
書店名 住所

八重洲ブックセンター日比谷シャンテ店 東京都千代田区有楽町１丁目２－２日比谷シャンテ３Ｆ

TUTAYA大森町駅前店 東京都大田区大森西３－２０－１３

アシーネ碑文谷店 東京都目黒区碑文谷４－１－１ダイエー碑文谷店６Ｆ

アシーネ赤羽店 東京都北区赤羽２丁目５－７ダイエー赤羽店３Ｆ

アシーネ赤羽北本通り店 東京都北区神谷３－１２－１Ｄマート赤羽店３Ｆ

アシーネ大島店 東京都江東区大島４－６－１ダイエー大島店内

成文堂　巣鴨駅前店 東京都豊島区巣鴨2-5-2　都ビル1階

アシーネ西台店 東京都板橋区蓮根３－８－１２ダイエー西台店３Ｆ

アシーネ練馬店 東京都練馬区光が丘５－１－１ダイエー練馬店

アシーネ武蔵村山店 東京都武蔵村山市伊奈平３－３１－１

アシーネ小平店 東京都小平市小川東町２７８５ダイエー小平店内

アシーネ麻生店 北海道札幌市北区北３９条西４丁目１－５ダイエー麻生店３Ｆ

紀伊國屋書店札幌本店 北海道札幌市中央区北５条西５丁目７番地ＳＡＰＰＯＲＯ５５

アシーネ東札幌店 北海道札幌市白石区東札幌３条２－１ダイエー東札幌２Ｆ

アシーネ琴似店 北海道札幌市西区琴似２条４丁目２－２ダイエー琴似店３Ｆ

アイブック厚別 北海道札幌市厚別区厚別西4条6丁目700-126　2F

北文舘 北海道函館市美原町１丁目７ー１長崎屋函館店内

アシーネ上磯店 北海道北斗市七重浜４－４４－１

アシーネ栄町店 北海道札幌市東区北４２条東１６－１－５ダイエー内

アシーネ岩見沢店 北海道岩見沢市９条西２０丁目ダイエー岩見沢２Ｆ

宮脇書店　東札幌店 北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1 イーアス札幌１Ｆ

アシーネ滝川店 北海道滝川市東町２丁目２５－３

アシーネ八戸店 青森県八戸市十三日町１３三春屋５Ｆ

アシーネ仙台店 宮城県仙台市青葉区中央２－３－６ダイエー仙台店８Ｆ

ＢＣ湘南栗原店 宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番地

スクラム古川店 宮城県大崎市古川沢田字筒場浦１５番

ヤマテル涌谷店 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字洞ヶ崎5　イオンスーパーセンター涌谷店内

