
書店名 書店名

北海道　 札幌市 紀伊國屋書店札幌本店 栃木県　 佐野市 ブックス・ワン・バイ・テン

北海道　 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 栃木県　 佐野市 未来屋書　佐野新都市店

北海道　 札幌市 アイブック西友厚別店 栃木県　 佐野市 宮脇書店佐野店

北海道　 札幌市 三省堂書店 大丸札幌店 栃木県　 宇都宮市 bigone books TSUTAYA　宇都宮南店

北海道　 札幌市 コーチャンフォー新川通り店 栃木県　 宇都宮市 ビッグワンTSUTAYA　竹林店

北海道　 札幌市 アシーネ栄町店 栃木県　 宇都宮市 ビッグワンTSUTAYA　宇都宮インターパーク店

北海道　 札幌市 ザ･本屋さん 北32条店 栃木県　 真岡市 ビッグワンTSUTAYA　真岡店

北海道　 札幌市 宮脇書店 東札幌店 栃木県　 鹿沼市 bigone books TSUTAYA　鹿沼店

北海道　 札幌市 コーチャンフォー美しが丘店 栃木県　 大田原市 ハートブックスTSUTAYAなすの店

北海道　 函館市 文教堂書店 湯ノ川店 栃木県　 さくら市 bigone books TSUTAYA　さくら店

北海道　 函館市 イオン湯川店 栃木県　 那須塩原市 ハートブックスTSUTAYA400号西那須野店

北海道　 函館市 函館蔦屋書店 栃木県　 大田原市 ハートランド東武大田原店

北海道　 函館市 北文舘 栃木県　 下都賀郡野木町 宮脇書店　野木店

北海道　 函館市 北文舘 函館駅店 群馬県　 吾妻郡東吾妻町 川村書店

北海道　 函館市 栄好堂 美原店 群馬県　 高崎市 ユニーブックス　アピタ高崎店

北海道　 登別市 TSUTAYA登別店 群馬県　 高崎市 高崎改造社書店

北海道　 北斗市 アシーネ上磯店 群馬県　 前橋市 煥乎堂前橋本店

北海道　 北斗市 栄好堂 北斗店 群馬県　 前橋市 紀伊國屋書店前橋店

北海道　 北見市 コーチャンフォー北見店 群馬県　 みどり市 ふじう書店　アピタ笠懸店

北海道　 釧路郡釧路町 リラブ 運動公園通り店 群馬県　 桐生市 ふじの木書房

北海道　 釧路市 コーチャンフォー釧路店 東京都　 港区 小川書店

北海道　 釧路市 リラブ ルート38号店 東京都　 港区 虎ノ門書房本店

北海道　 根室市 リラブ 根室店 東京都　 港区 虎ノ門書房田町店

北海道　 旭川市 コーチャンフォー旭川店 東京都　 港区 TSUTAYA BOOK STORE 神谷町駅前店 

青森県　 八戸市 TSUTAYA八戸ニュータウン店 東京都　 目黒区 東大生協駒場書籍部

青森県　 八戸市 成田本店みなと高台店 東京都　 足立区 小泉書店

青森県　 十和田市 TSUTAYA十和田店 東京都　 町田市 流水町田金森店

青森県　 上北郡野辺地町 さわや書店野辺地店 神奈川県 横須賀市 平坂書房LIVIN店

青森県　 八戸市 未来屋書店八戸店 神奈川県 海老名市 三省堂書店海老名店

青森県　 青森市 未来屋書店青森西店 神奈川県 藤沢市 流水藤沢用田店

青森県　 青森市 成田本店つくだ店 神奈川県 横浜市 三省堂書店新横浜店

青森県　 青森市 ㈱宮脇書店青森店 神奈川県 平塚市 流水平塚豊田店

青森県　 青森市 成田本店しんまち店 千葉県　 鴨川市 鴨川書店

青森県　 青森市 成田本店サンロード店 埼玉県　 蕨市 (有)内山書店

青森県　 弘前市 未来屋書店ヒロロ店 埼玉県　 さいたま市 流水円正寺店

