
北海道・東北地区

関東地区

福島県/郡山市 岩瀬書店富久山店プラスゲオ

北海道/旭川市 未来屋書店 旭川駅前店

北海道/札幌市 MARUZEN＆
ジュンク堂書店札幌店

北海道/苫小牧市
ヴィレッジヴァンガード 
イオンモール苫小牧

北海道/苫小牧市 未来屋書店 苫小牧店

北海道/函館市 ス－パ－ブックス桔梗店

青森県/上北郡 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール下田

宮城県/仙台市 紀伊國屋書店仙台店

岩手県/北上市 ヴィレッジヴァンガード
北上さくら野百貨店

宮城県/石巻市 ヤマト屋書店石巻中里店

宮城県/仙台市 丸善　仙台アエル店

宮城県/名取市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール名取

宮城県/利府町 未来屋書店 新利府南館店

秋田県/秋田市 未来屋書店 秋田店

秋田県/大仙市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール大曲

山形県/天童市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール天童

福島県/いわき市 ヴィレッジヴァンガード   
イオンモールいわき小名浜

茨城県/つくば市 未来屋書店 つくば店

茨城県/那珂市 WonderGoo那珂店

茨城県/水戸市 ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール水戸内原

栃木県/足利市 文真堂書店ゲオ　足利助戸店

栃木県/宇都宮市 TSUTAYA　宇都宮南店

群馬県/太田市 文真堂書店ゲオ　新井店

栃木県/宇都宮市 ヴィレッジヴァンガード   SS　
ベルモール宇都宮

栃木県/鹿沼市 TSUTAYA　鹿沼店　

栃木県/佐野市 TSUTAYA　佐野店　　

群馬県/伊勢崎市 ヴィレッジヴァンガード
スマーク伊勢崎

群馬県/沼田市 文真堂書店　上原店

群馬県/前橋市 TSUTAYA BOOKSTORE アクエル前橋 

埼玉県/入間市 紀伊國屋書店入間丸広店　　

埼玉県/川口市 未来屋書店 川口店

埼玉県/川越市 ブックファーストルミネ川越店

埼玉県/越谷市 ヴィレッジヴァンガード 
イオンレイクタウンＫａｚｅ

埼玉県/狭山市 芳林堂書店エミオ狭山市店

埼玉県/さいたま市 TSUTAYA ハレノテラス東大宮店

埼玉県/さいたま市 ブックファーストルミネ大宮店

埼玉県/さいたま市 書房すみよし　丸広南浦和

埼玉県/鶴ヶ島市 ycvox　ワカバウォーク

埼玉県/羽生市 未来屋書店 羽生店

千葉県/松戸市 TSUTAYA BOOKSTORE 
テラスモール松戸

千葉県/木更津市 精文館書店  木更津店

千葉県/君津市 博文堂書店君津店

千葉県/成田市 未来屋書店 成田店  

千葉県/船橋市 ヴィレッジヴァンガード   
ららぽーとTOKYO-BAY

埼玉県/深谷市 ブックマルシェ　アリオ深谷店

千葉県/市川市 ブックファーストシャポー市川店

千葉県/市川市 住吉書房本八幡店

千葉県/市原市 精文館書店  市原五井店

千葉県/柏市 オークスブックセンター南柏店

東京都/豊島区 TSUTAYA　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ
ＥＱＵｉＡ池袋店

東京都/新宿区 ブックファースト新宿店

東京都/新宿区 芳進堂ラムラ店

東京都/世田谷区 TSUTAYA　桜新町店　

東京都/千代田区 丸善　丸の内本店

千葉県/茂原市 WonderGoo茂原店

東京都/大田区 ブックファーストアトレ大森店

東京都/品川区 ブックファースト五反田店

東京都/渋谷区 代官山　蔦屋書店　

東京都/渋谷区 大盛堂書店　

東京都/豊島区 ジュンク堂書店池袋本店

東京都/中野区 ＢＯＯＫ＋東中野店

東京都/中野区 ブックファースト中野店

東京都/練馬区 ブックファースト練馬店

