
北海道 札幌市 北区 札幌弘栄堂書店 パセオ西店 

北海道 札幌市 中央区 三省堂書店 札幌店 

北海道 札幌市 中央区 ジュンク堂書店 札幌店 

北海道 札幌市 中央区 紀伊國屋書店 札幌本店 

北海道 札幌市 中央区 紀伊國屋書店 オーロラタウン店 

北海道 札幌市 厚別区 紀伊國屋書店 厚別店 

北海道 小樽市 紀伊國屋書店 小樽店 

北海道 千歳市 紀伊國屋書店 新千歳空港ターミナルビル 2F 

 

青森県 紀伊國屋書店 弘前店 

 

宮城県 仙台市 青葉区 ジュンク堂書店 仙台ＴＲ店 

宮城県 仙台市 青葉区 ジュンク堂書店 仙台ロフト店 

宮城県 仙台市 青葉区 ジュンク堂書店 仙台本店 

宮城県 仙台市 青葉区 丸善 仙台アエル店 

宮城県 仙台市 紀伊國屋書店 仙台店 

 

岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店 盛岡店 

岩手県 盛岡市 さわや書店 フェザン店 

岩手県 盛岡市 エムズ エクスポ盛岡店 

 

福島県 福島市 岩瀬書店 中合店 

茨城県 水戸市 川又書店 エクセル店 

山梨県 甲府市 朗月堂 

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店 前橋店 

長野県 長野市 平安堂 新長野店 

栃木県 宇都宮市 紀伊國屋書店 宇都宮店 

 

新潟県 新潟市 中央区 萬松堂 本店 

新潟県 新潟市 中央区 ジュンク堂書店 新潟店 

新潟県 新潟市 中央区 紀伊國屋書店 LOVELA 万代 6F 

 

静岡県 静岡市 葵区 戸田書店 静岡本店 

 

埼玉県 さいたま市 中央区 ブックデポ 書楽 

埼玉県 川越市 ブックファースト ルミネ川越店 

埼玉県 さいたま市 大宮区 三省堂書店 大宮店 

埼玉県 さいたま市 大宮区 ジュンク堂書店 大宮ロフト店 

埼玉県 ふじみ野市 大阪屋ｉＢＣ 

埼玉県 さいたま市 紀伊國屋書店 さいたま新都心店 

埼玉県 さいたま市 紀伊國屋書店 浦和パルコ店 

埼玉県 川越市 紀伊國屋書店 川越店 



埼玉県 入間市 紀伊國屋書店 入間丸広店 

 

千葉県 習志野市 丸善 津田沼店 

千葉県 船橋市 東京旭屋書店 船橋店 

千葉県 習志野市 くまざわ書店 津田沼店 

千葉県 千葉市 中央区 キディランド 千葉店 

千葉県 千葉市 中央区 三省堂書店 そごう千葉店 

千葉県 柏市 新星堂 カルチェ５柏店 

千葉県 市川市 有隣堂 シャポー市川店 

千葉県 浦安市 有隣堂 アトレ新浦安店 

千葉県 流山市 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店 

千葉県 松戸市 紀伊國屋書店 松戸伊勢丹店 

 