青森県　 上北郡七戸町 未来屋書店新七戸店 埼玉県　 さいたま市 リブロecute大宮店

青森県　 平川市 未来屋書店平賀店 埼玉県　 さいたま市 一清堂　浦和店

青森県　 黒石市 BookShop かえで 埼玉県　 川口市 サイトウ書舗

青森県　 弘前市 未来屋書店弘前樋の口店 埼玉県　 さいたま市 文教堂岩槻店　

青森県　 十和田市 未来屋書店十和田店 埼玉県　 上尾市 一清堂　上尾店

青森県　 南津軽郡藤崎町 未来屋書店藤崎店 埼玉県　 加須市 ビッグワンTSUTAYA　加須店

青森県　 五所川原市 TSUTAYA五所川原店 埼玉県　 さいたま市 紀伊國屋書店浦和パルコ店

青森県　 八戸市 BOOKS SAITO TSUTAYA 根城店 埼玉県　 春日部市 深井書店

青森県　 八戸市 アシーネ八戸店 長野県　 駒ヶ根市 ベルシャイン駒ヶ根店　ニシザワ書籍部

秋田県　 大館市 ｽｸﾗﾑ大館店 長野県　 松本市 松本駅改造社書店

秋田県　 秋田市 宮脇書店イオン秋田中央店 長野県　 長野市 長野駅改造社

秋田県　 湯沢市 高桑書店湯沢店 新潟県　 新潟市 文信堂　大学前店

秋田県　 横手市 高桑書店横手店 富山県　 南砺市 片村書店

秋田県　 秋田市 高桑書店仁井田店 静岡県　 静岡市 谷島屋マークイズ静岡店

秋田県　 秋田市 高桑書店広面店 静岡県　 浜松市 TSUTAYA佐鳴台店

秋田県　 秋田市 高桑書店中野店 静岡県　 浜松市 天竜　谷島屋

秋田県　 秋田市 高桑書店川尻店 静岡県　 磐田市 谷島屋磐田店

山形県　 山形市 山形大学生協小白河店 愛知県　 名古屋市 ボナンザ書房太平通店

岩手県　 花巻市 宮脇書店花巻店 愛知県　 名古屋市 白沢書店

岩手県　 奥州市 ブックセンター湘南水沢インター店 愛知県　 西春日井郡清洲町 ボナンザ書房清洲店

岩手県　 北上市 ブックスアメリカン北上店 愛知県　 稲沢市 ボナンザ書房新稲沢店

岩手県　 花巻市 エムズ書店桜台店 愛知県　 津島市 ボナンザ書房津島本店

岩手県　 盛岡市 さわや書店本店 三重県　 伊勢市 ブック・スクウェア ララパーク店

岩手県　 盛岡市 さわや書店松園店 大阪府　 大阪市 知恵蔵書店桃谷店

岩手県　 岩手郡岩手町 (有)文化堂 大阪府　 堺市 ブックスファミリア堺店

宮城県　 仙台市 宮脇書店泉ヶ丘店 奈良県　 奈良市 九条堂西の京書店

宮城県　 仙台市 丸善仙台アエル店 奈良県　 生駒市 ジャパンブックス生駒南店

宮城県　 東松島市 ブックセンター湘南矢本店 京都府　 城陽市 ふたば書房大久保店

宮城県　 石巻市 おかべ本屋さんイオンＳＣ東店 兵庫県　 神戸市 知恵蔵書店垂水店

宮城県　 栗原市 ブックセンター湘南栗原店 滋賀県　 草津市 ひらがきエイスクエア店

宮城県　 大崎市 ｽｸﾗﾑ古川店 岡山県　 岡山市 啓文社岡山本店

福島県　 福島市 SASYU 岡山県　 倉敷市 TSUTAYA中庄店

福島県　 会津若松市 西沢書店アピオ店 岡山県　 倉敷市 宮脇書店倉敷駅ビル店

福島県　 田村市 ＴＳＵＴＡＹＡ船引店 岡山県　 岡山市 宮脇書店上道店

福島県　 岩瀬郡鏡石町 スクラム鏡石店 山口県　 柳井市 ブックランド都野ゆめタウン柳井店

福島県　 須賀川市 宮脇書店須賀川店 山口県　 宇部市 幸太郎本舗TSUTAYA宇部店

香川県　 高松市 TSUTAYA西宝店

沖縄県　 那覇市 TSUTAYA首里展
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