
都道府県名 書店名
北海道 ゲオ　新岩見沢店
北海道 ゲオ　函館鍛冶店
北海道 ゲオ　北広島店
北海道 ゲオ　北見南大通店
北海道 ゲオ　西帯広店
北海道 ゲオ　静内店
北海道 ゲオ　稚内店
北海道 ゲオ　滝川東町店
北海道 ゲオ　千歳駅前店
北海道 ゲオ　豊平店
北海道 ゲオ　札幌手稲店
北海道 ゲオ　小樽店
北海道 函館　蔦屋書店
北海道 宮脇書店　東札幌店
北海道 宮脇書店　旭川豊岡店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌インター店
北海道 岡本書店　恵庭店
北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店
北海道 ゲオ　伊達インター店
北海道 くまざわ書店　アリオ札幌店
青森県 未来屋書店　十和田店
青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店
青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つがる柏店
青森県 未来屋書店　ヒロロ店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店
岩手県 蔦屋書店　盛岡店
岩手県 東山堂　北上店
岩手県 エムズエクスポ盛岡店
岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店
宮城県 丸善　仙台アエル店
宮城県 宮脇書店　佐沼店
宮城県 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店
宮城県 未来屋書店　利府店
宮城県 喜久屋書店　仙台店
宮城県 未来屋書店　名取店
宮城県 スクラム　古川店
秋田県 高桑書店　広面店
秋田県 高桑書店　仁井田店
秋田県 高桑書店　湯沢店
秋田県 高桑書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店
秋田県 高桑書店　川尻店
秋田県 高桑書店　中野店
秋田県 未来屋書店　秋田店
山形県 戸田書店　三川店
山形県 八文字屋　北店
山形県 こまつ書店　東根店
山形県 こまつ書店　西田店
福島県 ヤマニ書房本店
福島県 ヤマニ書房　イオンいわき店
福島県 ヤマニ書房　泉店
福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店
福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小名浜店
福島県 ＳＡＳＹＵ　鎌田店
福島県 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
茨城県 ゲオ　牛久中央店
茨城県 ゲオ　土浦店
茨城県 ゲオ　三和店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店
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茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店
茨城県 Ｗｏｎｄｅｒ　Ｇｏｏ　北茨城店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　那珂湊店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸南店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　石岡店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新岩瀬店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　波崎店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東海店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高萩店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大穂店
栃木県 ゲオ　並木店
栃木県 ゲオ　間々田店
栃木県 ゲオ　足利鹿島店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店
栃木県 くまざわ書店　アシコタウン
栃木県 サンライズ　高根沢店
栃木県 うさぎや　作新学院前店
群馬県 ゲオ　笠懸店
群馬県 ゲオ　赤堀店
群馬県 ゲオ　内ヶ島店
群馬県 ゲオ　館林店
群馬県 戸田書店　前橋本店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新高崎店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　藤岡店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店
群馬県 紀伊國屋書店　前橋店
群馬県 戸田書店　桐生店
群馬県 くまざわ書店　伊勢崎店
埼玉県 ゲオ　フレスポ八潮店
埼玉県 ゲオ　草加新田店
埼玉県 ゲオ　飯能柳町店
埼玉県 ゲオ　毛呂山店
埼玉県 ゲオ　新行田店
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埼玉県 ジュンク堂書店　大宮高島屋店
埼玉県 宮脇書店　鴻巣店
埼玉県 未来屋書店　北戸田店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　川越店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　加須店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＴＳＵＴＡＹＡ鴻巣店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店
埼玉県 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店