西沢書店アピオ店 福島県会津若松市インター西113

ふじう書店　アピタ笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美1285-1　アピタ笠懸店2F

ふじの木書房 群馬県桐生市永楽町5-10　MEGAドン・キホーテ桐生店3階

ビッグワン鹿沼 栃木県鹿沼市晃望台２２－１

すばる書店豊四季店 千葉県柏市豊四季２６９－９

アシーネ五香店 千葉県松戸市五香８－４４－６

アシーネ新浦安店 千葉県浦安市入船１－４－１ダイエー新浦安店３Ｆ

TSUTAYA夏見台店 千葉県船橋市夏見台５－１６－１

八日市場多田屋本店 千葉県匝瑳市八日市場イ２４６０

アシーネ君津店 千葉県君津市中野５丁目１７番１号Ｄマート君津店

ブックスメルツ越谷店 埼玉県越谷市谷中町２－５８

アシーネ東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区春野２丁目８パトリア東大宮店内

アシーネ川口店 埼玉県川口市本町２－７－２５

アシーネ所沢店 埼玉県所沢市東町５－２２ダイエー所沢店７Ｆ

アシーネ南越谷店 埼玉県越谷市南越谷１－２８７６－１ダイエー南越谷店Ｂ１

アシーネ熊谷店 埼玉県熊谷市本石２丁目１３５イオン熊谷店２Ｆ

アシーネ新座店 埼玉県新座市東北２－３２－１２イオン新座店４Ｆ

アシーネ北本店 埼玉県北本市中央４－６３ダイエー北本店内

ＧＲＥＥＮＢＯＯＫ寄居店 埼玉県大里郡寄居町大字寄居１７５９

一清堂上尾店 埼玉県上尾市今泉６０７－２８

紀伊國屋書店浦和パルコ店 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１浦和パルコ５階

TSUTAYA岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区上野６８－１

アシーネ西浦和店 埼玉県さいたま市桜区田島５－１８－１５ダイエー西浦和３Ｆ

アシーネ向ヶ丘店 神奈川県川崎市多摩区登戸２７８９ダイエー向ヶ丘２Ｆ

アシーネ戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区吉田町８８４ダイエー戸塚店３Ｆ

紀伊國屋書店ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１ららぽーと横浜

アシーネ十日市場店 神奈川県横浜市緑区十日市場町８１８－２ダイエー十日市場店

アシーネ金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1　ダイエー金沢八景店3F

アシーネ三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区三ッ境７－１ダイエー三ッ境店１Ｆ



アシーネ鴨居店 神奈川県横浜市緑区鴨居町１－６－１ダイエー鴨居店

アシーネ伊勢原店 神奈川県伊勢原市白根６３０－１ダイエー伊勢原店３Ｆ

本の王国　浜松雄踏店 静岡県浜松市西区雄踏2丁目11-35

アシーネ書店裾野店 静岡県裾野市佐野１０３９ベルシティー裾野店内

TSUTAYA村松原店 静岡県静岡市清水区村松原3-1-7

TSUTAYA辻店 静岡県静岡市清水区辻１－６－１０

TSUTAYA押切店 静岡県静岡市清水区押切１４５６

TSUTAYA清水春日店 静岡県静岡市清水区春日１－１２８

谷島屋高松店 静岡県静岡市駿河区敷地1-27-3

TSUTAYA藤枝瀬戸新屋 藤枝市瀬戸新屋213-18

アシーネ上飯田店 愛知県名古屋市北区織部町１ダイエー２Ｆ

ボナンザ書房太平通店 愛知県名古屋市中川区宮脇町２－１１

アシーネ名古屋東店 愛知県名古屋市名東区猪高町大字猪子石原字村崎２４３ダ

マリ書房南店 愛知県名古屋市熱田区金山1-5-2　クマダ77ビル1F

アシーネメイトピア店 愛知県名古屋市名東区高間町５０１番地の１ダイエー内

白沢書店 愛知県名古屋市守山区川村町１２０番地

ボナンザ書房佐屋店 愛知県愛西市佐屋町大字須依字前田面９５－１

夢屋甚目寺店 愛知県あま市坂牧坂塩139

ボナンザ書房JR蟹江駅前店 愛知県海部郡蟹江町今三丁目１７番地

ボナンザ書房清洲店 愛知県西春日井郡清洲町西市場５－５－３

ボナンザ書房新稲沢店 愛知県稲沢市朝府町４－１ヨシヅヤ稲沢店２Ｆ書籍売場

本の王国高蔵寺 愛知県春日井市中央台1-1-2

ボナンザ書房大口店 愛知県丹羽郡大口町奈良子２－７９

ボナンザ書房津島店 愛知県津島市津島北新開３５１番地ヨシヅヤ３Ｆ

ボナンザ書房弥富店 愛知県海部郡弥富町鯏浦字南前新田１２３

ボナンザ書房師勝店 愛知県北名古屋市鹿田１９３５

ボナンザ書房平和店 愛知県稲沢市平和町大字六輪字須ヶ脇３６７

アシーネ大月店 山梨県大月市御太刀１－１３－２９ダイエー大月店

TSUTAYA甲府バイパス店 山梨県甲府市上阿原３７３

よむよむイッツモア双葉店 山梨県甲斐市龍地４４４５－１イッツモア双葉ＳＣ内

Ｂなかだ奥田店 富山県富山市千代田町８－１０