神奈川県 相模原市 南区 くまざわ書店 相模大野店 

神奈川県 平塚市 ＮＥＴ２１ サクラ書店 駅ビル店 

神奈川県 川崎市 川崎区 あおい書店 川崎駅前店 

神奈川県 藤沢市 ジュンク堂書店 藤沢店 

神奈川県 川崎市 川崎区 有隣堂 川崎アゼリア店 

神奈川県 小田原市 有隣堂 小田原ラスカ店 

神奈川県 横浜市 青葉区 有隣堂 たまプラーザテラス店 

神奈川県 海老名市 三省堂書店 海老名店 

神奈川県 横浜市 都筑区 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店 

神奈川県 横浜市 西区 有隣堂 ルミネ横浜店 

神奈川県 横浜市 港北区 有隣堂 トレッサ横浜店 

神奈川県 横浜市 都筑区 有隣堂 センター南駅店 

神奈川県 横浜市 中区 有隣堂 本店 書籍館 

神奈川県 横浜市 西区 有隣堂 横浜駅西口店 

神奈川県 厚木市 有隣堂 厚木店 

神奈川県 厚木市 有隣堂 本厚木ミロード南館店 

神奈川県 横浜市 港北区 天一書房 日吉店 

神奈川県 川崎市 川崎区 有隣堂アトレ川崎店 

神奈川県 横浜市 戸塚区 有隣堂 戸塚モディ店 

神奈川県 横浜市 戸塚区 有隣堂 戸塚駅西口トツカーナ店 

神奈川県 相模原市 緑区 有隣堂 ミウィ橋本店 

神奈川県 川崎市 幸区 丸善 ラゾーナ川崎店 

神奈川県 相模原市 中央区 有隣堂 淵野辺店 

神奈川県 相模原市 南区 有隣堂 北里大学売店 

神奈川県 大和市 有隣堂 大和店 

神奈川県 藤沢市 有隣堂 藤沢店 

神奈川県 藤沢市 有隣堂 テラスモール湘南店 

神奈川県 川崎市 麻生区 有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店 

神奈川県 川崎市 高津区 文教堂書店 溝ノ口本店 



神奈川県 横浜市 西区 紀伊國屋書店 そごう横浜店 7F 

神奈川県 横浜市 中区 紀伊國屋書店 Colette・Mare みなとみらい 5F 

神奈川県 横浜市 都筑区 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜 3F 

神奈川県 相模原市 南区 紀伊國屋書店 伊勢丹相模原店 A 館 6F 

 

東京都 大田区 山下書店 羽田店 

東京都 中央区 八重洲ブックセンター 本店 

東京都 渋谷区 文教堂 渋谷店 

東京都 世田谷区 三省堂書店 成城店 

東京都 千代田区 書泉グランデ 

東京都 千代田区 書泉 ブックタワー 

東京都 台東区 明正堂 ＮＴＴ上野店 

東京都 台東区 明正堂 アトレ上野店 

東京都 豊島区 東京旭屋書店 池袋店 

東京都 中野区 あおい書店 中野本店 

東京都 千代田区 有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店 

東京都 千代田区 丸善 丸の内本店 

東京都 千代田区 ブックエキスプレス 東京駅京葉ストリート 

東京都 千代田区 ＨＩＮＴ ＩＮＤＥＸ ＢＯＯＫ 

東京都 千代田区 丸善 お茶の水店 

東京都 台東区 ブック エキスプレス エキュート上野店 

東京都 中央区 丸善 日本橋店 

東京都 港区 ブックエキスプレス エキュート品川サウス 

東京都 港区 文教堂 浜松町店 

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店 新宿南店 

東京都 新宿区 紀伊國屋書店 新宿本店 

東京都 品川区 あゆみＢＯＯＫＳ 五反田店 

東京都 品川区 有隣堂 アトレ目黒店 

東京都 品川区 有隣堂 アトレ大井町店 

東京都 渋谷区 八重洲ブックセンター 恵比寿三越店 

東京都 大田区 有隣堂 グランデュオ蒲田店 

東京都 大田区 有隣堂 羽田空港店 

東京都 大田区 有隣堂 羽田空港ゲート内店 

東京都 渋谷区 有隣堂 アトレ恵比寿店 

東京都 北区 ブック エキスプレス エキュート赤羽店 

東京都 江東区 有隣堂 アトレ亀戸店 

東京都 墨田区 有隣堂 錦糸町テルミナ店 

東京都 文京区 東京大学生協 本郷書籍部 

大学生協一括 

東京都 杉並区 八重洲ブックセンター 荻窪ルミネ店 

東京都 板橋区 東武ブックス 成増店 

東京都 府中市 啓文堂書店 府中店 



東京都 豊島区 リブロ 池袋本店 

東京都 八王子市 有隣堂 セレオ八王子店 

東京都 町田市 有隣堂 ルミネ町田店 

東京都 豊島区 ジュンク堂書店 池袋本店 

東京都 新宿区 ブックファースト ルミネ新宿１店 

東京都 新宿区 ブックファースト 新宿店 

東京都 渋谷区 ブックファースト 渋谷文化村通り店 

東京都 世田谷区 ＮＥＴ２１ 優文堂 用賀店 

東京都 新宿区 芳林堂書店 高田馬場店 

東京都 文京区 ビーケーワン 

東京都 港区 金松堂書店 

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店 東急プラザ渋谷 5F 

東京都 世田谷 紀伊國屋書店 玉川高島屋ショッピングセンター南館 5F 

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店 笹塚ショッピングモール 1F 

東京都 千代田区  紀伊國屋書店 大手町ビル 1F 

東京都 足立区 紀伊國屋書店 北千住マルイ 8F 

東京都 江東区 紀伊國屋書店 アーバンドックららぽーと豊洲 3F 

東京都 武蔵野市 紀伊國屋書店 東急百貨店吉祥寺店 8F 

 

愛知県 名古屋市 中村区 三省堂書店 名古屋高島屋店 

愛知県 名古屋市 中村区 星野書店 近鉄パッセ店 

愛知県 紀伊國屋書店  エアポートウォーク名古屋空港店 

 