埼玉県 須原屋　コルソ店
埼玉県 タイムクリップ幸手店
埼玉県 未来屋書店　大宮店
埼玉県 紀伊國屋書店　浦和パルコ店
埼玉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店
埼玉県 戸田書店　熊谷店
埼玉県 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店
埼玉県 ブックデポ書楽
千葉県 宮脇書店　印西牧の原店
千葉県 アニメイト　柏
千葉県 アニメイト　アリオ柏
千葉県 アニメイト　津田沼
千葉県 未来屋書店　ユーカリが丘店
千葉県 未来屋書店　幕張新都心店
千葉県 くまざわ書店　津田沼店
千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店
千葉県 ＢＯＯＫＳ昭和堂
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸川台店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店
千葉県 有隣堂　アトレ新浦安店
千葉県 ブックスワールド　アピタ市原店
千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店
千葉県 堀江良文堂書店　松戸店
千葉県 オークスブックセンター　横芝光店
千葉県 大和屋書店
千葉県 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ
東京都 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店
東京都 未来屋書店　板橋店
東京都 ブックファースト　新宿店
東京都 くまざわ書店　豊洲店
東京都 野崎書林
東京都 文教堂書店　浜松町店
東京都 あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店
東京都 ＮＥＴ２１井上昭島店
東京都 書泉芳林堂書店　高田馬場店
東京都 久美堂　本店
東京都 ブックセンタークルネ店
東京都 文教堂書店　二子玉川店
東京都 今野書店　コミック店
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東京都 あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店
東京都 くまざわ書店　国領店
東京都 書店かっぱ　西葛西店
東京都 オリオン書房　ノルテ店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　鷺宮店
東京都 駅前の本屋まこと
東京都 東京旭屋書店　池袋店
東京都 スーパーブックス　あおい書店四谷三丁目店
東京都 くまざわ書店　武蔵小金井北口店
東京都 書泉芳林堂書店　東長崎店
東京都 紀伊國屋書店　国分寺店
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
神奈川県 丸善　ラゾーナ川崎店
神奈川県 天一書房　日吉店
神奈川県 ブックファースト　ボーノ相模大野店
神奈川県 ブックスキタミ　山手台店
神奈川県 未来屋書店　大和店
神奈川県 住吉書房　新丸子駅前店
神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店
神奈川県 福家書店　東神奈川店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店
神奈川県 三省堂書店　海老名店
神奈川県 くまざわ書店　本厚木店
神奈川県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ大口店
新潟県 ＢＯＯＫまるいわ　村上プラザ店
新潟県 未来屋書店　新発田店
新潟県 宮脇書店　聖籠店
富山県 精文館書店
富山県 明文堂書店　富山掛尾店
富山県 文苑堂書店　戸出店
富山県 文苑堂書店　小杉店
富山県 明文堂書店　新入善店
富山県 文苑堂書店　本郷店
富山県 明文堂書店　高岡射水店
富山県 明文堂書店　富山有沢橋店
石川県 うつのみや　上林店
石川県 うつのみや　金沢工大前店
石川県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店
石川県 ＫａＢｏＳ　大桑店
福井県 勝木書店　大野店
福井県 ブックス　ポピー
福井県 宮脇書店　春江店
福井県 Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　ＷＡＳＳＥ店
山梨県 ジュンク堂書店　岡島甲府店
山梨県 戸田書店　山梨中央店
山梨県 ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店
長野県 文教堂　ＪＯＹ松本店
長野県 平安堂　若槻店
長野県 平安堂　諏訪店
長野県 平安堂　長野店
長野県 北長野書店
長野県 平安堂　あづみ野店
岐阜県 丸善　岐阜店
岐阜県 くまざわ書店　柳津店
岐阜県 宮脇書店　柳津店
岐阜県 ゲオ　高山昭和店
静岡県 谷島屋　ららぽーと磐田店
静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店
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静岡県 明屋書店　浜松渡瀬店
静岡県 マルサン書店　富士店
静岡県 マルサン書店　仲見世店
静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店
静岡県 焼津谷島屋　アピタ島田店
静岡県 アマノ　有玉店
静岡県 戸田書店　静岡本店
静岡県 マルサン書店　サントムーン店
静岡県 アマノ　入野店
静岡県 焼津谷島屋　大富店
静岡県 マルサン書店　駅北店
静岡県 焼津谷島屋　登呂田店
静岡県 谷島屋　浜松本店
静岡県 戸田書店　江尻台店
静岡県 未来屋書店　清水店
愛知県 星野書店　近鉄パッセ店
愛知県 カルコス　小牧店
愛知県 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店
愛知県 Ｗｏｎｄｅｒ　Ｇｏｏ　名古屋大須店
