県 中央区
910142 アニメイト 福岡パルコ店 福岡県 中央区
918204 文喫 福岡天神 福岡県 中央区
918501 六本松 蔦屋書店 福岡県 中央区
912211 ジュンク堂書店 福岡店 福岡県 中央区



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
912468 積文館書店 天神地下街店 福岡県 中央区
913360 ＴＳＵＴＡＹＡ 老司店 福岡県 南区
911302 ⿊木書店 ⻑住店 福岡県 南区
916218 宮脇書店 ⿊木若久店 福岡県 南区
911278 福岡金文堂 大橋駅店 福岡県 南区
910116 アシーネ マリナタウン店 福岡県 ⻄区
916272 未来屋書店 福岡伊都店 福岡県 ⻄区
915427 福家書店 福岡木の葉モール橋本店 福岡県 ⻄区
911404 ゲオ 福岡姪浜駅前店 福岡県 ⻄区
911221 福岡金文堂 姪浜南店 福岡県 ⻄区
913358 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 神松寺店 福岡県 城南区
910451 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 次郎丸店 福岡県 早良区
912420 積文館書店 小田部店 福岡県 早良区
911324 くまざわ書店 福岡⻄新店 福岡県 早良区
914204 ⻄新金修堂書店 福岡県 早良区
926205 未来屋書店 大牟田店 福岡県 大牟田市
922402 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店ゆめタウン大牟田 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
925349 ＢＯＯＫＳあんとく みずま店 福岡県 久留米市
925324 ブックセンタークエストエマックス久留米店 福岡県 久留米市
926273 未来屋書店 直方店 福岡県 直方市
926437 明林堂書店 エーブック直方店 福岡県 直方市
926432 ＡʼＢＯＯＫ 飯塚店 福岡県 飯塚市
921403 ゲオ 飯塚幸袋店 福岡県 飯塚市
920453 ＡʼＢＯＯＫ 穂波店 福岡県 飯塚市
925360 ＢＯＯＫ Ｗ０ＲＭ いしかわ 川宮店 福岡県 田川市
923306 ＴＳＵＴＡＹＡ 柳川店 福岡県 柳川市
916408 明林堂書店 ゆめモール柳川店 福岡県 柳川市
926431 明林堂書店 ゆめタウン八女店 福岡県 八女市
922403 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店 八女店 福岡県 八女市
922405 積文館書店 大川店 福岡県 大川市
921214 福岡金文堂 大川店 福岡県 大川市
923309 ＴＳＵＴＡＹＡ コスタ行橋店 福岡県 行橋市
925361 福岡金文堂 ゆめタウン行橋店 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
912483 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店シュロアモール店 福岡県 筑紫野市
923304 蔦屋書店 イオンモール筑紫野 福岡県 筑紫野市
922424 積文館書店 筑紫野店 福岡県 筑紫野市
921391 くまざわ書店 筑紫野店 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
912424 積文館書店 大野城店 福岡県 大野城市
920408 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 太宰府店 福岡県 太宰府市
912413 積文館書店 前原店 福岡県 前原市
921203 金修堂書店 サンリブ古賀店 福岡県 古賀市
926207 未来屋書店 福津店 福岡県 福津市
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921402 ゲオ 福津店 福岡県 福津市
926429 明林堂書店 ゆめマートうきは店 福岡県 うきは市
926439 明林堂書店 イオン甘木店 福岡県 朝倉市
923303 ＴＳＵＴＡＹＡ 前原店 福岡県 糸島市
923308 ＴＳＵＴＡＹＡ ブックガレージ福岡志免店 福岡県 志免町
926428 明林堂書店 イオン福岡東店 福岡県 志免町