岐阜県 岐阜市 自由書房 ＥＸ髙島屋店 

福井県 福井市 紀伊國屋書店 福井西武 新館 5F 

石川県 金沢市 紀伊國屋書店  香林坊大和 7F 

富山県 富山市 紀伊國屋書店 総曲輪フェリオ 7F 富山店 

滋賀県 紀伊國屋書店 大津パルコ 5F 大津店 

 

大阪府 大阪市 浪速区 ジュンク堂書店 難波店 

大阪府 大阪市 北区 紀伊國屋書店 梅田本店 

大阪府 大阪市 中央区 ブックファースト なんばウォーク店 

大阪府 大阪市 淀川区 文教堂 新大阪店 

大阪府 大阪市 北区 ブックファースト 梅田店 

大阪府 大阪市 北区 ブックスタジオ 

大阪府 大阪市 淀川区 ブックスキヨスク新大阪店／ＪＲ西日本在来 

大阪府 大阪市 北区 ジュンク堂書店 大阪本店 

大阪府 大阪市 中央区 ジュンク堂書店 天満橋店 

大阪府 大阪市 北区 ジュンク堂書店 梅田ヒルトンプラザ店 

大阪府 大阪市 中央区 ジュンク堂書店 千日前店 

大阪府 豊中市 田村書店 千里中央店 

大阪府 大阪市 北区 紀伊國屋書店 阪急グランドビル店 1F 



大阪府 大阪市 北区 紀伊國屋書店 グランドビル店 30F 

大阪府 大阪市 中央区 紀伊國屋書店 大阪国際ビルディング 1F 本町店 

大阪府 大阪市 都島区 紀伊國屋書店 梅田本店 京阪モール 2F 京橋店 

大阪府 堺市 南区 紀伊國屋書店 泉北店大阪府 大阪市 北区 紀伊國屋書店 梅田本店 

 

兵庫県 神戸市 中央区 ジュンク堂書店 三宮店 

兵庫県 神戸市 中央区 ジュンク堂書店 三宮駅前店 

兵庫県 西宮市 ジュンク堂書店 西宮店 

兵庫県 明石市 ジュンク堂書店 明石店 

 

兵庫県 神戸市 中央区 紀伊國屋書店 そごう 神戸店 新館 5F 

兵庫県 神戸市 西区 紀伊國屋書店 そごう 西神店 5F 

兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店 ヤマトヤシキ 加古川店 6F 

兵庫県 川西市 紀伊國屋書店 モザイクボックス 4F 川西店 

 

京都府 京都市 中京区 ジュンク堂書店 京都ＢＡＬ店 

京都府 京都市 下京区 三省堂書店 京都駅店 

京都府 京都市 南区 アバンティブックセンター 京都店 

京都府 京都市 下京区 ジュンク堂書店 京都店 

京都府 京都市 左京区 京都大学生協 ブックセンター ルネ 

 

広島県 広島市 南区 ジュンク堂書店 広島駅前店 

広島県 広島市 中区 紀伊國屋書店 アクア広島センター街 6F 広島店 

広島県 広島市 南区 紀伊國屋書店 ゆめタウン広島 3F 

 

岡山県 岡山市 北区 丸善 岡山シンフォニービル店 

岡山県 岡山市 北区 紀伊國屋書店 クレド岡山店 

 

香川県 高松市 紀伊國屋書店 壱番街 3F 高松店 

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店 ゆめタウン丸亀 2F 丸亀店 

 

徳島県 徳島市 紀伊國屋書店 徳島店 8F 

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 

 

愛媛県 松山市 紀伊國屋書店 いよてつ髙島屋 7F いよてつ髙島屋店 

 

福岡県 福岡市 中央区 ジュンク堂書店 福岡店 

福岡県 北九州市 小倉北区 喜久屋書店 小倉店 

福岡県 福岡市 博多区 紀伊國屋書店 福岡本店 

福岡県 福岡市 東区 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店  

福岡県 久留米市 紀伊國屋書店 久留米店 

 



熊本県 菊池郡 紀伊國屋書店 熊本光の森店 

熊本県 熊本市 中央区 蔦屋書店 熊本三年坂店 

熊本県 南区 紀伊國屋書店 熊本はません店  

熊本県 菊池郡 紀伊國屋書店 熊本光の森店 

 

佐賀県 佐賀市 兵庫町 紀伊國屋書店 ゆめタウン佐賀店  

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店 夢彩都 4F 長崎店  

大分県 大分市 紀伊國屋書店 あけのアクロスタウン二番街 2F 大分店  

鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店 アミュプラザ鹿児島 4F 鹿児島店 

 