愛知県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　碧南店
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店
愛知県 未来屋書店　名西店
愛知県 宮脇書店　尾西店
愛知県 未来屋書店　名古屋茶屋店
愛知県 ザ・リブレット　徳重店
愛知県 本の王国　豊田吉原店
三重県 宮脇書店　久居インター店
滋賀県 喜久屋書店　草津店
滋賀県 大垣書店　フォレオ大津一里山店
滋賀県 扶桑書店
滋賀県 アバンティブックセンター　南草津店
京都府 大垣書店　二条駅店
京都府 大垣書店　亀岡店
京都府 くまざわ書店　桃山店
京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店
京都府 富士書房　大久保店
大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店
大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店
大阪府 丸善　八尾アリオ店
大阪府 田村書店　南茨木店
大阪府 大垣書店　高槻店
大阪府 ブックファースト　デュー阪急山田店
大阪府 ブックスタジオ　新大阪店
大阪府 サンミュージック　ハイパーブックス茨木
大阪府 未来屋書店　大日店
大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店
大阪府 コジマブックス文教堂　茨木店
大阪府 宮脇書店　泉佐野店
大阪府 未来屋書店　平野駅前店
大阪府 福家書店　アリオ鳳店
大阪府 ジュンク堂書店　難波店
兵庫県 未来屋書店　姫路大津店
兵庫県 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店
兵庫県 ジュンク堂書店　姫路店
兵庫県 ジュンク堂書店　神戸住吉店
兵庫県 ジュンク堂書店　西宮店
兵庫県 宮脇書店　西宮店
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兵庫県 ブックスユートピア　野間店
兵庫県 未来屋書店　加西北条店
兵庫県 ブックスタジオ　姫路店
兵庫県 未来屋書店　東山店
兵庫県 西村書店　土山店
兵庫県 コーナンＢＯＯＫＳ　西宮今津店
兵庫県 紀伊國屋書店　神戸店
兵庫県 うかいや書店　龍野店
奈良県 旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店
奈良県 啓林堂書店　学園前店
奈良県 宮脇書店　生駒北店
和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山
和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　岩出店
鳥取県 今井書店　錦町店
鳥取県 本の学校　今井ブックセンター
鳥取県 今井書店　湖山メディア館
鳥取県 今井書店　吉成コミック店
鳥取県 ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ１
鳥取県 未来屋書店　日吉津店
鳥取県 ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ３
島根県 今井書店　ＡＲＥＡ
島根県 今井書店　ゆめタウン出雲店
島根県 今井書店　出雲店
島根県 今井書店　グループセンター店
島根県 ブックセンタージャスト　新大田店
島根県 ブックセンタージャスト　浜田店
岡山県 廣文館　アリオ倉敷店
岡山県 宮脇書店　新平島店
岡山県 宮脇書店　児島店
岡山県 宮脇書店　岡山本店
岡山県 フタバ図書　ＭＥＧＡ岡山青江店
岡山県 喜久屋書店　倉敷店
広島県 ジュンク堂書店　広島駅前店
広島県 フタバ図書　アルティアルパーク北棟店
広島県 廣文館　新幹線店
山口県 宮脇書店　ゆめモール下関店
山口県 明屋書店　小郡店
山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店
山口県 明屋書店　徳山今宿店
山口県 明屋書店　下松店
山口県 未来屋書店　防府店
山口県 くまざわ書店　下関店
徳島県 附家書店　松茂店
徳島県 附家書店　国府店
徳島県 カルチャーシティ平惣　小松島バイパス店
徳島県 小山助学館　本店
香川県 宮脇書店　フジ丸亀店
香川県 宮脇書店　南本店
香川県 紀伊國屋書店　丸亀店
香川県 高松書林
愛媛県 明屋書店　石井店
愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ平田店
愛媛県 明屋書店　今治別宮店
愛媛県 明屋書店　川之江店
愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤原店
愛媛県 宮脇書店　束本店
高知県 金高堂
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都道府県名 書店名
福岡県 ブックセンタークエスト　小倉本店
福岡県 ゲオ　北九州葛原店
福岡県 ゲオ　福岡土井店
福岡県 ゲオ　福岡姪浜駅前店
福岡県 ジュンク堂書店　福岡店
福岡県 丸善　博多店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ福岡空港
福岡県 アシーネ　福重店
福岡県 Ａ’ＢＯＯＫ　甘木店
福岡県 未来屋書店　八幡東店
福岡県 福家書店　福岡木の葉モール橋本店
長崎県 ゲオ　大村店
長崎県 金明堂書店　日野店
長崎県 メトロ書店　本店
長崎県 紀伊國屋書店　長崎店
熊本県 明屋書店　錦店
大分県 ゲオ　大分国東店
大分県 ゲオ　豊後大野店
大分県 ジュンク堂書店　大分店
大分県 明屋書店　高城店
宮崎県 ゲオ　日南店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店
鹿児島県 ゲオ　薩摩川内店
鹿児島県 ブックスミスミ　七ツ島店
鹿児島県 ブックスミスミオプシア
沖縄県 ゲオ　名護びいまた店
沖縄県 ジュンク堂書店　那覇店
沖縄県 宮脇書店　北谷店
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