925399 フタバ図書 ツタヤ ＴＥＲＡイオン福岡店 福岡県 粕屋町
925379 ブックイン金進堂 ⻑者原店 福岡県 粕屋町
926275 未来屋書店 岡垣店 福岡県 岡垣町
925427 福岡金文堂 志摩店 福岡県 志摩町
926204 未来屋書店 大木店 福岡県 大木町
933301 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店 佐大通り店 佐賀県 佐賀市
933331 ＴＳＵＴＡＹＡ 兵庫町店 佐賀県 佐賀市
933302 ＴＳＵＴＡＹＡ 医大通り店 佐賀県 佐賀市
931301 くまざわ書店 佐賀店 佐賀県 佐賀市
936402 明林堂書店 南佐賀店 佐賀県 佐賀市
931245 紀伊國屋書店 佐賀店 佐賀県 佐賀市
933321 ＴＳＵＴＡＹＡ 唐津店 佐賀県 唐津市
933303 ＴＳＵＴＡＹＡ 伊万里店 佐賀県 伊万里市
932402 積文館書店 伊万里店 佐賀県 伊万里市
933334 ＴＳＵＴＡＹＡ 武雄店 佐賀県 武雄市
932414 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店 鹿島店 佐賀県 鹿島市
935308 ブックスグリーンウッド 小城店 佐賀県 小城市
932411 ファミリーマート積文館書店 三日月店 佐賀県 小城市
935332 積文館書店 有田店 佐賀県 有田町
932412 積文館書店 江北店 佐賀県 江北町
947300 遊ＩＮＧ 城山店 ⻑崎県 ⻑崎市
940513 メトロ書店 本店 ⻑崎県 ⻑崎市
941205 紀伊國屋書店 ⻑崎店 ⻑崎県 ⻑崎市
943310 ＴＳＵＴＡＹＡ ⻑崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ ⻑崎県 ⻑崎市
941501 好文堂書店 ⻑崎県 ⻑崎市
945398 ブックランドＴＡＣＫ ⻑崎県 ⻑崎市
943309 ツタヤ ブックストア させぼ五番街店 ⻑崎県 佐世保市
941383 くまざわ書店 佐世保店 ⻑崎県 佐世保市
945301 福岡金文堂 イオン大塔店 ⻑崎県 佐世保市
941202 金明堂書店 大野モール店 ⻑崎県 佐世保市
940523 オックスフォード 小川店 ⻑崎県 諫早市
945396 ブックマート諌早 ⻑崎県 諫早市
946408 明林堂書店 イオン大村店 ⻑崎県 大村市
941402 ゲオ 大村店 ⻑崎県 大村市
943306 ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス大村店 ⻑崎県 大村市
941403 ゲオ 福江店 ⻑崎県 五島市
943305 ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス愛野店 ⻑崎県 雲仙市
941404 ゲオ 時津店 ⻑崎県 時津町
950455 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 琴平店 熊本県 中央区
956113 金龍堂 まるぶん店 熊本県 中央区
953380 くまざわ書店 熊本店 熊本県 中央区
956423 明林堂書店 白山店 熊本県 中央区
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952102 蔦屋書店 熊本三年坂 熊本県 中央区
953315 ＴＳＵＴＡＹＡ さくらの森店 熊本県 東区
953314 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 御領店 熊本県 東区
950401 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 健軍店 熊本県 東区
956403 明林堂書店 ⻑嶺店 熊本県 東区
956425 明林堂書店 サンピアン店 熊本県 東区
950457 ＴＳＵＴＡＹＡ 田崎店 熊本県 ⻄区
951212 金修堂書店 城山店 熊本県 ⻄区
956433 メトロ書店 熊本本店 熊本県 ⻄区
950452 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 浜線店 熊本県 南区
950404 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 近見店 熊本県 南区
951204 紀伊國屋書店 熊本はません店 熊本県 南区