富山市　山口書店 富山県富山市呉羽本町6571

BＯＯＫＳなかだファボーレ店 富山県富山市婦中町下轡田１６５－１

がんこ堂唐崎店 滋賀県大津市唐崎１－１－８０

がんこ堂野洲店 滋賀県野洲市栄５－３

がんこ堂守山店 滋賀県守山市古高町福田３９３－１９

ひらがきＡＳＱ店 滋賀県草津市西渋川１－２３－２３

がんこ堂石部店 滋賀県湖南市石部東６－１－７

がんこ堂アクア 滋賀県近江八幡市鷹飼町179　アクア21　3F

ウイング甲南店 滋賀県甲賀市甲南町竜法師３３８－３

ボナンザ書房員弁店 三重県いなべ市員弁町大字石仏字段１９０２－２

アシーネ富雄店 奈良県奈良市富雄元町２－６－１ダイエー富雄店２Ｆ

アシーネ北大和店 奈良県生駒市北大和１－２３

ＪＢ生駒南店 奈良県生駒市元町１丁目３番２７号

いかるが書店五位堂店 奈良県香芝市瓦口2023

アシーネ桂南店 京都府京都市南区久世上久世町４８５ダイエー桂南店２Ｆ

アシーネブックス京橋店 大阪府大阪市都島区片町２－３－５１ダイエー京橋店１Ｆ

水嶋書房住之江駅店 大阪府大阪市住之江区西住之江1-1-41ショップ南海住之江

アシーネ長吉店 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０ダイエー長吉

アシーネ庄内店 大阪府豊中市庄内西町２丁目２３－２３ダイエー庄内店２Ｆ

アシーネ池田駅前店 大阪府池田市呉服町１－１ダイエー池田駅前店西館２Ｆ

アシーネ江坂店 大阪府吹田市豊津町10-6江坂山口ビル1F

アシーネ北千里店 大阪府吹田市古江台４－２－５０イオン北千里内

アシーネ吹田店 大阪府吹田市朝日町２番１０１号吹田さんくす内

アシーネ古川橋駅前店 大阪府門真市末広町４１－２ダイエー古川橋駅前店内

紀伊國屋書店高槻店 大阪府高槻市日梅町４－１高槻オーロラモール５Ｆ

水嶋書房茨木店 大阪府茨木市別院町３－２３石丸ビル内



水嶋書房フォレオひらかた店 大阪府枚方市高野道2-15-10フォレオひらかた1F

アシーネ富田林店 大阪府富田林市昭和町１－７－１ダイエー富田林店３Ｆ

アシーネおおとり店 大阪府堺市鳳東町７－７３３おおとりウィングス２Ｆ

アシーネ北野田店 大阪府堺市丈六１８３－１８ダイエー北野田店３Ｆ

水嶋書房泉大津シティ店 大阪府泉大津市旭町18-3いずみおおつCITY1F

水嶋書房くずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１くずはモール本館３Ｆ

ふたばつかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町４－８－１（つかしん２Ｆ）

アシーネ塚口店 兵庫県尼崎市南塚口町２－１－３ダイエー塚口衣料館６Ｆ

アシーネ小束山店 兵庫県神戸市垂水区小束山本町３－１－２

アシーネ西宮店 兵庫県西宮市林田町２－２４ダイエー西宮店２Ｆ

アシーネ甲子園店 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3ダイエー甲子園店　Ｂ１Ｆ

文学館伊丹ターミナル 兵庫県伊丹市西台１－１－１阪急伊丹駅ビルリータ３階

アシーネ川西店 兵庫県川西市多田桜木町１－１－１ダイエー川西店４Ｆ

アシーネ宝塚中山店 兵庫県宝塚市売布東ノ町２１－２２ダイエー宝塚中山店２

アシーネ芦屋浜店 兵庫県芦屋市高浜町６－１

アシーネ甲南店 兵庫県神戸市東灘区本山南町８－７－１８ダイエー甲南店内

アシーネ新神戸店 兵庫県神戸市中央区北野１－３新神戸オリエンタルパーク

アシーネ板宿店 兵庫県神戸市須磨区前池町３－４－１ダイエー板宿店４Ｆ

アシーネ湊川店 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２－１８－２０ダイエー湊川店

アシーネ舞子店 兵庫県神戸市垂水区舞子台６－２０－１７ダイエー舞子店

アシーネ田辺店 和歌山県田辺市宝来町２４－２６ミドリショッピング

㈲美作ブックセンター 岡山県美作市入田237

啓文社コア福山西 広島県福山市高西町４－３－６１

啓文社ゆめタウン呉店 広島県呉市宝町５－１０　ゆめタウン呉3F

宮脇新徳島本店 徳島県徳島市西新浜町1-6-1

宮脇かもじま 徳島県 吉野川市鴨島町鴨島３１８－７

積文館書店小田部店 福岡県福岡市早良区小田部４丁目５－５０

積文館書店大牟田店 福岡県大牟田市大字甘木５０４

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ次郎丸店 福岡県福岡市早良区次郎丸二丁目３０－１

リブロ福岡天神 福岡市中央区天神2-5-35　岩田屋本店本館７F

アシーネ笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４ダイエー笹丘店Ｂ

アシーネ福重店 福岡県福岡市西区捨六町１－７－１ダイエー福重店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ神松寺店 福岡県福岡市城南区神松寺２－１－１０