東京都/目黒区 ブックファースト自由が丘店

東京都/目黒区 中目黒ブックセンター

東京都/日の出町 未来屋書店 日の出店

東京都/町田市 ブックファーストルミネ町田店

東京都/武蔵野市 ブックファーストアトレ吉祥寺店

神奈川県/横浜市 ブックファーストモザイクモール港北店

神奈川県/横浜市 ブックファースト青葉台店

神奈川県/横浜市 三省堂書店新横浜店

神奈川県/横浜市 住吉書房新杉田店

中部地区

福井県/福井市 SuperKaBoS大和田店

福井県/福井市 勝木書店新二の宮店

山梨県/中巨摩郡 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール甲府昭和

長野県/安曇野市 平安堂あづみ野店

長野県/飯田市 平安堂座光寺店

長野県/塩尻市 平安堂塩尻店

長野県/飯田市 平安堂飯田店

長野県/伊那市 平安堂伊那店

長野県/上田市 平安堂上田しおだ野店

長野県/佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店

石川県/白山市 ヴィレッジヴァンガード  
イオンモール白山

新潟県/新潟市 ヴィレッジヴァンガード 
nsイオンモール新潟南

新潟県/新潟市 未来屋書店 新潟南店

富山県/高岡市 ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール高岡

石川県/金沢市 TSUTAYA　金沢店　　　

長野県/須坂市 平安堂須坂店

長野県/諏訪市 平安堂諏訪店

長野県/千曲市 平安堂更埴店

神奈川県/横浜市 有隣堂  たまプラーザテラス店

神奈川県/横浜市 有隣堂  横浜駅西口店

神奈川県/川崎市 住吉書房登戸店

神奈川県/川崎市 書房すみよし 武蔵中原

神奈川県/相模原市 ブックファーストボーノ相模大野店

神奈川県/藤沢市 有隣堂  テラスモール湘南店

神奈川県/小田原市 伊勢治書店ダイナシティ店

神奈川県/川崎市 ヴィレッジヴァンガード   川崎チッタ

神奈川県/川崎市 丸善　ラゾ－ナ川崎店

神奈川県/川崎市 住吉書房宮崎台駅前店

神奈川県/川崎市 住吉書房元住吉店

東京都/武蔵村山市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモールむさし村山
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静岡県/沼津市 ヴィレッジヴァンガード   ららぽーと沼津

静岡県/浜松市 未来屋書店 浜松市野店

愛知県/愛知郡 TSUTAYA BOOKSTORE
ららぽーと愛知東郷

愛知県/岡崎市
TSUTAYA　
いまじん白揚ウイングタウン岡崎店

愛知県/岡崎市 未来屋書店 岡崎店

静岡県/駿東郡 TSUTAYA　すみや三島店

長野県/長野市 平安堂　若槻店

長野県/長野市 平安堂　川中島店

岐阜県/各務原市 ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール各務原

長野県/長野市 平安堂　長野店

長野県/長野市 平安堂　東和田店

長野県/松本市 TSUTAYA　北松本店　　

長野県/松本市 ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール松本

岐阜県/各務原市 未来屋書店 各務原店

岐阜県/本巣市 TSUTAYA BOOK STORE モレラ岐阜

静岡県/磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店

静岡県/湖西市 ジャック鷲津駅前ブック館　　　

愛知県/豊明市 精文館書店  豊明店

中部地区

滋賀県/大津市 TSUTAYA　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　
Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス店　