950451 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 清水バイパス 熊本県 北区
956400 明林堂書店 武蔵ヶ丘店 熊本県 北区
953305 ＴＳＵＴＡＹＡ 八代松江店 熊本県 八代市
956435 明林堂書店 ゆめタウン八代店 熊本県 八代市
956437 明林堂書店 イオンタウン荒尾店 熊本県 荒尾市
950104 ＢＯＯＫＳあんとく あらお店 熊本県 荒尾市
955357 ブックシティ一心堂 熊本県 水俣市
953313 ＴＳＵＴＡＹＡ 水俣店 熊本県 水俣市
953306 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 玉名店 熊本県 玉名市
955383 ＢＯＯＫＳあんとく やまが店 熊本県 山鹿市
950402 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 菊池店 熊本県 菊池市
951163 カメヤ 本店 熊本県 宇土市
953303 蔦屋書店 小川町 熊本県 宇城市
953383 ＴＳＵＴＡＹＡ 天草店 熊本県 天草市
953316 ツタヤブックストア 菊陽店 熊本県 菊陽町
951294 紀伊國屋書店 熊本光の森店 熊本県 菊陽町
950175 ⻘柳書店 熊本県 小国町
953382 蔦屋書店 嘉島 熊本県 嘉島町
983304 ＴＳＵＴＡＹＡ 森町店 大分県 大分市
983301 ＴＳＵＴＡＹＡ 賀来店 大分県 大分市
983302 ＴＳＵＴＡＹＡ 光吉店 大分県 大分市
988207 リブロ 大分わさだ店 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
981315 くまざわ書店 大分店 大分県 大分市
982270 ジュンク堂書店 大分店 大分県 大分市
981301 くまざわ書店 大分明野店 大分県 大分市
585102 明屋書店 賀来店 大分県 大分市
985170 明屋書店 高城店 大分県 大分市
986429 明林堂書店 大分本店 大分県 大分市
986422 明林堂書店 高城店 大分県 大分市
981402 ゲオ 大分⼾次店 大分県 大分市
983303 ＴＳＵＴＡＹＡ 別府上人ヶ浜店 大分県 別府市
986431 明林堂書店 ゆめタウン別府店 大分県 別府市
986410 明林堂書店 ⻘山店 大分県 別府市
988201 リブロ 別府店 大分県 別府市
986201 未来屋書店 三光店 大分県 中津市



書店コード 書店名 書店都道府県 自治体名
983305 ＴＳＵＴＡＹＡ 中津店 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
986405 明林堂書店 佐伯店 大分県 佐伯市
981405 ゲオ 宇佐店 大分県 宇佐市
981403 ゲオ 豊後大野店 大分県 豊後大野市
981404 ゲオ 大分国東店 大分県 国東市
986414 明林堂書店 日出店 大分県 日出町
976211 未来屋書店 宮崎店 宮崎県 宮崎市
973338 蔦屋書店 宮崎高千穂通り 宮崎県 宮崎市
973337 ＴＳＵＴＡＹＡ 江平店 宮崎県 宮崎市
973304 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 大塚台店 宮崎県 宮崎市
973309 ツタヤブックストア 宮交シティ 宮崎県 宮崎市
976417 明林堂書店 南宮崎店 宮崎県 宮崎市
976419 明林堂書店 浮之城店 宮崎県 宮崎市
976408 明林堂書店 佐土原店 宮崎県 宮崎市
976406 明林堂書店 本郷店 宮崎県 宮崎市
976403 明林堂書店 神宮店 宮崎県 宮崎市
971206 紀伊國屋書店 アミュプラザみやざき店 宮崎県 宮崎市
971211 金海堂 イオン都城店 宮崎県 都城市
973107 田中書店 イオンモール都城駅前店 宮崎県 都城市
973307 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ岡富店 宮崎県 延岡市
970210 くまざわ書店 延岡店 宮崎県 延岡市
976414 明林堂書店 延岡店 宮崎県 延岡市
971403 ゲオ 日南店 宮崎県 日南市
976401 明林堂書店 小林店 宮崎県 小林市
976416 明林堂書店 イオンタウン日向店 宮崎県 日向市
971402 ゲオ 日向店 宮崎県 日向市
975590 明林堂書店 ⻄都店 宮崎県 ⻄都市