蔦屋書店コマーシャルモール博多 福岡県福岡市博多区東光寺町２－６－４０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ大宰府店 福岡県太宰府市通古賀４丁目１－４０

ブックセンタークエスト黒崎井筒屋店 福岡県北九州市八幡西区黒崎１－１－１井筒屋７Ｆ

アシーネ水巻店 福岡県遠賀郡水巻町樋口３－１０ダイエー水巻店１Ｆ

ブックセンタークエスト小倉本店 福岡県北九州市小倉北区馬借１－４－７

ブックセンタークエスト鞘ヶ谷店 福岡県北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町２－２　スピナショッピングパーク鞘ヶ谷

ブックセンタークエスト門司大里店 福岡県北九州市門司区上馬寄１丁目１６－５

蔦屋書店イオンモール筑紫野 福岡県筑紫野市立明寺434-1

アシーネ中間店 福岡県中間市蓮花寺１－１－１ショッパーズなかま東館１Ｆ

積文館書店大野城店 福岡県大野城市白木原５丁目１－２２

アシーネ下大利店 福岡県大野城市下大利１－２１－１ダイエー下大利店２Ｆ

アシーネ二日市店 福岡県筑紫野市二日市６３０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ筑紫野店 福岡県筑紫野市塔原東５－１１－５

積文館書店佐賀南バイパス店 佐賀県佐賀市本庄町大字袋２９２－１

積文館書店江北店 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志２１０１－１

積文館書店伊万里店 佐賀県伊万里市新天町５４９－１９

くさの住吉店 長崎県長崎市中園町6-19

くさの書店諫早店　 長崎県諫早市栄町３－９

くさの書店西友店　 長崎県長崎市葉山１－６－１０西友道ノ尾店１Ｆ

くさの新チトセ店 長崎県長崎市千歳町５番１号チトセピア２Ｆ

ブックマ－ト諌早　 長崎県諫早市永昌町１９番１９号

くさの大村店 長崎県大村市幸町25-200　イオン大村店内

くさの長与店 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷2019-6

マチカラブックスJR熊本駅店 熊本県熊本市西区春日三丁目１５－１フレスタ熊本東館２Ｆ



蔦屋書店熊本三年坂 熊本県熊本市安政町１－２　カリーノ下通

蔦屋書店嘉島 熊本県上益城郡嘉島町上島２２３２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ田崎店 熊本県熊本市西区田崎２－３－８８

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ琴平店 熊本県熊本市中央区本荘町字中の坪７２６－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ健軍店 熊本県熊本市健軍１－２7－１０

蔦屋書店小川町 熊本県宇城市小川町河江１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ近見店 熊本県熊本市南区日吉２丁目１－９

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ清水BP店 熊本県熊本市北区高平３丁目３７－１９

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ浜線店 熊本県熊本市南区田井島１－１２－８

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ植木店 熊本県熊本市北区植木町舞尾５４５－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ玉名店 熊本県玉名市中字寺畑１６８６－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ菊陽店 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２２２９－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ菊池店 熊本県菊池市片角２９０番地菊池ＳＣキャニオン内

ブックガーデン大津店 熊本県菊池郡大津町大字室１３７番地ジャスコ大津店２Ｆ

アシーネ日田店 大分県日田市南元町１４－２２ダイエー日田店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ岡富店 宮崎県延岡市中川原町２丁目４９２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ大塚台店 宮崎県宮崎市大塚町池の内1127-7

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ加納店 宮崎県宮崎市清武町加納２４７

蔦屋書店宮崎高千穂通り 宮崎県宮崎市橘通東4-8-1　カリーノ宮崎

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ平原店 宮崎県延岡市平原５丁目１５０５－３４

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ鷹尾店 宮崎県都城市鷹尾５丁目１－１６

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ高鍋店 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋１０９９

ブックスミスミ七ツ島店 鹿児島県鹿児島市南栄５－１－１０

アシーネ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０ダイエー鹿児島店内

TSUTAYA出水本町店 鹿児島県出水市本町４番４７号

TSUTAYA首里店 沖縄県那覇市首里久場川町2-122-1　首里りうぼう1F