滋賀県/草津市 TSUTAYA　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　
近鉄草津

三重県/鈴鹿市 TSUTAYA　いまじん白揚鈴鹿中央通店

愛知県/豊田市 精文館書店  新豊田店

愛知県/豊橋市 精文館書店  三ノ輪店

愛知県/豊橋市 精文館書店  汐田橋店

愛知県/名古屋市 TSUTAYA　上小田井店

愛知県/名古屋市 ヴィレッジヴァンガード
ｍｏｚｏワンダーシティー

愛知県/名古屋市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール大高

愛知県/名古屋市 丸善　名古屋本店

愛知県/日進市 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店

三重県/伊勢市 TSUTAYA　いまじん白揚ミタス伊勢店

三重県/鈴鹿市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール鈴鹿

三重県/鈴鹿市 未来屋書店 鈴鹿店

三重県/四日市市 丸善四日市店

近畿地区

京都府/宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店

滋賀県/草津市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール草津

滋賀県/甲賀市 平和書店アル・プラザ水口店

中国・四国地区

和歌山県/和歌山市 ヴィレッジヴァンガード
イオンモール和歌山

島根県/大田市 ブックセンタージャスト大田店　

鳥取県/西伯郡 ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール日吉津

島根県/出雲市 ヴィレッジヴァンガード   ゆめタウン出雲

大阪府/寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店

大阪府/大阪市 紀伊國屋書店梅田本店

大阪府/堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店　

大阪府/泉南市 ヴィレッジヴァンガード 
イオンモールりんくう泉南

大阪府/高槻市 大垣書店高槻店　　

ヴィレッジヴァンガード
イオンモール大和郡山

大阪府/守口市 未来屋書店 大日店

ヴィレッジヴァンガード   
あまがさきキューズモール

ブックファーストエビスタ西宮店

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

奈良県/大和郡山市

兵庫県/尼崎市

兵庫県/西宮市

兵庫県/西宮市

大阪府/大阪市 ブックファーストなんばウォーク店

大阪府/大阪市 MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店

大阪府/大阪市 ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店

大阪府/大阪市 ブックファースト梅田２階店

大阪府/大阪市 ブックファーストクリスタ長堀店

平和書店アル・プラザ茨木店

京都府/木津川市 未来屋書店 高の原店

ヴィレッジヴァンガード   
イオンモールＫＹＯＴＯ

丸善　京都本店

平和書店TSUTAYAアル・プラザ城陽店

大阪府/茨木市

京都府/京都市

京都府/京都市

京都府/城陽市

島根県/浜田市 ブックセンタージャスト浜田店　

明屋書店ＭＥＧＡ新下関店

岡山県/岡山市 未来屋書店 岡山店

000/000 0000000000000000000000ヴィレッジヴァンガード   イオンモール倉敷

ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール広島府中

宮脇書店宇部店

山口県/下関市

岡山県/倉敷市

広島県/安芸郡

山口県/宇部市

山口県/周南市 宮脇書店徳山店

愛媛県/松山市 ヴィレッジヴァンガード   
パルティフジ衣山

000/000 0000000000000000000000愛媛県/松山市 明屋書店ＭＥＧＡ平田店

高知県/高知市 ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール高知

山口県/防府市 ヴィレッジヴァンガード
イオンタウン防府

000/000 0000000000000000000000ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール徳島
ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール綾川

TSUTAYA　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　重信　　

明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店愛媛県/新居浜市

徳島県/徳島市

香川県/綾歌郡

愛媛県/東温市

九州・沖縄地区

未来屋書店 高知店高知県/高知市

大分県/大分市 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店

長崎県/長崎市 ヴィレッジヴァンガード  
みらい長崎ココウォーク

000/000 0000000000000000000000長崎県/長崎市 メトロ書店　長崎本店

熊本県/上益城郡 ヴィレッジヴァンガード
  イオンモール熊本

熊本県/熊本市 メトロ書店　熊本本店

福岡県/行橋市 明屋書店行橋行事店　　　

福岡県/福岡市 TSUTAYA　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　
マークイズ福岡ももち　　

000/000 0000000000000000000000福岡県/福岡市 丸善　博多店

福岡県/福岡市 福岡金文堂大橋駅店

福岡県/行橋市 福岡金文堂行橋店

TSUTAYA　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　
させぼ五番街店

佐賀県/唐津市 福岡金文堂イオン唐津店

000/000 0000000000000000000000ヴィレッジヴァンガード   モラージュ佐賀

TSUTAYA　武雄店　

TSUTAYA　鳥栖店　

長崎県/佐世保市

佐賀県/佐賀市

佐賀県/武雄市

佐賀県/鳥栖市

福岡県/直方市 未来屋書店 直方店

大分県/佐伯市 明屋書店コスモタウン佐伯店

000/000 0000000000000000000000ヴィレッジヴァンガード 
 イオンモール三光大分県/中津市

ヴィレッジヴァンガード 
イオンモール宮崎
ヴィレッジヴァンガード 
イオンタウン姶良

タウンパルやまだ　　　　沖縄県/石垣市

宮崎県/宮崎市

鹿児島県/姶良市

ヴィレッジヴァンガード   
イオンモール福岡福岡県/糟屋郡

TSUTAYA　前原店福岡県/糸島市

ヴィレッジヴァンガード   
浦添パルコシティ

TSUTAYA　美里店

未来屋書店 沖縄ライカム店沖縄県/北中城村

沖縄県/浦添市

沖縄県/沖縄市
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