973300 ＴＳＵＴＡＹＡ たかなべ店 宮崎県 高鍋町
973111 たかがき書店 宮崎県 新富町
972270 ＦＣ明屋書店 川南店 宮崎県 川南町
960122 アシーネ 鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市
966203 未来屋書店 鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市
963303 ＴＳＵＴＡＹＡ 吉野店 鹿児島県 鹿児島市
963336 ＴＳＵＴＡＹＡ 城⻄店 鹿児島県 鹿児島市
962204 ジュンク堂書店 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
961301 くまざわ書店 鹿児島中央店 鹿児島県 鹿児島市
965334 ブックスミスミ 七ツ島店 鹿児島県 鹿児島市
961297 紀伊國屋書店 鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市
965365 ブックセンターめいわ 和田店 鹿児島県 鹿児島市
965371 ブックスミスミ＿鹿屋店 鹿児島県 鹿屋市
961393 くまざわ書店 鹿屋店 鹿児島県 鹿屋市
963306 ＴＳＵＴＡＹＡ 出水緑町店 鹿児島県 出水市
963335 ＴＳＵＴＡＹＡ 川内中央店 鹿児島県 薩摩川内市
961405 ゲオ 薩摩川内店 鹿児島県 薩摩川内市
963321 ＴＳＵＴＡＹＡ 伊集院店 鹿児島県 日置市
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965308 ブックセンターめいわ 伊集院店 鹿児島県 日置市
963341 ＴＳＵＴＡＹＡ フレスポ国分店 鹿児島県 霧島市
961289 金海堂 イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市
963332 ＴＳＵＴＡＹＡ 串木野店 鹿児島県 いちき串木野市
963317 ＴＳＵＴＡＹＡ 名瀬店 鹿児島県 奄美市
963305 ＴＳＵＴＡＹＡ 伊佐店 鹿児島県 伊佐市
966204 未来屋書店 姶良店 鹿児島県 姶良市
961401 ゲオ 姶良店 鹿児島県 姶良市
963339 ＴＳＵＴＡＹＡ プラッセ宮之城店 鹿児島県 さつま町
993335 ＴＳＵＴＡＹＡ 首里店 沖縄県 那覇市
990223 ＴＳＵＴＡＹＡ 小禄店 沖縄県 那覇市
990239 ＴＳＵＴＡＹＡ 壷川店 沖縄県 那覇市
992205 ジュンク堂書店 那覇店 沖縄県 那覇市
991206 球陽堂書房 那覇メインプレイス店 沖縄県 那覇市
990210 くまざわ書店 那覇店 沖縄県 那覇市
998211 リブロ リウボウブックセンター店 沖縄県 那覇市
993307 ＴＳＵＴＡＹＡ 那覇新都心店 沖縄県 那覇市
996273 宮脇書店 大山店 沖縄県 宜野湾市
993102 宮脇書店 太陽書房 宜野湾店 沖縄県 宜野湾市
991209 球陽堂書房 マチナト店 沖縄県 浦添市
996213 宮脇書店 イオン名護店 沖縄県 名護市
991403 ゲオ 名護びいまた店 沖縄県 名護市
996274 宮脇書店 糸満店 沖縄県 糸満市
990229 ＴＳＵＴＡＹＡ 美里店 沖縄県 沖縄市
993330 ＴＳＵＴＡＹＡ 山内店 沖縄県 沖縄市
990111 ＴＳＵＴＡＹＡ 泡瀬店 沖縄県 沖縄市
993100 宮脇書店 太陽書房 美里店 沖縄県 沖縄市
996202 宮脇書店 中の町店 沖縄県 沖縄市
996224 未来屋書店 とよみ店 沖縄県 豊見城市
991204 教学館 沖縄県 うるま市
993402 田園書房 具志川店 沖縄県 うるま市
996221 宮脇書店 うるま店 沖縄県 うるま市
996212 宮脇書店 具志川店 沖縄県 うるま市
991405 ゲオ ＡＢＬＯうるま店 沖縄県 うるま市
991404 ゲオ 宮古店 沖縄県 宮古島市
993306 ＴＳＵＴＡＹＡ 読谷店 沖縄県 読谷村
990304 ヴィレッジヴァンガード イオン北谷 沖縄県 北谷町
996275 宮脇書店 北谷店 沖縄県 北谷町
996222 未来屋書店 沖縄ライカム店 沖縄県 北中城村
991207 球陽堂書房 ⻄原店 沖縄県 ⻄原町
996211 宮脇書店 あがり浜店 沖縄県 与那原町
993401 田園書房 つかざん店 沖縄県 南風原町
996272 宮脇書店 南風原店 沖縄県 南風原町
991208 球陽堂書房 サンエー八重瀬店 沖縄県 八重瀬町


